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モノづくりを支え
命を守る、
インフラがある。

新しいJIMGAウェブサイトが
リリースされました！

8月17日に、JIMGAウェブサイトが新しくなりました。新ウェブサイトでは、会員会社の役員・従業員の方であれば、
ご自分のメールアドレスで、ユーザー登録をすることで会員限定コンテンツを閲覧できるようになりました。ユー
ザー登録方法は下記のとおりですので、早速ユーザー登録をしてみましょう！

本登録方法は、所属されている会社に専用ドメイン(例えばJIMGAであれば “@jimga.or.jp” 等)がある場合のみ有効です。所属会
社に専用ドメインがない場合は下記の方法では登録できませんので、JIMGA本部までお問合せください。

JIMGA本部
産業ガス部門　TEL 03-5425-2255　　医療ガス部門　TEL 03-5425-1188

NEW

JIMGAウェブサイト

ユーザー登録にあたっての注意点！

ユーザー登録手順

さあ、JIMGAウェブサイトを
ご活用ください！

問合せ先

JIMGAウェブサイト(https://www.jimga.or.jp/)
にアクセスし、画面右上にある「会員ログイン」を
クリックします。

１

画面右側にある「新規ユーザー登録」をクリック
します。

自分のユーザー名(メールアドレスの@より前の
部分)を入力し、「送信」をクリックします。

2

7

利用規約を読み、「上記に同意する」にチェック
をつけて、「ユーザー仮登録へ進む」をクリック
します。

JIMGAからメールが届きますので、メールに記
載されているURLをクリックします。
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8

会社名欄に所属する企業名を入力して、「検索」
をクリックします。4

9

検索結果から、企業および事業所を選択し、
「選択」をクリックします。

内容確認画面に表示されている項目でよけれ
ば、「登録する」をクリックすると本登録が完了し
ます。以降はメールアドレスと設定したパスワー
ドで会員ログインすることができます。
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10

ユーザー本登録手続画面でパスワード、姓名、
姓名フリガナ等を入力し、「内容を確認」をクリッ
クします。

選択した企業の専用ドメインが表示されますの
で、自分のメールアドレスと同じドメインを選ん
で「選択」をクリックします。



JIMGA REPORT 発刊にあたって

一般社団法人日本産業・医療ガス協会
会 長  今井 康夫
副会長  多田 進一 （広報委員長）

日頃より、JIMGA の活動に多大なご支援とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

今年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各社で時差出勤やテレワークが
推進され、会議はウェブ会議となる等、これまでとは違うニューノーマルと言われる新しい常
態や常識へと移行し、もはや後戻りができない世界となりつつあります。

JIMGA も 2019 年度より、産業ガス部門と医療ガス部門の垣根をなくした一体運営、本部と
地域本部の一体運営を提唱し、いわば、ニューノーマルと言えるほどの大きな組織内改革に
取り組んでまいりました。

その一環として、これまで産業ガス部門で春と秋に発行していた産業ガスレポートは、産業
ガス部門だけでなく医療ガス部門も合わせた JIMGA 全体の年鑑「JIMGA REPORT」として生
まれ変わることとなりました。JIMGA REPORT では、JIMGA の各組織で推進している活動
概要を紹介する読みやすい記事を中心とし、より詳細な活動報告や統計データは、新しい
ウェブサイトに逐次掲載していくことといたします。

我々が取扱っている高圧ガスは、水や電気と同様、経済的・社会的に不可欠なインフラといっ
ても過言ではありません。産業ガスは日本のサプライチェーンを支える重要な製品であり、
医療ガスは患者さんの命を救うためのライフラインそのものです。我々の業界は、これらの
供給を絶対に止めないという非常に重要な使命を担っています。

「モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。」 

このキャッチコピーとともに、当業界の社会的認知度、社会的評価の向上を目指して邁進し
てまいりますので、引き続きJIMGAの活動にご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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一般社団法人 日本産業・医療ガス協会

2020 年度 運営方針
～モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。～

１ 災害対策の推進

２ 保安強化で安全・安心・安定の追及

３ 環境・エネルギー問題への継続的取組

４ 法規制への対応推進

５ 広報活動範囲拡大で社会的認知度向上
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役員一覧（敬称略・順不同）

理 事

今井 康夫
いまい やすお 

エア・ウォーター株式会社
取締役副会長

代表理事（会長）

医 療 産 業

堀口 誠
ほりぐち まこと 

岩谷産業株式会社
取締役副社長執行役員

理事（副会長）

産 業

澁谷 信雄
しぶや のぶお 

高圧ガス工業株式会社
代表取締役社長

理事（副会長）

産 業

小池 英夫
こいけ ひでお 

小池酸素工業株式会社
代表取締役社長

理事（副会長）

産 業

玄間 隆之
げんま たかゆき 

東京ガスケミカル株式会社
代表取締役社長

理事（副会長）

産 業

永田 研二
ながた けんじ 

大陽日酸株式会社
取締役専務執行役員

理事（副会長）

医 療 産 業

牧原 康二
まきはら こうじ 

日本エア・リキード合同会社
COO

理事（副会長）

医 療 産 業

鈴木 慶彦
すずき よしひこ 

株式会社鈴木商館
代表取締役社長

理事（副会長）

医 療

園田 浩樹
そのだ ひろき 

帝人ファーマ株式会社
取締役

理事（副会長）

医 療
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2020 年 7 月 1 日現在

監 事

多田 進一
ただ しんいち 

大阪ガスリキッド株式会社
代表取締役社長

理事（副会長）

産 業

加藤 尚嗣
かとう なおつぐ 

一般社団法人日本産業・医療ガス協会
専務理事

専務理事

産 業

平倉 一夫
ひらくら かずお 

昭和電工株式会社
執行役員

代表監事

医 療 産 業

波多野 和彦
はたの かずひこ 

エア・ウォーター炭酸株式会社
代表取締役社長

理事（副会長）

産 業

瀬戸 昭則
せと あきのり 

一般社団法人日本産業・医療ガス協会
常務理事

常務理事

医 療

鈴木 基雄
すずき もとお 

株式会社千代田
取締役副社長

監事

医 療

岩澤 昌之
いわさわ まさゆき 

株式会社イワサワ
代表取締役社長

理事（副会長）

医 療

大井 常義
おおい つねよし 

株式会社大和サンソ
代表取締役社長

理事（副会長）

医 療

山本 泰夫
やまもと やすお 

東邦アセチレン株式会社
取締役会長

監事

産 業

南部 淳
なんぶ あつし 

株式会社ナンブ
代表取締役社長

理事（副会長）

医 療

與儀 盛輝
よぎ せいき 

株式会社オカノ
代表取締役社長

理事（副会長）

医 療
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医 療 産 業 北川 裕二 北海道エア・ウォーター株式会社

医 療 産 業 日向野 正行 大陽日酸株式会社

医 療 伊藤 聡 東邦アセチレン株式会社

医 療 本間 隆生 山形酸素株式会社

医 療 渡辺 明宏 株式会社郡山酸素商会

医 療 市村 博 市村酸素株式会社

医 療 金井 信子 株式会社小池メディカル

医 療 真田 一実 バイタルエア・ジャパン株式会社

医 療 清水 健司 静岡酸素株式会社

医 療 産 業 飯田 哲郎 名古屋酸素株式会社

医 療 大島 康之 株式会社大島商会

医 療 川瀬 治彦 中京医療株式会社

医 療 産 業 中村 顕 宇野酸素株式会社

医 療 井戸 康晴 ティアイメディカル株式会社

医 療 岡野 洋太郎 株式会社神戸サンソ

医 療 馬場 俊和 株式会社馬場酸素

医 療 有田 英生 株式会社水島酸素商会

医 療 産 業 武 浩一 大陽日酸株式会社

医 療 中村 明 株式会社中村酸素

医 療 谷口 宏治 中・四国エア・ウォーター株式会社

医 療 太田 賀久 高松帝酸株式会社

医 療 八木 智雄 四国大陽日酸株式会社

医 療 福田 寛一 福岡酸素株式会社

医 療 山本 和久 江藤酸素株式会社

医 療 白瀬 嗣久 熊本医療ガス株式会社

医 療 光村 公介 エア・ウォーター株式会社

医 療 田中 常雄 大陽日酸株式会社

医 療 坂井 万城 日本エア・リキード合同会社

田口 博 元・大陽日酸株式会社

豊田 昌洋 エア・ウォーター株式会社

間 邦司 大陽日酸株式会社

医 療 堀口 誠 岩谷産業株式会社

医 療 合田 教次 住友精化株式会社

医 療 川本 武彦 株式会社サイサン

医 療 堀口 吉彦 カンサン株式会社

医 療 野﨑 景仁 株式会社セントラルユニ

医 療 酒井 勇次 エア・ウォーター防災株式会社

医 療 吉川 勝英 帝人ファーマ株式会社

医 療 松岡 喜義 日本メガケア株式会社

医 療 産 業 遠藤 祐喜 日本液炭株式会社

産 業 財満 正憲 大陽日酸ガス＆ウェルディング株式会社

産 業 田畑 実 イビデンケミカル株式会社

産 業 高木 正治 大陽日酸株式会社

産 業 臼井 賢司 昭和電工株式会社

産 業 田村 篤史 東亞合成株式会社

産 業 津吉 学 岩谷産業株式会社

産 業 塩見 由男 エア・ウォーター株式会社

産 業 山田 靖明 昭和電工ガスプロダクツ株式会社

産 業 飯塚 義浩 東邦アセチレン株式会社

産 業 横谷 和貴 岩谷産業株式会社

産 業 今井 智仁 東海溶材株式会社

産 業 西村 浩和 中部エア・ウォーター株式会社

産 業 姫尾 和彦 日本エア・リキード合同会社

産 業 林 稔 浪速酸素株式会社

産 業 岩上 知司 岩谷産業株式会社

産 業 野村 茂 土佐酸素株式会社

産 業 大橋 正明 四国アセチレン工業株式会社

産 業 相田 智之 大陽日酸株式会社

産 業 道志 年章 九州エア・ウォーター株式会社

評議員・顧問一覧（敬称略・順不同） 2020 年 7 月 1 日現在

評議員

顧 問
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JIMGA 組織図
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北海道地域本部

総         会

理  事  会

医療ガス部門総会 産業ガス部門総会

医療ガス部門理事会 産業ガス部門理事会

医療ガス部門評議員会 産業ガス部門評議員会

技術審議委員会 技術審議委員会

倫理委員会 倫理委員会

事業活動規程管理委員会

国際部会

広報委員会

監事

IHC 対応WG
規制改革WG

広報タスクフォース

災害対策部会

総務委員会 総務部会

技術委員会 企画部会

事業委員会

MGR委員会

放置容器撲滅WG
物流WG

容器RF タグ運営委員会
容器RF タグ技術WG
容器RF タグ普及推進WG

技術・保安部会
容器技術WG
超低温貯槽WG
充塡技術WG
保安対策WG
教育・研修WG
安全統計WG
ヘリウム技術WG
炭酸ガス技術WG
溶解アセチレン技術WG
水素技術WG
特殊ガス技術WG

環境・安全部会
環境保全WG

化学品安全WG

医療ガス製造部会
酸素製造分科会
亜酸化窒素分科会
滅菌ガス分科会

医療ガス充塡部会
酸素充塡分科会

医療ガス設備部会
医療ガス配管分科会
酸素容器・バルブ分科会

在宅酸素部会
酸素濃縮器分科会
液化酸素容器分科会
在宅サービス分科会

GDPガイドライン策定WG

滅菌ガス技術WG

ヒヤリハット事例集改訂WG
医療ガス安全推進WG

公競規WG

地域本部
東北地域本部 関東地域本部

東海地域本部 北陸地域本部 近畿地域本部
中国地域本部 四国地域本部 九州地域本部

在宅液酸装置の製造届出要件緩和WG

非常時ローリー基準見直し等災害対策関連WG

※

省エネフォローアップ小委員会

酸素供給容器定期点検期間緩和WG

96講習会対応WG

医療ガス容器の安全マニュアル作成WG

医療ガス容器の新「封」検討WG

は常置でないWG(2020/7/1現在)



