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各支部，地方研究会 NDT 講習実施状況 
 
（社）日本非破壊検査協会は，東北，中部，関西，九州の 4 支部が現在組織されている。非破壊検査技術講習会は，本

部の教育事業として本部で実施しているが，各支部及び 8 地域研究会においても計画的に実施されている。今回，これ

ら各地区の講習会の実施状況について，各研究会からの報告を取りまとめたので紹介する。各地区の研究会の名称，代表

などの連絡先を表 1に，講習会の計画内容について表 2に示す。非破壊試験技術の習得，資格取得を目指す方が，業務都

合などで本部主催の講習会に出席できない場合，これらの講習会を有効活用いただきたい。詳細については表 1 の連絡先

に問い合わせください。 
表１ 各地区 NDT 研究会等連絡先（敬称略） 

No. 団体名 内    容 

連絡先住所 〒060-0001 札幌市中央区北１条西５丁目北一条ビル 

代表者名 小澤 幸男  連絡者名 荒生 勝一 

1 北海道機会工業

会検査部会 

連絡先 TEL 011-221-3375 連絡先 FAX 011-251-4387 

連絡先住所 〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄 4-11 秋田県産業技術総合研究ｾﾝﾀｰ工業技術開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

代表者名 虻川 堅悦 代表者名 木村 光彦 

2 秋田県非破壊検査

技術研究会 

連絡先 TEL 018-862-3414 連絡先 TEL 018-865-3949 

連絡先住所 〒989-3205 仙台市青葉区吉成三丁目 1-34 2F-A（株）ワンダーテクノ内 

代表者名 坂 真澄 連絡者名 高橋 忠雄 

3 （社）日本非破壊

検査協会 
東北支部 連絡先 TEL 022-279-7862 連絡先 FAX 022-279-7863 

連絡先住所 〒310-0852 水戸市笠原町 600-35 明豊ビル 茨城県鐵構工業協会内 

代表者名 小平 小治郎 連絡者名 佐藤 洋子 

4 東関東非破壊検査

研究会 

連絡先 TEL 029-305-2202 連絡先 FAX 029-243-2444 

連絡先住所 〒263-0016 千葉市稲毛区天台 6-13-1 千葉県産業支援技術研究所 

代表者名 岸上 守孝  連絡者名 立川 克美（事務局） 

5 千葉県非破壊検査

研究会 

連絡先 TEL 043-252-2106 連絡先 FAX 043-254-6555 

連絡先住所 〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5 横浜国立大学工学部 関根研究室  

代表者名 関根 和喜 連絡者名 － 

6 神奈川県非破壊試

験技術交流会 

連絡先 TEL 045-339-3979 連絡先 FAX 045-339-4011 

連絡先住所 〒456-0058 名古屋市熱田区六番 3-4-41 名古屋市工業研究所内  

代表者名 篠田 剛 連絡者名 － 

7 （社）日本非破壊

検査協会 
中部支部 連絡先 TEL 052-653-5866 連絡先 FAX 052-653-5869 

連絡先住所 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町 2-3-6 

代表者名 戸田 裕己 連絡者名 西田 健陽 

8 （社）日本非破壊

検査協会 
関西支部 連絡先 TEL 06-6262-6551 連絡先 FAX 06-6261-6525 

連絡先住所 〒730-0012 広島市中区上八丁堀 8-23 林業ビル 909 号 

代表者名 稲垣 俊三 連絡者名 大関 洋 

9 中国地方非破壊検

査技術振興会 

連絡先 TEL 082-228-1370 連絡先 FAX 082-228-1372 

連絡先住所 〒780-8520 高知市曙町 2-5-1 高知大学教育学部内 （講習はﾎﾟﾘﾃｸｾﾝﾀｰ徳島で実施） 

代表者名 裏垣 博 連絡者名 同左 

10 四国地方非破壊検

査研究会 

連絡先 TEL 088-844-8408 連絡先 FAX 088-844-8408 

連絡先住所 〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町１番１号（講習は（社）九州機械工業振興会で実施） 

代表者名 加藤 光昭 連絡者名 黒木 展範 

11 （社）日本非破壊

検査協会 
九州支部 連絡先 TEL 093-861-3001 連絡先 FAX 093-861-3007 

連絡先住所 〒851-0301 長崎市深堀町５丁目 718-1 長菱検査㈱内 

代表者名 中田 義人 連絡者名 同左 

12 長崎県非破壊検査

技術研究会 

連絡先 TEL 095-871-5461 連絡先 FAX 095-871-2237 
 

 



表２ NDT 講習会開催状況 

No. 団体名 講習会名 開催時期 部門・レベル 講義・実技 募集人数 
H18 第 2 回事前ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ H19/1 月下旬 MT2,MT1,PT2,PT1,UT2,UT1 講義／実技 各 20 名 
H18 第 4 回技術講習会 H19/3 月中旬 MT2,MT1,PT2,PT1,UT2,UT1 講義 各 20 名 
H19 第１回技術講習会 H19/5 月下旬 MT2,MT1,PT2,PT1,UT2,UT1 実技 PT40 他 20
H19 第１回事前ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ H19/7 月下旬 MT2,MT1,PT2,PT1,UT2,UT1 講義／実技 各 20 名 
H19 第 2 回技術講習会 H19/9 月上旬 MT2,MT1,PT2,PT1,UT2,UT1 講義 各 20 名 