事務局一覧

医療ガス部門

城 久尚 常務執行役員 医療ガス製造部会、医療ガス充塡部会

田邉 浩義 常務執行役員 技術委員会、医療ガス設備部会、在宅酸素部会、技術審議委員会

白坏 隆文 常務執行役員 総務委員会、事業委員会

徳永 裕通 業務部長 MGR 委員会

産業ガス部門

岩戸 康人 常務執行役員 広報委員会、総務部会、企画部会（物流 WG）、技術保安部会（教育・研修 WG）

岡田 恵二 常務執行役員 技術審議委員会、技術・保安部会（保安対策 WG、ヘリウム技術 WG）

前田 和也 常務執行役員
災害対策部会、技術・保安部会（充塡技術 WG、安全統計 WG、炭酸ガス技術
WG、溶解アセチレン技術 WG）、環境・安全部会（環境保全 WG、化学品安全
WG）

羽坂 智 常務執行役員 国際部会（IHC 対応 WG、規制改革 WG）、技術・保安部会（容器技術 WG、超低
温貯槽 WG）

山本 卓也 業務部長 企画部会（放置容器撲滅 WG）、容器 RF タグ運営委員会、技術保安部会（水素技
術 WG、特殊ガス技術 WG）

地域本部

庄子 徳一 北海道地域本部 事務局長

嶋崎 邦夫 東北地域本部 事務局長

蛭川 剛二 関東地域本部 事務局長

瀧本 徳吉 東海地域本部 事務局長

中村 孝 北陸地域本部 事務局長

徳冨 栄一郎 近畿地域本部 事務局長

髙橋 良知 中国地域本部 事務局長

陶山 和紀 四国地域本部 事務局長

髙石 亮太郎 九州地域本部 事務局長

本部

加藤 尚嗣 専務理事

瀬戸 昭則 常務理事

原 浩一 常務執行役員 兼 総務部長

市川 裕一 経理部長
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2020 年度 定時総会

1. 定数の報告と開会宣言
本総会は定款第 21 条に基づき開催され、定款第 23 条に「総会は、定款に特別な定めのある場合のほかは、総

会員の議決権の過半数以上を有する会員の出席により成立する。ただし、この場合、会員又は指定代表者の委任状
を有する代理人の出席を認める。」とされているところ、過半数の議決権を有する会員が出席しており成立してい
ることが宣言された。

2. 会長挨拶（要旨）
会長 今井 康夫

緊急事態宣言が解除後の、大変お忙しい中をご参集いただきまして、誠に
ありがとうございます。

今年度、JIMGA が取り組んでおります 5 つの課題について申し上げます。

課題の第一は、災害対策の推進です。昨年の台風や豪雨で高圧ガス容器が
大量に流出する事故が発生しました。現在、会員各社の災害対策状況の確認
および、5 月に改訂した「高圧ガス充塡工場及び貯蔵所の自然災害対策指針」
の周知徹底を図っています。また新たに災害対策部会を発足し、部会長は今
井、副部会長は永田副会長という体制としました。

第二は、保安の強化による安全・安心・安定の追及です。昨年度は、会員
会社において、期限を超過した容器への充塡という不適切な事案がありまし
た。会員個社の意識を高めていただくことが重要ですが、JIMGA としても一層保安教育の充実を図ってまいります。

放置容器撲滅活動については、今年度は放置容器の発生原因とその対策について、経済産業省、高圧ガス保安
協会とも議論をしてまいりたいと思います。

この 4 月より、非会員への MGR 制度の運用を開始いたしました。これにより、さらに多くの地方公共団体に
て MGR 認定者を、「卸売販売業の営業所管理者資格要件に該当する」と認めていただけるよう取り組んでまいり
ます。

第三は、環境・エネルギー問題への継続的取組です。経済産業省が発表した 2020 年度の再エネ賦課金は、昨年
度より kWh 当たり 0.03 円増加の 2.98 円となりました。上昇幅は小さくなりましたが、依然上昇は続いておりま
す。我々が適正価格で事業ができるよう、電力多消費 11 団体と協力しつつ、その動向を注視してまいります。

第四は、法規制への対応推進です。規制緩和について、これまで以上に注力をしていきたいと思います。保安
上は問題なく、人手不足問題を解消することができるような規制緩和案件等を、当局と議論していきたいと考えて
おります。

日　時：2020 年 6 月 10 日（水）

場　所：経団連会館　2 階　国際会議場
　　　　議決権総数　　1,010 個（医療ガス部門 713 個、産業ガス部門 297 個）
　　　　出席議決権数　  810 個（医療ガス部門 566 個、産業ガス部門 244 個）
　　　　（委任状による出席　590、議決権行使書による出席 198 を含む）

議　長：今井 康夫 会長

9



第五は、広報活動範囲拡大で社会的認知度向上です。日本文化教育推進機構が展開する教育事業の「おしごと
年鑑」に産業・医療ガス業界の記事を掲載し、全国の小中学校に配布を予定しています。またこの夏にウェブサイ
トをリニューアルします。

我々の事業の新しいキャッチコピーは「モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。」です。産業ガスは、日
本のサプライチェーンを構成する重要な製品であり、医療ガスは、ライフラインそのものです。このような我々の
事業が、社会的により一層高く評価され、ひいては、これが製品や事業に対する経済的な評価にも反映されるよう、
頑張ってまいります。引続きご協力をお願いいたします。

3. 議長選出
定款第 24 条に基づき今井康夫会長が議長に就任した。

4. 議事録記名人選出
定款第 25 条に基づき永田研二理事および鈴木慶彦理事が議事録記名人に選出された。

5. 議題
第 1 号議案　2019 年度事業報告および収支決算案の承認を求める件
第 2 号議案　2020 年度事業計画および収支予算案の承認を求める件
第 3 号議案　評議員および理事、監事選任の件
以上の議案について、議長が議場に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認され、すべての議案が可決さ

れた。

6. 報告事項
（1）2020 年 JIMGA 表彰
（2）会員の動静
（3）今後の主要行事日程
以上をもって、すべての議案審議並びに報告事項が終了したので、本総会は 16 時 30 分に閉会した。
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2020 年度 定時総会

JIMGA 表彰

賞区分 表彰受賞者（敬称略）

保安教育
功労賞

神田 保男（近畿酸素株式会社）

保安教育
功労賞

髙田 久（藤井商事株式会社）

地域活動
功労賞

古野 照夫（大協物産株式会社）

災　害
功労賞

JIMGA 九州地域本部医療ガス部門
佐賀県支部医療ガス部門
代表：大坂 耕示 （佐賀県支部長）
福岡酸素株式会社　伊万里支社

1. 有限会社内田熔材店　　　　　　　2. 江藤酸素株式会社　佐賀医療営業所
3. 株式会社オクムラ商会　　　　　　4. 林酸素株式会社
5. 株式会社平野酸素商会　　　　　　6. 福岡酸素株式会社　三田川営業所
7. 佐賀総合ガスセンター株式会社　　8. 株式会社武田商事　鹿島営業所
9. 株式会社渡辺商会

安全賞
株式会社サイサン 医療ガス部 西東京営業所
代表：大塚 武史

安全賞
江藤酸素株式会社
代表：江藤 佳史

賞区分 表彰受賞者（敬称略）

容器保安
功労賞

小林 博（山陰酸素工業株式会社）

保安教育
功労賞

藤井 保秀（高松帝酸株式会社）

地域活動
功労賞

松下 勝美（関東アセチレン工業株式会社）

地域活動
功労賞

熊谷 孝嘉（岩手工業株式会社）

安全賞
岩谷瓦斯株式会社 小松工場　
代表：亀尾 敏孝

■ 産業ガス部門

■ 医療ガス部門
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財務諸表

総括　比較貸借対照表　（２０２０年 ３月３１日現在）

（単位：千円）

科　　目
資　　 　産

2020 年 3 月期末 2019 年 3 月期末 増　減
（資産の部）

 流動資産  243,671  229,683  13,988 

現金・預金  230,079  220,397 9,682 
売掛金  2,921  4,035 △ 1,114 
未収入金  591  989 △ 398 
貯蔵品  8,533  2,698 5,835 
前払金  1,547  1,564 △ 17 
仮払金 ー ー  0 
立替金  ー 

 固定資産　  25,213  30,414 △ 5,201 
　有形固定資産  6,200  11,867 △ 5,667 

建物（付属設備）  5,272  6,011 △ 739 
器具・備品  928  5,855 △ 4,927 

　無形固定資産  368  903 △ 536 
ソフトウェア  368  903 △ 536 

　投資その他の資産  18,646  17,644 1,001 
敷金  18,646  17,644 1,001 

資　産　合　計  268,884  260,097 8,787 

科　　目
負債及び正味財産

2020 年 3 月期末 2019 年 3 月期末 増　減
（負債の部）

 流動負債  21,191  14,953 6,238 
　未払金  11,821  9,911 1,909 
　未払法人税等  4,923  4,850 73 
　未払消費税等 3,073  -1,199 4,272 
　預り金  938  1,249 △ 311 
　仮受金  437  141 296 
　本支店勘定 ー ー  0 
 固定負債  18,175  19,400 △ 1,225 
　退職給付引当金  18,175  19,400 △ 1,225 
負債合計  39,366  34,353 5,013 

（正味財産の部）
　指定正味財産  81,000  81,000 0 
　　基金  81,000  81,000 0 
　一般正味財産  148,518  144,744 3,774 
 正味財産合計  229,518  225,744 3,774 

負債・正味財産合計  268,884  260,097 8,787 

注）上記数値はすべて四捨五入して表示しております。
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２０１９年度  総括　収支計算書（部門別収支予算・実績対比）
２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで

（単位：千円） （ 総　　合 ）

勘定科目 2019 年度予算 2019 年度実績 差異
医療ガス 産業ガス 計 （A） 医療ガス 産業ガス 計 （B） （B）-（A）

［売上高］
会員会費収入 58,007 251,550 309,557 57,609 251,368 308,976 △ 581
講習会収入 60,477 2,222 62,699 58,022 1,769 59,791 △ 2,907
書籍等販売収入 31,100 4,000 35,100 29,855 4,655 34,510 △ 590
封キャップ /RF・EDI 収入 7,200 2,950 10,150 4,817 3,373 8,190 △ 1,960
広告料収入 1,120 1,120 1,329 1,329 209
その他収入（業務受託） 1,800 4,669 6,469 2,851 3,647 6,497 28

売上高合計 159,704 265,391 425,095 154,482 264,812 419,294 △ 5,801
［売上原価］

講習会諸経費 44,012 2,854 46,866 40,675 2,951 43,626 △ 3,239
書籍等製作費 13,200 2,400 15,600 12,883 1,697 14,581 △ 1,019
封キャップ /RF タグ諸経費 5,400 1,853 7,253 3,546 2,259 5,804 △ 1,448
MGR: 封 /RF タグ減価償却費 5,055 530 5,585 4,590 530 5,120 △ 465
その他支出（業務受託） 4,309 4,309 11 3,666 3,677 △ 632

売上原価合計 67,667 11,946 79,612 61,705 11,104 72,809 △ 6,804
売上総損益 92,037 253,445 345,482 92,777 253,708 346,485 1,003

［販売費］
総会・賀詞交歓会費 9,660 14,741 24,401 9,316 13,971 23,286 △ 1,115
会議・活動費 5,870 10,580 16,450 5,143 9,431 14,574 △ 1,876
国際関係事業費 12,458 12,458 10,642 10,642 △ 1,816
保安対策費 1,520 1,817 3,337 1,477 3,227 4,704 1,367
講習会経費（収益事業外） 350 350 274 198 472 122
システム費用 800 2,200 3,000 1,456 4,515 5,971 2,971

販売費小計 17,850 42,146 59,996 17,666 41,983 59,649 △ 347
給料諸手当等 43,591 123,306 166,897 43,843 120,909 164,753 △ 2,144
事務委託費 7,726 2,077 9,803 9,320 3,850 13,170 3,367
事務所賃借料 6,257 27,837 34,094 6,102 27,988 34,090 △ 5
リース料 1,000 6,583 7,583 705 5,751 6,457 △ 1,126
諸会費 170 6,771 6,941 168 5,741 5,909 △ 1,032
租税公課 3,344 9,112 12,456 4,236 9,502 13,738 1,282
減価償却費 422 909 1,331 422 660 1,082 △ 249
支払手数料 318 676 993 263 758 1,021 28
印刷費 1,825 3,540 5,365 2,395 4,049 6,444 1,079
通信 ･ 運搬費 3,375 3,380 6,755 3,009 3,099 6,108 △ 647
旅費交通費 3,980 9,058 13,038 3,220 8,405 11,624 △ 1,414
水道光熱費 460 1,935 2,395 450 1,938 2,388 △ 7
広報費 6,318 1,768 8,086 6,253 2,717 8,970 884
交際費 340 1,260 1,600 116 363 479 △ 1,121
消耗 ･ 備品費 395 2,294 2,689 325 1,823 2,148 △ 541
図書 ･ 教育費 275 1,302 1,577 183 1,137 1,321 △ 256
表彰費用 600 850 1,450 369 237 605 △ 845
雑費 439 1,660 2,099 374 1,656 2,029 △ 70

管理費小計 80,834 204,318 285,152 81,751 200,585 282,337 △ 2,816
販売・管理費計 98,684 246,464 345,148 99,417 242,568 341,986 △ 3,163
営業損益収支 △ 6,648 6,982 334 △ 6,640 11,140 4,499 4,165

［営業外収益］
受取利息 6 1 7 6 1 7 △ 0
雑収入 100 196 296 52 408 461 165

［営業外費用］
支払利息
雑損失 618 618 618

営業外収支 106 197 303 △ 560 410 △ 151 △ 454
経常損益収支 △ 6,541 7,179 637 △ 7,201 11,549 4,349 3,711
法人税・事業税等 151 352 503 173 402 575 73
当期純損益 △ 6,692 6,827 135 △ 7,373 11,147 3,774 3,639
注）上記数値はすべて四捨五入して表示しております。
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行事予定

■ 2020 年度 第 2 回 部門理事会・評議員会合同会議
　  開催予定日：2020 年 11 月 26 日（木）14:00 ～ 
      会　　　場：メルパルク大阪

■ 2021 年 賀詞交歓会
　  開催予定日：2021 年 1 月 13 日（水）16:30 ～
      会　　　場：経団連会館

■ 2021 年度 第 1 回 部門理事会・評議員会合同会議
　  開催予定日：2021 年 5 月 26 日（水） 14:00 ～
      会　　　場：経団連会館

■ 2021 年度 定時総会
　  開催予定日：2021 年 6 月 9 日（水） 15:30 ～ 
      会　　　場：経団連会館
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部会紹介

医療 産業 災害対策部会
役 割

自然災害による高圧ガス容器の流出防止対策や二次災害の対策に加え、高圧ガス取扱事業者が災害時で
も社会的インフラとしての産業ガス・医療ガスの供給責任を果たせるよう環境整備することを目的として、
2020 年 5 月 26 日の理事会にて常置部会としての 『災害対策部会』 が正式に発足した。（部会発足に先立っ
て、3 月 24 日に 『災害対策 WG』 として活動を開始）

メンバー

部会長 今井 康夫 エア・ウォーター（株）
副部会長 永田 研二 大陽日酸（株）
 桑原 一 大陽日酸（株）
 波多野 忠 岩谷瓦斯（株）
 中田 尚宏 エア・ウォーター（株）
 古賀 孝之 高圧ガス工業（株）
 井上 二朗 東京ガスケミカル（株）

 萩原 憲 エア・ウォーター（株）
 長谷川 正泰 小池酸素工業（株）
 舩橋 一郎 日本エア ･ リキード（同）
 古海 敏恵 大陽日酸（株）
事務局 前田 和也 JIMGA
 田邉 浩義 JIMGA

■ 主な活動テーマ
JIMGA と会員各社の役割分担の明確化

①基本方針策定：JIMGA と各グループ会社、および中小個別会員会社との役割分担
②既存の運用基準、マニュアル、指針等の整理／整備と運用実態の整理
③行政への問題提起／協議

容器流出防止対策のフォロー
①会員からの災害対策報告書のとりまとめと分析
②浸水リスクのある事業所における対策フォロー
③『高圧ガス充塡工場及び貯蔵所の自然災害対策指針』の発行と周知徹底
④会員報告情報の精度向上とハザードマップへの反映

自然災害発生時における BCP
①人命を優先した医療ガス供給継続
②保安用産業ガス等の供給継続
③ローリー・トラック輸送における二次災害防止対策と危険物積載車両の海上輸送／トンネル等通行制限
④非常用発電機および高圧ガス輸送用燃料の確保
⑤東京が地震等で被災した場合の拠点、その他ルール策定

健康被害等の従業員保護における BCP
① 感染性被害流行時の BCP：従業員の安全確保、通勤のあり方、リスク判断、事業継続の課題、（参考：新型イ

ンフルエンザ対策）
②鳥インフル：CO2 容器の洗浄等の維持管理基準、行政への容器確保要請

その他
①高圧ガス容器によるテロ・事件の防止　　　② 放置容器撲滅

■ 2020年度活動スケジュール
5 月 26 日 第 1 回部会会議 テーマ確認、容器流出防止対策のフォロー他
8 月 24 日 第 2 回部会会議 容器流出防止対策のフォロー、テーマ毎の課題／論点確認
11 月下旬  第 3 回部会会議
2 月下旬  第 4 回部会会議
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部会紹介

医療 産業 広報委員会
役 割

広報委員会は、JIMGA の広報活動全般を司る専門組織であり、社会的インフラである産業・医療ガス事
業について、世の中に広く知らしめることをテーマとし、年 2 回の記者会見、各種媒体への寄稿、会報誌
の発行、ウェブサイトの運営といった活動を行っている。

メンバー

委員長 多田 進一 大阪ガスリキッド（株）
副委員長 梅原 崇禎 大陽日酸（株）
副委員長 井上 喜久栄 エア・ウォーター（株）
副委員長 武藤 華子 日本エア・リキード（同）
 長谷川 宏明 岩谷産業（株）
 鈴木 欣秀 （株）トリケミカル研究所
 阿久根 謙司 東京ガスケミカル（株）
 大北 隆行 高圧ガス工業（株）
 西口 大 小池酸素工業（株）
 道脇 悟 日本液炭（株）
 石岡 信也 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 梅永 洋 （株）鈴木商館
 吉川 勝英 帝人ファーマ（株）

< 広報タスクフォース >
 鎌田 暁子 大陽日酸（株）
 野田 優子 エア・ウォーター（株）
 永田 敦子 日本エア・リキード（同）
 河村 恵美可 岩谷産業（株）
 事務局 岩戸 康人 JIMGA
 白坏 隆文 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2018 年度以降に検討を進め、成果物となったテーマを紹介する。
○ JIMGA パンフレット制作

2019 年 11 月に、「モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。」
をキャッチコピーとした JIMGA および産業・医療ガス業界を紹
介する協会パンフレットを制作した。

○ウェブサイトリニューアル
2020 年 8 月にリリース。トップページをシンプルに、必要な情
報に到達しやすい構造とした。また、緊急時に開設する掲示版機
能を設け、災害時にスマホで現地状況をアップ、会員間での情報
共有と支援活動に使用できるものとした。

○「おしごと年鑑 2020」への寄稿
毎年全国の小中学校に寄贈されているキャリア教育図書「おしご
と年鑑」に協賛し、未来の社会人に産業・医療ガス業界について
知ってもらう機会を設けた。（2020 年 6 月発刊）

○ JIMGA REPORT の発行
従来の産業ガスレポートを廃刊とし、医療ガス部門と合わせた
JIMGA 年鑑として新規制作した。（本書）

■ 2020年度活動スケジュール
今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、定時総会記者会見が取りやめとなったことから、11 月の大阪での記者懇談

会に向けて、一般紙に対してどのように JIMGA をアピールしていくかを議論し、計画することとしている。
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部会紹介

医療 産業  国際部会
役 割

海外の産業ガス協会と良好な関係を構築し、海外の産業・医療ガスの安全や業務効率化等の技術情報を
共有することによって、基準作成の効率化と基準の充実を図る。特に、IOMA（酸素製造者協会）での世
界標準の活動に、JIMGA として寄与し、国際整合化された技術情報を JIMGA の会員へスピーディーに的
確に伝える役割がある。さらに、海外の産業・医療ガスビジネスにおいて効率的な手法に関する情報を把
握し、国内における法規制改革を推進する活動を実施している。

メンバー

部会長 堀口 誠 岩谷産業（株）
副部会長 松山 岳之 エア・ウォーター（株）
副部会長 田 亮 日本エア・リキード（同）

 野澤 史和 日本エア・リキード（同）
 久和野 敏明 大陽日酸（株）
事務局 羽坂 智 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、IOMA の事務局や GC（グローバルコミッティー）メンバーが代わったため、IOMA-GC Web 会議が、
2 度開催され会議の整備を行った。IOMA-GC バンコク会議では、JIMGA 会員が、国際整合化功労賞を受賞した。
GC 会議では、持続可能性、およびメンバーの新規認定の議論が行われた。また、AIIGMA（全インド産業ガス製
造者協会）から今井会長への表敬訪問があり、交流を深めた。

2020 年度は、4 月の IOMA-GC Web 会議で、JIMGA 会員であるエア・ウォーターの GC 参加について議論があり、
正式に GC メンバーとなった。CO2 削減の対応を IHC で行うため、GC メンバーからリソースを出すことが決定
した。10 月の IOMA-GC ワシントン DC 会議は、Web 会議となった。

■ 2019年度活動実績

4 月 25 日 第 1 回会議 2018 年度活動報告／ 2019 年度活動計画

5 月９日 IOMA-GC Web 会議 IHC 活動進捗、戦略会議方針

8 月 29 日 IOMA-GC Web 会議 戦略会議方針、IOMA 組織変更

10 月 16 ～ 17 日 CGA セミナー ASU・貯槽の事故例の講演

11 月 4 日 IOMA-GC バンコク会議 IHC 活動進捗、持続可能性戦略検討、GC メンバー会社認定

11 月 11 日 第 2 回会議 2019 年度上期活動報告

1 月 29 ～ 31 日 EIGA セミナー 容器・充填所の講演

■ 2020年度活動スケジュール

4 月 20 日 第 1 回会議 2019 年度活動報告／ 2020 年度活動計画

4 月 24 日 IOMA-GC Web 会議
IHC 活動進捗、プロジェクト承認プロセス、水素プロジェクト、
GC メンバー認定

10 月 12 日 IOMA-GC Web 会議 IHC 活動進捗、CO2 削減戦略討議

11 月 11 日 第 2 回会議 2020 年度上期活動報告
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部会紹介