1 北海道機械工

業会 
検査部会 

H19 第 3 回技術講習会 H19/11 月上旬 MT2,MT1,PT2,PT1,UT2,UT1 実技 PT30 他 20
超音波探傷装置の性能測定

方法講習会 H19/6 月上旬 UT 講義／実技 15 名 

超音波探傷探傷入門講習会 H19/7 月上旬 UT 講義／実技 15 名 
超音波探傷資格取得講習会 H19/9 月上旬 UT2,UT1 講義 15 名 

2 秋田県非破壊

検査技術研究

会 

超音波探傷資格取得講習会 H19/11 月下旬 UT2,UT1 実技 15 名 
非破壊試験技術講習会 H19/3 月上旬 UT2,UT1 講義 各 15 名 3 
非破壊試験実技講習会 H19/6 月上旬 UT2,UT1 実技 各 15 名 
非破壊試験技術講習会 H19/9 月上旬 UT2,UT1 講義 各 15 名  

東北支部 
 

非破壊試験実技講習会 H19/12 月上旬 UT2,UT1 実技 各 15 名 
超音波一次試験対策講習会 3 月上旬／中旬 UT2／UT1 講義 各 10 名 
超音波二次試験対策講習会 6 月上旬 UT2,UT1 実技 10 名 
超音波一次試験対策講習会 9 月上旬／中旬 UT2／UT1 講義 各 10 名 

4 東関東非破壊 
検査研究会 

超音波二次試験対策講習会 12 月上旬 UT2,UT1 実技 10 名 
レベル 3 新規講習会 H19/2 月 全部門共通 L3 ［金属材料学］ 講義 15 名 
UT ﾚﾍﾞﾙ 3 再認証勉強会 H19/2 月 UT3 講義 15 名 
UT ﾚﾍﾞﾙ 1,2 講習会 H19/3 月 UT2,UT1 講義 各 15 名 
MT,PT 実技講習会 H19/5 月 MT2,MT1,PT2,PT1（栄進化学） 実技 30 名／日 
UT 実技講習会 H19/6 月 UT2,UT1 実技 10 名／日 
レベル 3 新規講習会 H19/8 月 全部門共通 L3 ［金属材料学］ 講義 15 名 
UT ﾚﾍﾞﾙ 3 再認証勉強会 H19/9 月 UT3 講義 各 15 名 
UT ﾚﾍﾞﾙ 1,2 講習会 H19/9 月 UT2,UT1 講義 各 15 名 
MT,PT 実技講習会 H19/11 月 MT2,MT1,PT2,PT1（栄進化学） 実技 30 名／日 

5 千葉県非破壊 
検査研究会 

UT 実技講習会 H19/12 月 UT2,UT1 実技 10 名／日 

6 神奈川県非破壊試験技術交流会 講習会予定なし 
超音波探傷－2/1 H19/1 月／5 月 UT2／UT1 講義／実技 各 30 名 
超音波厚さ測定－1 H19/5 月 UM1 講義／実技 15 名 
浸透探傷－2 特訓 H19/5 月 PT2 実技 30 名 
磁粉探傷－2 特訓 H19/5 月 MT2 実技 15 名 
浸透探傷 2/1 H19/5 月 PT2,PT1 講義／実技 40/30 名 
超音波探傷－2/1 特訓 H19/6 月 UT2,UT1 実技 15/20 名 
浸透探傷－2 補講 H19/6 月 PT2 講義／実技 15 名 
磁粉探傷－2／2 補講 H19/6 月 MT2 講義／実技 各 15 名 

7 中部支部 

超音波探傷－2 H19/7 月 UT2 講義／実技 30 名 
8 関西支部 超音波入門ｺｰｽ H19/2 月／7 月 UT 講義／実技 30 名 

非破壊検査技術講習会 H19/1 月 PT2,PD1, UT2 講義 14～30 名 
非破壊検査技術講習会 H19/5 月 UT2,UT1, PT2,PT1, MT2 実技 8～15 名 
非破壊検査技術講習会 H19/6 月,7 月 UT2,UT1, PT2,PT1, MT2 講義 8～30 名 

9 中国地方非破

壊検査技術振

興会 
非破壊検査技術講習会 H19/11 月 UT2,UT1, PT2,PT1, MT2 実技 8～15 名 

超音波探傷一次対策講習会 H19/1 月・2 月 UT2,UT1 講義／実技 若干名 
超音波探傷二次対策講習会 H19/5 月 UT2,UT1 実技 若干名 
超音波探傷一次対策講習会 H19/7 月 UT2,UT1 講義／実技 若干名 

10 四国地方非破

壊検査研究会 
(実施はﾎﾟﾘﾃｸｾ

ﾝﾀｰ徳島) 超音波探傷二次対策講習会 H19/11 月 UT2,UT1 実技 若干名 
非破壊検査技術講習会 H19/1 月 MT2,MT1,PT2,PT1,UT2,UT1 講義／実技 20～30 名 
超音波入門ｺｰｽ H19/1 月 UT 講義／実技 30 名 
超音波探傷 2 次対策 H19/5 月中旬 UT2,UT1 実技 15 名 

11 九州支部 
(実施は九州機

械工業振興会) 
磁粉・浸透探傷 2 次対策 H19/6 月 MT2,MT1,PT2,PT1 実技 20 名 
春期技術講習会 H19/2 月 RT2,UT2,MT2,PT2 講義 各 50 名 
新規入社社員技術講習会 H19/4 月下旬 MT,PT（ﾚﾍﾞﾙ 1 程度） 実技主体 各 10 名 

春期実技対策講習会 H19/6 月 
RT2,UT2,MT2,PT2 
（UT1,MY2,PD2 は応談） 実技 10～20 名 

秋期技術講習会 H19/8 月 RT2,UT2,MT2,PT2 講義 各 50 名 

12 長崎県非破壊 
検査技術研究

会 

秋期実技対策講習会 H19/12 月 
RT2,UT2,MT2,PT2 
（UT1,MY2,PD2 は応談） 実技 10～20 名 