医療 産業 国際部会 IHC 対応 WG
役 割

IOMA-GC の方針に従って IHC（国際整合化会議）活動を、AIGA（アジア）、CGA（アメリカ）、EIGA
（ヨーロッパ）の協会と協力し、実行する。安全の維持、業務の効率化に貢献する国際的に協調された基準
文書を作成する。さらに、国内法規を考慮した JIMGA 基準を作成し、国際的な技術情報を JIMGA 会員へ
的確に伝える役割を担っている。

メンバー

WG 長 久和野 敏明 大陽日酸（株）
 魚留 康弘 大阪ガスリキッド（株）
 町野 彰 東京ガスケミカル（株）

 馬場 博之 岩谷産業（株）
 竹田 勝 高圧ガス容器バルブ工業会
事務局 羽坂 智 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、JIMGA 基準 2 件（T-S／34／19 モノシランの安全な取扱い指針、T-S／80／19 酸素と不活性ガスの
安全な放出）を発行した。JIMGA が主導する整合化プロジェクト（ヒヤリハット―特殊ガス編）を 4 協会の文書発行
を経て、完了させた。IHC 参考文書は、8 件発行した。7 月に起きた中国 Yima の ASU 事故を教訓として、IHC 文
書を改訂するタスクチームに参加し、改訂作業に携わっており、2020 年度も活動中である。第 45 回 IHC モントリオー
ル会議（8月20 ～ 21 日）に出席し、第 46 回 IHC 横浜会議（2月25 ～ 27 日）は JIMGA が主催開催した。

2020 年度は、JIMGA 基準化委員会を 2 つ組織し、「IHC-Doc／49／19 酸素・酸素富化雰囲気における火災の
危険性」と「IHC-Doc／54／19 酸素用装置の洗浄指針」の基準作成を行っている。IHC プロジェクトとして 16
件が計画され、IHC 参考文書発行を行う。第 47 回 IHC ブリュッセル会議（8月24 ～ 25 日）は、Web 会議となった。

■ 2019年度活動実績

4 月 25 日 第 1 回 WG 会議 JIMGA 基準委員会報告、プロジェクト進捗、IOMA ウィーン会議報告、
IHC シンガポール会議報告

7 月 24 日 第 2 回 WG 会議 JIMGA 基準委員会報告、プロジェクト進捗

8 月 20 ～ 21 日 第 45 回 IHC 会議 カナダモントリオールで開催、プロジェクトの進捗報告、リエゾン報告
11 月 11 日 第 3 回 WG 会議 JIMGA 基準委員会報告、プロジェクト進捗、IHC モントリオール会議報告、

IOMA バンコク会議報告
2 月 4 日 第 4 回 WG 会議 JIMGA 基準委員会報告、プロジェクト進捗、

中国 Yima ASU 事故タスクフォース会議報告、2020 年度 JIMGA 基準化活動

3 月 17 ～ 25 日 第 46 回 IHC 会議 横浜で JIMGA が主催、プロジェクトの進捗報告、リエゾン報告

■ 2020年度活動スケジュール
4 月 20 日 第 1 回 WG 会議 JIMGA 基準委員会報告、プロジェクト進捗、

中国 Yima ASU 事故タスクフォース会議報告、IOMA バンコク会議報告 
7 月 27 日 第 2 回 WG 会議 JIMGA 基準委員会報告、プロジェクト進捗、

中国 Yima ASU 事故タスクフォース会議報告
8 月 24 ～ 25 日 第 47 回 IHC 会議 Web 形式で開催予定、プロジェクト進捗、

中国 Yima ASU 事故タスクフォース会議報告
11 月 11 日 第 3 回 WG 会議 JIMGA 基準委員会報告、プロジェクト進捗、

IHC Web 会議報告
2 月 第 4 回 WG 会議 JIMGA 基準委員会報告、プロジェクト進捗

2 月 第 48 回 IHC 会議（アジア）場所未定
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部会紹介部会紹介

医療 産業 国際部会 規制改革 WG
役 割

海外の産業・医療ガスビジネスにおいて効率的な手法に関する情報を把握し、国内における法規制改革
を推進する活動を実施している。また、JIMGA 会員から提案された法規制改革に関して、実行計画を立案
し、関係省庁との折衝をする役割を持つ。

メンバー

WG 長 野澤 史和 日本エア・リキード（同）
 畑山 和博 高圧ガス保安協会
 渡部 浩明 岩谷瓦斯（株）
 中野 真一 エア・ウォーター（株）
 柄澤 直樹 大陽日酸（株）
 長島 利幸 昭和電工ガスプロダクツ（株）
 三戸 勇一 （株）巴商会
 森 宏太郎 岩谷産業（株）
 日比 勝己 高千穂商事（株）

事務局 羽坂 智 JIMGA
 岡田 恵二 JIMGA
 前田 和也 JIMGA
 山本 卓也 JIMGA
 白坏 隆文 JIMGA
 田邉 浩義 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、規制改革要望の募集制度の 1 次運用（規制改革 WG メンバーから募集）を開始し、24 件の提案
があった。その内、「液化炭酸ガス製造の食品衛生管理者選任の緩和」等 6 件について、技術・保安部会の WG に
て議論を開始した。活動していた 2 件（超低温容器の膨張試験の廃止、塩素と特定の可燃性ガスの混載禁止の緩和）
の案件は中断とした。

2020 年度は、規制改革要望の募集制度の 1 次運用のまとめを行い、2 次運用（他の技術 WG から募集）へ移行
する。新規に活動を開始した案件の進捗確認を行い、有効な活動となるよう支援する。

■ 2019年度活動実績

4 月 25 日 第 1 回 WG 会議 規制改革案件進捗報告、高圧ガス小委員会（3 月 15 日）報告

7 月 24 日 第 2 回 WG 会議 規制改革案件進捗報告、ISO ／ TC220 パリ会議（6 月 4 ～ 5 日）報告

11 月 11 日 第 3 回 WG 会議 規制改革案件進捗報告、高圧ガス小委員会（10 月 31 日）報告

12 月 17 日 第 4 回 WG 会議 規制改革新規募集に関する討議

2 月 4 日 第 5 回 WG 会議 規制改革案件進捗報告、新規提案の説明と活動の議論

3 月 31 日 第 6 回 WG 会議 規制改革案件進捗報告、新規提案の説明と活動の議論

■ 2020年度活動スケジュール

4 月 20 日 第 1 回 WG 会議 規制改革案件進捗報告、新規提案の説明と活動の議論

7 月 27 日 第 2 回 WG 会議 規制改革案件進捗報告、新規提案の説明と活動の議論

11 月 11 日 第 3 回 WG 会議 規制改革案件進捗報告、新規提案の説明と活動の議論

2 月 第 4 回 WG 会議 規制改革案件進捗報告、新規提案の説明と活動の議論
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部会紹介部会紹介

医療 総務委員会 
役 割

総務委員会は、４つある医療ガス部門の常置委員会（総務委員会、技術委員会、事業委員会、MGR 委員
会）の１つである。常置委員会の役割は、会員の全業種、地域、協会の部会・分科会に関わる横断的事項
や対外的事項を扱い、部会扱い事項とするまでの初動期を担当し、その後部会に移行させる。

総務委員会の主な役割は、以下の通りである。
1. 関係法令に関する主務管庁及び関連業界との調整、並びに法規改廃等の諮問を行う。
2. その他の渉外事項を扱う。添付文書を含む図書発行及び企画・改訂・編集等の事項を扱う。
3. 刊行図書に関する調査並びに利権等に関する諸事業を扱う。定款改定に関する作業を行う。
4. 正副総務委員長は会長を補佐し、予実算に関わる事項及び事務局運営に関わる事項を扱う。
5. 各常置委員会、部会の案件の最終決議を行う。但し、技術審議委員会の審議を除く。

メンバー

担当副会長 鈴木 慶彦 鈴木商館（株）
委員長 光村 公介 エア ･ ウォーター（株）
副委員長 瓦井 浩之 光酸素（株）
 鈴木 基雄 （株）千代田
 真田 一実 日本エア・リキード（同）
 川瀬 大助 大陽日酸（株）
 松岡 喜義 日本メガケア（株）

 塚原 俊彦 （株）サイサン
 吉川 勝英 帝人ファーマ（株）
 田中 康宏 （株）イワサワ
事務局 白坏 隆文 JIMGA
 城 久尚 JIMGA
 田邉 浩義 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度の主な活動は、令和 2（2020）年診療報酬改定に係る要望を 2019 年 3 ～ 4 月に立案、5 月の総務委
員会で承認を得て同月内に厚生労働省医政局経済課に提出、6 月にヒヤリングを受けた。酸素告示価格に係る要望
立案のデータ収集のために、毎年 8 月に医療用酸素に関するアンケート調査を実施している。また、全国 47 都道
府県と締結している災害時の医療ガス供給協定を管理し、実施細則・マニュアルの整備を促進し、必要に応じて協
定内容の再検討を行う。

2020 年度は、例年 8 月に実施している医療用酸素に関するアンケート調査を回答率向上のため 3 月に行った。

■ 2020年度活動スケジュール
総務委員会は、委員会を年 10 回（1 月、8 月以外）開催している。7 月までの活動は以下の通りである。

4 月 9 日 第 181 回総務委員会（書面） 2019 年度活動報告、2020 年度活動計画の承認
2020 年度 JIMGA 医療ガス部門中期事業計画進捗の承認
MGR 制度の非会員開放に伴う関係規程等の一部改正の承認

5 月 7 日 第 182 回総務委員会（書面） 2020 年度第 1 回医療ガス部門理事会・評議員会の議題の承認
2020 年 JIMGA 表彰：医療ガス部門候補者の承認

6 月 11 日 第 183 回総務委員会 MGR 講習、在宅講習会のオンデマンド講習の承認

7 月 17 日 第 184 回総務委員会 2020 年度酸素アンケートの結果の承認

9 月以降の活動スケジュールについては、都度議題を決定し、原則として第 2 木曜日に開催
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部会紹介

医療 技術委員会 
役 割

技術委員会は、医療ガス部門の技術全般を担当する委員会である。本委員会の主な役割は、以下の通り
である。
1） 医療ガス・配管・施設等の取扱い上（製造、品質、販売、保安、保管、輸送、消費等）の専門的な安

全指導等の諸事項を扱う。
2）国内外の関係基準等に関する主管庁・関係業界との調整や建議および関連する渉外事項を扱う。
3）国内外情報の収集分析並びに講習会等による医療事故防止の普及・指導を行う。

メンバー

委員長 平尾 浩二郎 大陽日酸（株）
副委員長 舩橋 一郎 日本エア・リキード（同）
 岡本 剛 イワサワ（株）
 西本 敬輝    エア・ウォーター（株）
 水谷 紀明    エア・ウォーター防災（株）
 鈴木 義博    小池メディカル（株）
 福島 孝幸    （株）セントラルユニ

 西川 尚起  帝人在宅（株） 
 髙澤 正樹 （株）千代田
 高橋 誠  日本液炭（株）
 安部 直敏 日本メガケア（株）
事務局 田邊 浩義 JIMGA
         城 久尚 JIMGA 

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、1 事故情報収集の継続と集約、2 医療ガスの安全・品質管理、3 医療関係法規への対応、4 関連
学会への協力を主なテーマとして活動してきた。協会発行図書に関しては、「大震災の教訓と大震災への防災対策」
第 6 版を 6 月に発行した。また、長らく改訂されていない「医療ガス消費者のためのヒヤリハット事例集」を全
面改訂すべく、技術委員会が主管となり新たにワーキンググループを立ち上げ、同事例集の企画検討を開始した。
医療関連法規への対応に関しては、医薬品添付文書記載要領の改正に向け JIMGA 主管の添付文書改訂案を完成さ
せた。また、医療ガスの安全に関しても、医療ガス学会からの助言を頂きながら、予てより課題となっていた老健
施設等の医療ガスの安全管理についてアンケート調査を行った。

2020 年度は、昨年同様 4 つのテーマを掲げ活動するが、「医療ガス消費者のためのヒヤリハット事例集」につ
いては、病院編が 8 月発行予定であり、同時に検討してきた在宅編についても今年度中の発行を目指す。また、
PMDA に要望を提出し、審査中の日本薬局方酸素の定量法改訂についても、PMDA での審査が順調に進み、これ
から厚生労働省での審査となるが、来年 4 月の日本薬局方 18 改正に向け、スムーズに磁気式分析計へ移行するた
めに、同分析計の保有実態等のアンケート調査の実施や分析計メーカーとの情報共有等を進める。昨年度実施した
老健施設等のアンケート調査については、（公財）医療機器センターにも協力頂きながら厚生労働省老健局に実態
を報告するとともに、当該施設の医療ガス安全に関し、96 通知への対象とすべく相談する予定。さらに、医療用
窒素ガスが医療現場にて吸入用途で使用されている実態を踏まえ、ガス種取違い防止を目的として、窒素ガスボン
ベに対するガス別特定化等も検討を開始する。

■ 2020年度活動スケジュール

6 月 3 日 第 190 回技術委員会 12 月 2 日 第 195 回技術委員会

7 月 1 日 第 191 回技術委員会 1 月 6 日 第 196 回技術委員会

9 月 2 日 第 192 回技術委員会 2 月 2 日 第 197 回技術委員会

10 月 6 日 第 193 回技術委員会 3 月 1 日 第 198 回技術委員会

11 月 4 日 第 194 回技術委員会
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部会紹介

医療 事業委員会 
役 割

事業委員会の主な役割は、以下の通りである。
1. 主事業の企画立案並びに実施計画の策定を行う。
2. 既存事業（96 講習会、在宅講習会等）を継承し、関連団体との調整を行う。
3. テキスト、添付文書、警告ラベル等において他委員会との連携を取り、出版や頒布を扱う。
4. MGR の公的地位向上を目指して MGR 委員会メンバーとともに各都道府県の卸売販売業営業所管理者

要件に MGR を認定してもらう活動を行う。

メンバー

担当副会長 園田 浩樹 帝人ファーマ（株）
委員長 坂井 万城 日本エア・リキード（同）
 西本 敬輝 エア ･ ウォーター（株）
 大岡 光寿 岩谷産業（株） 
 堀口 吉彦 カンサン（株）
 岩澤 昌之 （株）イワサワ
 笠井 健 北良（株）

 川瀬 大助 大陽日酸（株） 
 吉川 勝英 帝人ファーマ（株）
 白井 幸夫 （株）Kist 
事務局 白坏 隆文 JIMGA
 城 久尚 JIMGA
 徳永 裕通　 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、以下の活動を行った。
①  2019 年度在宅酸素療法（HOT）保守点検従事者講習会に向けた HOT 親委員会で開催要領を決定し、在宅

酸素部会､ HOT 研修実行委員会と協力し更新時講習会、保守点検従事者研修講習会を実施した。
②医療機器センター主催の 96 継続講習会、96 講習会に協力した。
③ MGR 導入時・更新時集合講習に協力した。
④ MGR 制度適用範囲の拡充（非会員対象）について 2020 年の実施に向け具体的な制度設計を行った。
⑤ 営業所管理者の要件として MGR 認定のため地域本部・MGR 委員会と連携して都府県薬務担当部署に働きか

けを行った。宮城県、愛知県、三重県、富山県を訪問。愛知県より 2020 年 4 月に認定、三重県より 9 月に
認定を受けた。これで 11 道府県の認定となった。

2020 年度の活動として、MGR 参加企業の負担が大きい MGR 企業内研修について JIMGA 主催の教育研修とし
て事業化する活動を MGR 委員会と連携し注力していく。

■ 2020年度活動スケジュール
事業委員会は、委員会を隔月に開催している。7 月までの活動は以下の通りである。

5 月 12 日 2020 年度第 1 回事業委員会（書面） 2019 年度活動報告・2020 年度活動計画の承認
容器管理に関するアンケート調査の承認

7 月 15 日 2020 年度第 2 回事業委員会 ヒヤリハット事例集改訂について（販売価格）の承認

9 月以降の活動スケジュールについては、都度議題を決定し、原則として第 2 火曜日に開催
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部会紹介

医療

役 割

MGR（Medical Gases Representative：医療ガス情報担当者）委員会は、定期的な MGR 研修テキスト
の改訂、導入時集合講習、更新時集合講習における講師担当等により MGR に対しその資質の向上と維持、
最新情報の提供等を担っている委員会である。

MGR の地位向上を図るため、事業委員会と共同で営業所管理者未承認都府県の訪問を実施。今年 4 月に
愛知県が、９月に三重県がそれぞれ承認県となり総数 11 道府県となった。今後も積極的に訪問し、承認県
の増加に寄与することとしている。

メンバー

担当副会長 永田 研二 大陽日酸（株）
委員長 大岡 光寿 岩谷産業（株）
副委員長 加藤 俊康  エア ･ ウォーター・メディカル（株）
 江場 大二 （株）エバ
 吉川 勝英 帝人ファーマ（株） 
 橋爪 一真 大陽日酸（株）

 杉田 裕之 エア ･ ウォーター（株）
 太田 惇一 日本エア・リキード（同）
アドバイザー 長島 浩 東京慈恵会医科大学講師
事務局 徳永 裕通 JIMGA
 白坏 隆文 JIMGA
 城 久尚 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、以下の活動を行った。
① MGR 研修テキストの新版発刊に伴い、両集合講習で使用する資料の内容および講義方針の全面見直しを実施
② 非会員企業の MGR 参入に対応し、MGR 教育研修要綱を全面的に見直し、名称も MGR 認定・教育制度要綱

と改め内容の改訂作業を実施
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、更新時集合講習の最後の 1 回を中止し、

自己学習およびレポート提出という形での代行措置を決定し実施
2020 年度は、例年の活動に加え、新規テーマとして、新型コロナウイルス感染症下に

おける講習会の実施方法を検討する。
感染拡大の防止と集合講習という相反する問題に対し、MGR 制度制定後初めてのオン

デマンド講習という新たな試みを導入、トラブルなく実施できるよう更なる問題検討に
取り組むとともに対面教育の非常時対応を明確に示す。

■ 2020年度活動スケジュール

4 月 14 日 第 103 回 MGR 委員会（メール会議） 19 年度活動報告・20 年度活動計画の承認、導入講習日程調整
5 月 13 日 第 104 回 MGR 委員会（メール会議） 非会員企業参加申請審議、導入講習日程変更・講義資料の検討
6 月 12 日 第 105 回 MGR 委員会（臨時会議） オンデマンド導入講習の承認、非常時等対面講習の取扱検討
7 月 14 日 第 106 回 MGR 委員会 講義資料の検討、非常時等対面講習の取扱検討
8 月 7 日 第 107 回 MGR 委員会 講義資料の決定
8 月 25 日～ 26 日 オンデマンド導入教育講義収録
10 月 第 108 回 MGR 委員会 更新時講習実施検討
11 月 第 109 回 MGR 委員会 更新時講習資料作成検討
12 月 第 110 回 MGR 委員会 更新時講習資料作成検討
1 月 第 111 回 MGR 委員会 更新時講習開催打合せ
1 月 27 日～ 2 月 25 日 更新時講習講義（10 会場）
3 月 第 112 回 MGR 委員会 更新時講習終了報告会

MGR 委員会 
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部会紹介

医療

役 割

医療ガス製造部会は、酸素製造分科会・亜酸化窒素分科会・滅菌ガス分科会の 3 分科会で構成されてお

りそれぞれの製造販売に係る事業者により運営されている。臨床現場での使用方法や留意点がそれぞれの
ガスで異なるため医療従事者に安全にご使用いただくための基準や指針の制定・啓発活動を行っている。

特に滅菌ガス（酸化エチレン）は、濃度により毒性ガスの規制を受けることに加え、特定化学物質の指
定を受けていることからその取扱いに注意を要するため、「酸化エチレン滅菌ガスハンドブック」を作成す
ることで、医療従事者・事業者を問わず安全な取扱いを求めている。

メンバー

部会長 西本 敬輝 エア・ウォーター（株）
◇酸素製造分科会
分科会長 長谷川 弘毅 カンサン（株）
 北村 一巳 東京ガスケミカル（株）
 長谷川 正泰 小池酸素工業（株） 
 吉田 和規 東邦アセチレン（株）
 柿崎 幸一 昭和電工ガスプロダクツ（株）
 岡村 和也 日本エア ･ リキード（同）
        小川 光博 大陽日酸（株）
        小川 敬 岩谷産業（株）
◇亜酸化窒素分科会
分科会長 合田 教次 住友精化（株）
 市村 大樹 日産化学（株）
 鈴木 義博 （株）小池メディカル 
 岡村 和也 日本エア ･ リキード（同）

◇滅菌ガス分科会
分科会長 中 武司 日本液炭（株）
 春原 英一 （株）ステリテック
 西本 敬輝 エア ･ ウォーター（株） 
 川原 淳一 （株）巴商会
 角田 哲哉 （株）小池メディカル
 大城 政則 福岡酸素（株）
       後関 議彰 昭和電工ガスプロダクツ（株）
事務局 城 久尚 JIMGA
        田邉 浩義 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、 日本薬局方第十八改正に際して酸素の定量法である磁気式
分析法採用に関する改正要望を PMDA に行い、決定した。また医薬品添付
文書記載要領の改正に合せて添付文書改訂 WG において、日本薬局方酸素、
日本薬局方窒素、日本薬局方二酸化炭素、液体酸素、液体窒素における添付
文書の改訂案作成作業をおこなった。2020 年度は医療ガス災害対策に関す
る WG を設置し「非常時医療ガスローリー供給応援依頼対応基準」（JMG-
PDT0001）の改訂作業を行う。

医療ガス製造部会 

酸化エチレン滅菌ガスハンドブック

JMG-EOG0006

平成30年７月　第２版

一般社団法人　日本産業・医療ガス協会
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部会紹介

医療 医療ガス充塡部会 
役 割

医療ガス充塡部会は、医薬品である医療用酸素等の医療ガスを医薬品医療機器法・高圧ガス保安法等に

則り安全に安定して医療機関へ供給するための基準類の制定や啓発活動を行っている。医療現場では医療

用酸素ガスと医療用二酸化炭素ボンベとの取違え事故が過去に複数回起こったことから、厚生労働省・日

本麻酔科学会・日本医療ガス学会と連携し、取違え事故を防止するため医薬品ラベルの制定を行い、ポスター

による啓発活動を継続して行っている。また、2019 年 11 月に医薬品医療機器法改正により添付文書のデー

タ表示化が決まり、長年続けてきた紙による注意事項等の情報提供が原則廃止されることとなり新たな対

応を求められている。

メンバー

部会長 小川 敬 岩谷産業（株）

◇酸素充塡分科会

分科会長 福世 国敏 （株）サイサン

 米内 冠 大陽日酸（株）

 市村 博 市村酸素（株）

 北原 英明 立川酸素（株）

 中田 尚宏 エア ･ ウォーター（株）

 伊藤 聡 東邦アセチレン（株）

        古賀 孝之   高圧ガス工業（株）

   岡村 和也 日本エア ･ リキード（同）

 鈴木 宏之 （株）鈴木商館 

 瓦井 浩之 光酸素（株）

事務局 城 久尚    JIMGA

  田邉 浩義 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、医薬品医療機器法に準拠した封（商品名「封キャップ W-22」）の販売を行った。法の要求事項で

ある開封後は原状に復さない形状となっており、普及が進んだ（2020 年 6 月末現在、総販売枚数 240 万枚）。なお「封

キャップ W-22」は 2019 日本パッケージングコンテストにおいて適正包装賞を受賞した。

2020 年度は、これまでに制定した充塡

に係る基準・指針・ガイドライン等を一覧

できるハンドブックの編集に取組むことに

加え、ヨーク式バルブ用の新型封キャップ

の開発にも着手することとしている。また、

産業ガス部門と合同で新たに発足した災害

対策部会にも委員を派遣し、医療ガスの観

点から充塡工場における高圧ガス容器流失

事故の防止をはじめとした災害対策の立案

に努めている。
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部会紹介

医療 医療ガス設備部会 
役 割

医療ガス設備部会は、医療ガス配管部会と酸素容器・バルブ分科会の 2 分科会で構成されており、医療
ガス設備に係る事業者と酸素容器並びにバルブに係る事業者により運営されている。

主な活動としては、「医療ガス配管設備設計指針」や「医療ガス設備工事既設配管停止工事施工指針」、「医
療ガス設備点検整備記録帳作成指針」等 JIMGA 発行図書の制作や（公財）医療ガス安全管理者講習会等の講
師等、医療ガス設備に関する設計から工事、点検整備に至る指針の制定・啓発活動を行っている。また、医
療ガス設備に関する JIS 規格や国交省監修の公共建築工事標準仕様書等の規格・基準類の検討等医療ガス設
備に関する様々な活動を行っている。

メンバー

部会長 野崎 景仁  （株）セントラルユニ
◇医療ガス配管分科会
分科会長   水谷 紀明 エア・ウォーター防災（株）
 矢野 健太郎 中部エア・ウォーター（株）
 小松 友彦    小松精機（株）
 西元 和隆   （株）セントラルユニ
 小林 和哉    ティエヌメディカルエンジ（株）

◇酸素容器・バルブ分科会
分科会長 新井 憲嗣 旭製作所（株）
 津久井 洋 関東高圧容器製作所
 佐藤 進 （株）ダイトー
 竹内 弘次 大陽日酸（株）
 川西 浩文 （株）ハマイ
事務局 田邉 浩義 JIMGA
 城 久尚 JIMGA 

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、1. 技術指針の改訂、2. 医療ガス安全管理講習
会等の対応、3. 規格改正の検討等設備に関する従来のテーマだ
けでなく、酸素容器・バルブ分科会関連として医療用酸素ガス
容器の容器弁接続口に関するアンケートを実施し、接続口にお
けるめねじ形式使用実態を調査した。

2020 年度は、引き続き設備に関するテーマを主な活動とする
が、3 月の JIS 改正に伴う 96 通知の改定により、JIMGA 発行
図書や国土交通省監修の公共建築工事標準仕様書の改訂が必要
となるため、それらの見直しについて検討する。また、昨年度
実施した医療用酸素ガス容器の容器弁接続口に関するアンケー
ト結果をもとに、めねじマニフォールドに関する使用実態を把
握し、おねじへ移行するための方策を検討する。さらに、新規テー
マとして耐圧切れ高圧ガス容器の誤充塡防止対策として酸素容
器・バルブ分科会の立場から対応策を検討する。

■ 2020年度活動スケジュール

7 月 30 日 第 1 回設備部会 上期活動内容に対する具体的な検討

10 月下旬 第 2 回設備部会 上期進捗状況確認と下期取組み

3 月下旬 第 3 回設備部会 次年度活動計画検討
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部会紹介部会紹介

医療 在宅酸素部会 
役 割

在宅酸素部会は酸素濃縮器分科会・液化酸素容器分科会・在宅サービス分科会の 3 分科会で構成されて
おり、2003 年 9 月に安全な在宅酸素療法（以下、HOT という）の実現をテーマに設立された。HOT 患者
はピークに比べ増加率が鈍ってきているとはいえ毎年増加しており、17 万人前後といわれている。当部会
には HOT に携わる国内の機器メーカー・サービス事業者等の大半が加盟しており、安全の確保、業界基準
の制定、行政への要望等の幅広い活動を行っている。

これまでにも HOT における火気取扱いの注意喚起や HOT 患者の火災事故事例の収集を行う等の活動を
進めてきた。

また近年、全国で相次ぐ大規模自然災害の際、HOT 患者の安否確認や避難所等への酸素ボンベの供給を
円滑に行うための行政との連絡体制や事業者間の協力体制の整備を行っている。自然災害の激甚化、広域化
に対応して部会員同士の連携が不可欠となっている。

加えて、日本呼吸器学会等の関係学会や日本呼吸器障害者情報センター等の患者団体とも連携し、HOT
患者や医療従事者のニーズに寄り添ったサービス提供を目指している。

メンバー

部会長 吉川 勝英 帝人ファーマ（株）
◇酸素濃縮器分科会
分科会長  吉川 勝英 帝人ファーマ（株）
 古海 敏恵 大陽日酸（株）
 大内 輝彦 エア ･ ウォーター（株）
 南野 哲司 ダイキン工業（株）
 加藤 俊康 エア ･ ウォーター ･ メディカル（株）
 西村 一作 日本特殊陶業（株）
        久末 泰史   （株）小池メディカル
          五味 昌浩   （株）フィリップス ･ ジャパン
        一ノ瀬 真   山陽電子工業（株）
        力安 佑樹   フクダライフテック（株） 
          増田 広樹   日本ルフト（株） 

◇液化酸素容器分科会
分科会長 古海 敏恵 大陽日酸（株）

◇在宅サービス分科会
分科会長 芝野 秀直 日本メガケア（株）
 吉川 勝英 帝人ファーマ（株）
 古海 敏恵 大陽日酸（株） 
 澤潟 久史 バイタルエア ･ ジャパン（株）
事務局 田邉 浩義 JIMGA
 白坏 隆文 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、患者・患者家族・医療従事者等から火災予防をテーマとした
川柳を募集する火災予防キャンペーンを展開した。また、全国各地で発生し
た自然災害に際しては、厚生労働省の依頼を受けて患者の安否確認の取りま
とめを行った。11 月に開催した「秋の勉強会」（東京都港区）では、厚生労働
省の担当官を招き、自然災害において事業者に求められる役割をテーマとした
講演を実施するとともに、サービス事業者による事例報告が行われた。

2020 年度は、公正競争規約の遵守を目指した文書を全国の在宅酸素部会員
連名で医療機関へ配布する取組を行っている。
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一般社団法人 日本産業・医療ガス協会

在宅酸素火災予防キャンペーン!!
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在宅酸素療法を実施している患者宅で発生した
火災による重篤な健康被害の事例より
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※一般社団法人 日本産業・医療ガス協会 在宅酸素部会まとめ（2003年10月-2019年5月）

火災による事故原因
※死亡74件、重傷5件

酸素吸入中は

火気厳禁

第1回  在宅酸素療法（HOT）火災予防 川柳コンクール
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部会紹介部会紹介

産業

役 割

総務部会は、春と秋の年 2 回定例会議を開催し、主に理事会・評議員会に上程する提案について審議し
ている。例えば、収支計算書の審議、入会希望事業者の審議、表彰候補者の審議、新しい組織の設置や定
款や規程類の変更提案といったことに加え、他の部会や委員会で取り上げられるテーマ以外は、基本的に
総務部会で審議している。

2019 年度は、災害対策専門組織の設置について議論し、総務部会傘下の災害対策 WG としてスタート、
2020 年 5 月の理事会の承認をもって正式に災害対策部会が設置された。

メンバー

部会長 永田 研二 大陽日酸（株）
副部会長 平井 信一 エア・ウォーター（株）
 平田 恭清 高圧ガス工業（株）
 武田 俊樹 岩谷産業（株）
 中尾 幹一郎 大阪ガスリキッド（株）
 福澤 秀志 東邦アセチレン（株）

 臼井 賢司 昭和電工（株）
 富田 康夫 小池酸素工業（株）
 阿久根 謙司 東京ガスケミカル（株）
 武藤 華子 日本エア・リキード（同）
 小林 雅人 昭和電工ガスプロダクツ（株）
事務局 岩戸 康人 JIMGA

総務部会 

産業 企画部会 
役 割

企画部会は、春と秋の年 2 回定例会議を開催し、主に企画部会傘下である放置容器撲滅 WG と物流 WG
の活動について審議している。（過去には、水素企画委員会と特殊ガス企画委員会が企画部会傘下であった
が、2020 年 4 月をもって解散し、技術・保安部会傘下の水素技術 WG と特殊ガス技術 WG にそれぞれの
機能が移管された。）

メンバー

部会長 小池 英夫 小池酸素工業（株）
副部会長 前田 久雄 日本エア・リキード（同）
副部会長 上田 恭久 岩谷産業（株）
 永田 研二 大陽日酸（株）
 高木 正治 大陽日酸（株）
 塩見 由男 エア・ウォーター（株）
 林 智志 小池酸素工業（株）
 黒木 幹也 高圧ガス工業（株）

 臼井 賢司 昭和電工（株）
 高野 義文 東京ガスケミカル（株）
 黒津 歩 大阪ガスリキッド（株）
 石岡 信也 昭和電工ガスプロダクツ（株）
 秋山 利一 東邦アセチレン（株）
 澤井 淳巳 高圧ガス工業（株）
 三浦 浩 昭和電工ガスプロダクツ（株）
事務局 岩戸 康人 JIMGA
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部会紹介

企画部会 放置容器撲滅 WG
役 割

放置容器撲滅 WG は、旧長期停滞容器回収推進 WG と旧容器処理 WG を統合し、長期停滞容器および放

置容器の撲滅を主たる目的とした WG として 2018 年度に発足した。全国で発見される放置容器回収本数

を 50 本／年以下（*）とすることを目標として活動している。
（*）国内登録容器数（約 1,500 万本）に対し、品質管理手法の一つであるシックス・シグマにおける製品不良の定義で
ある 1,000,000 分の 3.4 を掛け合わせた数字としている。

メンバー

WG 長 澤井 淳巳  高圧ガス工業（株）

 萩原 憲 エア・ウォーター（株）

 平野 正博 エア・リキード工業ガス（株）

 鈴木 秀臣 大陽日酸（株） 

 鯰 悟郎 小池酸素工業（株）

 佐藤 清 日本液炭（株）

 松澤 義明 高千穂商事（株）

 鈴木 宏之 （株）鈴木商館

 飯島 孝文 高圧容器工業会

 関口 武尚 全溶連

 伊藤 知佳子 全検協

事務局 山本 卓也 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、例年通り 10 月に高圧ガス容器全国一斉特別回収を実施し、

全容連および JIMGA 会員企業の皆様のご協力により、52,377 本を回収した。

内訳は、長期停滞容器が 50,641 本、放置容器が 1,197 本、不明容器が 539

本となった。容器管理指針について、発行されている都道府県ごとの内容を

精査し、どのような項目について書かれているか全てを網羅した比較表を作

成した。今後、参考となる JIMGA 版の容器管理指針を作成し内容が乖離し

ているところや、まだ発行されていない県に働きかけていくこととした。

2020 年度は、前述の容器管理指針の作成のほか、なぜ放置容器が出るの

か KHK と意見交換することを予定している。10 月には高圧ガス容器全国

一斉特別回収を実施し、併せて放置容器や不明容器がどのように処理されて

いるか、KHK 補助金が有効に活用されているかチェックする。

■ 2020年度活動スケジュール
コロナ禍の状況により、集会での WG 会議は当面の間は開催予定なし。

容器管理指針の作成は、担当各社がメールベースで連絡を取りながら対応していく。

7 月に例年開催する特別回収プロジェクト会議は書面開催とし、ポスター図柄の選定や案内文書を承認する。

産業
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部会紹介

産業 企画部会 物流 WG
役 割

物流 WG は、産業ガス部門の物流全般を担当している。近年は「保安」と「効率化」というテーマに対し、
意見交換を行っている。「保安」テーマでは、安全・安定輸送の向上のため、ヒヤリハット事例集を制作し、
会員および輸送会社、顧客納入先への教育資料として有効活用している。「効率化」テーマでは、昨今のド
ライバー不足解消に向けて、納入条件の緩和、共同物流の実現性等会社の枠を超えて議論をしている。

メンバー

WG 長 三浦 浩 昭和電工ガスプロダクツ（株）
   祖父江 英一 岩谷産業（株）
　 宮原 誠一 大陽日酸（株）
　 北原 義弘 日本エア ･ リキード（同）
　  高橋 将智 エア・ウォーター炭酸（株）
　 本郷 暁洋 エア・ウォーター（株） 
　 須賀 勝彦 日本液炭（株）
　 井上 二朗 東京ガスケミカル（株）
事務局 岩戸 康人 JIMGA

< 情報提供委員 >
 岩田 宏之 日本エア・リキード（同）
 鳥山 明義 カンサン（株）
 佐川 裕海 エア・ウォーター（株）
 日野 淳 大陽日酸（株）
 安齋 知之 岩谷産業（株）
 奥田 尚希 小池酸素工業（株）
 臼井 賢司 昭和電工（株）
 阿部 朋文 東京ガスケミカル（株）

■ 主な活動テーマ

2020 年度は主として下記テーマについて活動している。
○ヒヤリハット事例動画の制作

主に顧客敷地内で発生しているローリ事故の原因、例えば、敷地内道
路に以前にはなかった障害物があったことで、それを避けた際に別の
箇所に接触しそうになったといったようなヒヤリハット動画の制作を
検討している。会員各社の物流部門で顧客への注意喚起や協力依頼に
使っていただくことを想定している。

○共同物流に関する議論
乗務員不足解消と走行距離短縮の対策の一つとして考えられる共同物
流について、各種課題とそれぞれの解決策について議論を続けている。

○充塡口・電源ボックスの規格統一化の検討
CE の充塡口・電源ボックスは会社や顧客によって異なっていることか
ら、それらのアダプタが必要となるケースが多い。現在のアダプタ対応
で発生している不具合を調査し、誤充塡等の事故防止と作業軽減による
乗務員確保の観点から規格統一化の可能性について検討している。

この他に、例年実施している調査として下記 2 点を行っている。
①ローリ走行による CO2 排出量集計
② ASU 定修予定表作成と WG 参加各社での情報共有

■ 2020年度活動スケジュール
例年 4 回会議を開催しているが、今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため延期している。

 2020 年 3 月制作
 ヒヤリハット事例集
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部会紹介

産業

役 割

容器管理の徹底、保安面の強化を RF タグの利用で実現すべく、検討委員会として発足した。各種の基準・

指針が確立し、傘下の普及推進 WG と技術 WG で容器 RF タグ導入の普及拡大に努めてきた。現在、72 社

279 拠点、87 万５千本の容器に装着し運用されている。

メンバー

委員長 白井 清司  エア・ウォーター（株）

 平井 信一 エア・ウォーター（株）

 鴻巣 実 エア・ウォーター（株）

 森 友紀 エア ･ ウォーター・ソフテック（株） 

 伊藤 知佳子 （株）伊藤高圧瓦斯容器製造所

 長谷川 正泰 小池酸素工業（株）

 橋本 和宏 小池酸素工業（株）

 住友 繁之 高圧ガス工業（株）

 木村 秀成 高圧ガス工業（株）

 澤井 淳巳 高圧ガス工業（株）

 浅井 博司 大陽日酸（株）

 平尾 浩二郎 大陽日酸（株）

 森本 勝弘 大陽日酸（株）

 田中 誠 日本液炭（株）

 三戸 勇一 （株）巴商会

 川井 幸輔 岩谷産業（株）

 柳楽 猛 岩谷情報システム（株）

 加藤 大典 エア・リキード工業ガス（株）

 出利葉 繁 日本エア・リキード（同）

事務局 山本 卓也 JIMGA

容器 RF タグ運営委員会

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、容器装着本数が前年対比で３万 7 千本

の増量となった。委員会では、貼り付け型の小型タグを

JIMGA 基準準拠品として認定した他、新たなタイプの安

価な RF タグ導入に向けて技術的な検討を行った。また、

運用ルールの見直しも視野に入れて、現場での利便性向

上について協議した。

実運用開始から約 10 年が経過し技術的な進歩が見られる中で、現状の容器 RF タグを普及させる活動をこのま

ま続けるのか、何か新しい容器管理手段に替えるべきなのか一度立ち止まって検討することが臨時委員会で決議さ

れた。

2020 年度は、先ず容器 RF タグの利用者にアンケートを取り、その結果に基づき今後の方向性を検討すること

とする。

■ 2020年度活動スケジュール
6 月以降アンケートを実施。集計後委員会を招集する。
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部会紹介

産業 技術審議委員会（産業ガス部門）
役 割

JIMGA 技術・保安部会、国際部会、環境・安全部会等で作成された技術文書や基準等は、技術審議委員

会で審議され、承認されたものが制定、出版される。

委員会は、年 2 回（基本 6 月、12 月）開催される。

産業ガス部門の委員は、技術・保安部会、国際部会の部会長、副部会長と、環境・安全部会長から構成される。

メンバー

委員長 牧原 康二 日本エア・リキード（同）

 堀口 誠 岩谷産業（株）

 玄間 孝之 東京ガスケミカル（株）

 三木 健 大陽日酸（株） 

 上田 恭久 岩谷産業（株）

 前田 久雄 日本エア・リキード（同）

 松山 岳之 エア・ウォーター（株）

 田 亮　 日本エア・リキード（同）

事務局 岡田 恵二 JIMGA

■ 2020年度活動スケジュール

9 月４日 第 1 回会議 6 月 25 日から延期（新型コロナウイルス感染症の影響より）

12 月予定 第 2 回会議
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部会紹介

産業 技術・保安部会
役 割

産業ガス部門　技術・保安部会には、現在 11 の WG が活動している。各 WG は、JIMGA 会員の皆様よ

り構成され、産業ガス（高圧ガス）の製造、貯蔵、移動、消費、販売に係る、技術上や保安上の課題や問

題点に取組み、様々な技術基準や指針を作成している。

技術・保安部会は年 2 回開催（毎年５月、11 月）しており、各 WG の長が、担当する WG の活動計画、

活動実績を報告し、情報の共有と方向性の確認を行っている。

メンバー

部会長 牧原 康二 日本エア・リキード（同）

副部会長 三木 健 大陽日酸（株）

副部会長 上田 恭久 岩谷産業（株）

副部会長 前田 久雄 日本エア・リキード（同）

 三宅 博之  大陽日酸（株）

 中根 章 岩谷産業（株）

 桑原 一  大陽日酸（株）

 倉田 克哉 岩谷産業（株）  

 館 良知    エア・ウォーター（株）

 大沼 倫晃   エア・ウォーター（株）

 荒谷 幸治    日本ヘリウム（株）

 住浦 康弘   エア・ウォーター炭酸（株）

 杉岡 孝雄  高圧ガス工業（株）

 御手洗 浩二 岩谷瓦斯（株）

 三澤 一朗    住友精化（株）

事務局 岡田 恵二 JIMGA

■ 2020年度活動スケジュール

4 月 22 日 第 1 回会議 書面開催で実施（新型コロナウイルス感染拡大の影響にて）
各 WG の活動報告（2019 年度活動実績　2020 年度活動計画）等

11 月予定 第 2 回会議 各 WG の活動報告（2020 年度上期活動報告）等
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部会紹介

産業 技術・保安部会 容器技術 WG
役 割

高圧ガス容器技術に関する国内関連法案の改定を把握し、加えて ISO／TC58／SC4「ガス容器」に参画

することによって国際的な動向を認識し、それらの技術情報を確実に会員へ周知するため、JIMGA 技術基

準を制定する。他の基準に対して、JIMGA の立場を代表する専門家会議として意見を述べる役割を担う。

メンバー

WG 長 三宅 博之 大陽日酸（株）

 原 利彦 エア・リキード工業ガス（株）

 三戸 勇一 （株）巴商会

 澤田 裕一 岩谷産業（株）

 市毛 健一 エア・ウォーター（株）

 菊地 敏明 高圧ガス容器バルブ工業会

 成宮 俊則 高圧ガス保安協会

事務局 羽坂 智 JIMGA

 岡田 恵二 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、ISO／TC58／SC4 として改訂作業を行っている「ガス名変更指針」の内容を JIMGA 基準に反映す

るよう改訂作業を開始し、1 次レビューを終了した。２月 13 日に開催された ISO／TC58／SC4 ダラス・フォート

ワース会議に参加した。ISO／TC58／SC4 の 24 件の投票案件を検討し、投票した。また、国内 KHK 会議（9月2 日、 

1 月 21 日）での報告を行った。

2020 年度は、法規制の変更を把握し、JIMGA として不利益が生じないよう対応する。「ガス名変更指針」を最

終確認し、JIMGA 基準を完成させる。ISO／TC58／SC4 に関する活動を継続する。

■ 2019年度活動実績

7 月 26 日 第 1 回 WG 会議 ISO／TC58／SC4「ガス容器」ミラノ会議（2 月 11 ～ 15 日）報告、JIMGA 指針
検討

10 月 23 日 第 2 回 WG 会議 ISO／TC58／SC4「ガス容器」KHK 報告（9 月 2 日）説明、JIMGA 指針「ガス
名変更指針」確認、中古バルブの取扱い（高圧ガス容器バルブ工業会）

1 月 29 日 第 3 回 WG 会議 ISO／TC58／SC4「ガス容器」KHK 報告（1月21 日）説明、ダラス・フォートワー
ス会議（2 月 13 日）議事次第説明、JIMGA 指針「ガス名変更指針」確認

■ 2020年度活動スケジュール

4 月 14 日 第 1 回 WG 会議 ISO／TC58／SC4「ガス容器」ダラス・フォートワース会議（2月13 日）報告、
2019 年度活動報告／2020 年度活動計画、JIMGA 指針「ガス名変更指針」確認

7 月 17 日 第 2 回 WG 会議 JIMGA 指針「ガス名変更指針」確認

10 月 29 日 第 3 回 WG 会議 JIMGA 指針「ガス名変更指針」最終確認

2 月 第 4 回 WG 会議 ISO／TC58／SC4「ガス容器」ベルリン会議（2月15 日）議事次第説明、研修会
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部会紹介

産業 技術・保安部会 超低温貯槽 WG
役 割

超低温貯槽技術に関わる国内関連法案の改定を把握し、加えて ISO／TC220「超低温貯槽」に参画する
ことによって国際的な動向を認識し、それらの技術情報を確実に会員へ周知するため、JIMGA 技術基準を
制定する。他の基準に対して、JIMGA の立場を代表する専門家会議として意見を述べる役割を担う。

メンバー

WG 長 中根 彰 岩谷産業（株）
 平井 靖夫 エア・ウォーター（株）
 平山 晃生 大陽日酸（株）
 西岡 達郎 日本エア・リキード（同）

 石川 敦司 超低温機器協会
 竹田 勝 （株）ネリキ
事務局 羽坂 智 JIMGA
 岡田 恵二 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、JIMGA 基準の制定「温水槽式蒸発器と空温式蒸発器に関する注意喚起」の内容について基準案
を作成し、原稿の校閲を行った。規制改革の要望「超低温容器の膨張試験の廃止」に関して、経済産業省と協議し、
中断することとした。ISO／TC220 の活動として、7 件の投票を行った。また、6 月 4 ～ 5 日に行われたパリ会
議に参加し、国内 KHK 会議（10月3 日）での報告を行った。JIMGA 地域セミナーで 2 件の講演を行った。

2020 年度は、法規制の変更を把握し、JIMGA として不利益が生じないよう対応する。JIMGA 基準「温水槽式
蒸発器と空温式蒸発器に関する注意喚起」を最終確認し、JIMGA 基準を完成させる。ISO／TC58／SC4 に関す
る活動を継続する。

■ 2019年度活動実績

5 月 29 日 第 1 回 WG 会議 規制改革案「超低温容器の膨張試験廃止」の議論、JIMGA 基準「温水槽式蒸発器
と空温式蒸発器に関する注意喚起」確認

8 月 29 日 第 2 回 WG 会議 ISO／TC220「超低温貯槽」パリ会議 (6 月 4 ～ 5 日 ) 参加報告、JIMGA 基準「温
水槽式蒸発器と空温式蒸発器に関する注意喚起」確認

10 月 22 日 第 3 回 WG 会議 ISO／TC220「超低温貯槽」KHK 報告（10月3 日）説明、JIMGA 基準「温水槽式
蒸発器と空温式蒸発器に関する注意喚起」確認

12 月 5 日 第 4 回 WG 会議 JIMGA 基準「温水槽式蒸発器と空温式蒸発器に関する注意喚起」確認、CGA セミナー
参加報告

1 月 22 日 第 5 回 WG 会議 CE の範囲明確化要望活動報告、JIMGA 基準「温水槽式蒸発器と空温式蒸発器に関
する注意喚起」確認

■ 2020年度活動スケジュール

4 月 2 日 第 1 回 WG 会議 JIMGA 基準「温水槽式蒸発器と空温式蒸発器に関する注意喚起」確認、2019 年度
活動報告／2020 年度活動計画

6 月 17 日 第 2 回 WG 会議 ISO ／TC220「超低温貯槽」Web 会議（6 月10 日）報告、JIMGA 自主基準「温
水槽式蒸発器と空温式蒸発器に関する注意喚起」確認

9 月 9 日 第 3 回 WG 会議 JIMGA 基準「温水槽式蒸発器と空温式蒸発器に関する注意喚起」確認

10 月 21 日 第 4 回 WG 会議 JIMGA 基準「温水槽式蒸発器と空温式蒸発器に関する注意喚起」確認

1 月 第 5 回 WG 会議 CE に関する JIMGA 基準の改訂
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部会紹介

産業 技術・保安部会 充塡技術 WG
役 割

充塡技術 WG は、産業ガス部門の高圧ガス充塡事業所における技術基準の検討や安全対策等を担当する
WG である。近年は、充塡所の作業基準やカードル・フレキシブルホースに関する自主指針の制作・改訂
を中心に活動している。

メンバー

WG 長 桑原 一  大陽日酸（株）
 波多野 忠 岩谷瓦斯（株）
 大沼 倫晃 エア・ウォーター（株）
 廣地 憲明 エア ･ リキード工業ガス（株）
 横山 則美 エア・ウォーター（株）
 伊藤 一郎 東邦アセチレン（株）
 吉田 智徳 相模アセチレン（株）
 能町 康彦 北酸高圧瓦斯（株）
 浜本 聖隆 宇野酸素（株）

 出村 憲二 豊田ガスセンター（株）
 前田 卓 中部エア・ウォーター（株）
 藤井 和重 大陽日酸（株）
 河野 直史 呉ガスセンター（株）
 濱口 健二 土佐酸素（株）
 長家 茂 福岡酸素（株）
 山下 勉 日本液炭（株）
事務局 前田 和也 JIMGA
 城 久尚 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、高圧ガス充塡工場の災害対策の在り方について改めて検討
し、指針として制定する事を進めていたが、2018 年 7 月豪雨や 2019 年 9
月の台風による容器流出を受け、本テーマは既刊指針の『充塡工場の地震対
策指針』の見直しを含めて進めることとした。本指針の作成は、2019 年も
災害が相次いだこと等を受け、対象範囲を高圧ガス容器貯蔵所に拡大し、ま
た完成期日を当初予定の 2020 年 9 月から前倒しすることとなった。

WG としては、法改正のあった危害予防規程の追加項目も含めて、災害対
策に関して広く意見 ･ 要望を確認し、会員の皆様・他の WG 委員の方々の
ご協力を頂き、3月17 日の理事懇談会を経て、『高圧ガス充塡工場及び貯蔵
所の自然災害対策指針』として年度内の発行に至ることができた。

2020 年度は、本指針について、会員への普及を促進すると共に、危害予
防規程（追加項目：大規模地震に係る防災及び減災対策、津波対策）の指針 
KHKS 1800-2（2010）改訂版（2020 年 8 月 7 日発売予定）との整合性確
認を行う。

■ 2020年度活動スケジュール

8 月 3 日 第 1 回 WG 会議 周知・普及促進状況の確認、および危害予防規程の確認準備

10 月 12 日 第 2 回 WG 会議 危害予防規程との整合性の最終確認、他

12 月中旬 第 3 回 WG 会議

2 月中旬 第 4 回 WG 会議
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部会紹介

産業 技術・保安部会 保安対策 WG
役 割

技術・保安部会の中、保安全般にわたる課題（問題）に対応する全方向対応の WG である。

JIMGA 発刊の「高圧ガスハンドブック」は 2006 年に初版が発行され、広く関係省庁から民間企業まで

使われている。法改正等に対応するために、昨年まで、12 回の改訂を行っている。

メンバー

WG 長 倉田 克哉  岩谷産業（株）

 吉岡 治夫 エア ･ ウォーター（株）

 西浦 崇史 大陽日酸（株）

 三好 伸二 日本エア・リキード（同） 

 長島 利幸 昭和電工ガスプロダクツ（株）

事務局 岡田 恵二 JIMGA

■ 主な活動テーマ

・JIMGA 文書の作成および改訂

昨年度は、新規文書に「リスクアセスメント実施例（充塡所）」

を作成した。また、「高圧ガスハンドブック」の改訂を行い、

第 3 次改訂版（3 刷）を発刊した。

2020 年度は、「高圧ガス販売事業所　自己診断指針」の改訂

を行う。

・規制改革案の検討

2017 年から、「CE 単独荷おろし運用案」について経済産業省、

高圧ガス保安室と協議を重ねており、2020 年度も協議を継

続する。

JIMGA 規制改革 WG から出される新たな案に対する詳細検討をする。

例えば、「圧力容器作業主任者の資格要件の緩和（高圧ガス保安法と労働安全衛生法の二重規制の緩和）」、「保安

企画推進員の選任要件緩和と他代理者との選任条件緩和」等。

■ 2020年度活動スケジュール

5 月 28 日 第 1 回 WG 会議 新たな規制改革案の検討
「高圧ガス販売事業所　自己診断指針」の改訂

7 月 30 日 第 2 回 WG 会議 CE 単独荷おろし制度の検討

9 月 第 3 回 WG 会議 未定

11 月 第 4 回 WG 会議 未定

2 月 第 5 回 WG 会議 未定

 

JJIIMMGGAA--TT--SS//111111//1199   
  
  
  
  
  
  
  

  
リスクアセスメント実施例 

（充塡所） 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

22001199 年年 77 月月  
一一般般社社団団法法人人  

日日本本産産業業・・医医療療ガガスス協協会会   
JJaappaann  IInndduussttrriiaall  aanndd  MMeeddiiccaall  GGaasseess  AAssssoocciiaattiioonn  

38



部会紹介

産業 技術・保安部会 教育・研修 WG
役 割

教育・研修 WG は、産業ガス部門の保安教育企画全般を担当する WG である。近年は保安教育ツールの

制作・改訂を主として議論し、e-ラーニングの改訂作業を中心に活動している。e-ラーニングは、JIMGA ウェ

ブサイトに掲載しており、会員・非会員問わず、誰でも閲覧・学習できるツールとして活用されている。

メンバー

WG 長 館 良知  エア・ウォーター（株）

 中尾 幹一郎 大阪ガスリキッド（株）

 柴田 善弘 大陽日酸（株）

 西川 徹 昭和電工（株） 

 佐久間 昌弘 東邦アセチレン（株）

 古賀 孝之 高圧ガス工業（株）

 住浦 康弘 エア･ウォーター炭酸（株）

事務局 岩戸 康人 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、前期に改訂内容を検討していた e-ラー

ニング「高圧ガスの安全基礎知識」と「高圧ガスの安全

基礎知識（ダイジェスト版）」の改訂版を発行し、また、「炭

酸ガスの安全な取扱い」についてもコンテンツおよびナ

レーションを刷新した改訂版の制作を完了した。

2020 年度は、新規テーマとして、販売店が顧客（一

般消費者）に手渡せるリーフレットの制作を進めている。

具体的には、海外製の装置に付属している高圧ガス容器

には日本国内でガスを再充塡できないことや、一般的に

高圧ガス容器はガスメーカーや販売店の所有物であるこ

と等を記載したテーマ別のリーフレットである。

また、e-ラーニング「水素の安全な取扱い」について、

昨今の規制緩和・市況の変化や法令改正等により修正が

必要な箇所の確認作業を進めることを計画している。

■ 2020年度活動スケジュール
例年 6 回会議を開催しているが、今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため延期している。
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部会紹介

役 割

安全統計 WG は、産業ガス部門の各種事故災害の統計分析・再発防止全般を担当する WG である。毎年、

会員事業所における『労働災害統計調査報告書』と KHK 高圧ガス事故データベースから特定のテーマを

定めて産業ガスに関する事故分析を行い『安全ニュース』を発行している。これらは、JIMGA ウェブサイ

トに掲載しており、会員を中心に事故災害の再発防止対策として活用されている。

メンバー

WG 長 大沼 倫晃  エア・ウォーター（株）

 矢吹 貴洋 高圧ガス保安協会

 西浦 崇司 大陽日酸（株）

 細山田 学 東京炭酸（株）

 小出 敏晃 日本エア ･ リキード（同）

事務局 前田 和也 JIMGA

技術・保安部会 安全統計 WG

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、会員 239 社より報告を頂いた労働災害報告内容を分析し、会員各社へ再発防止に活用頂けるよう、

2018 年実績の労働災害統計調査報告を 6 月に JIMGA ウェブサイトに掲載した。また、産業ガスに関する事故分

析では、『高圧ガス容器の腐食劣化による破裂』『適切な容器管理と放置容器撲滅』を目的に、分析テーマを『高圧

ガス容器の腐食、破裂、取扱不備及び管理不良に関連する高圧ガス事故』として、ガス種別、一次事象・二次事象、

負傷者等について傾向分析を行い JIMGA ウェブサイトに掲載した。

更に、再発防止活動として JIMGA ウェブサイトに掲載すると共に各地域

本部保安セミナーでの発表を通じて情報の共有化と安全に係る教育活動の支

援を実施している。

2020 年度も、会員事業所における『労働災害統計調査報告書』と高圧ガ

ス事故データベースから特定のテーマを定めて産業ガスに関する事故分析を

行い『安全ニュース』を発行するよう、準備を進めている。

■ 2020年度活動スケジュール

8 月 4 日 第 1 回 WG 会議 労働災害統計調査報告書の確認

10 月 13 日 第 2 回 WG 会議 産業ガスに関する事故分析（安全ニュース）の確認

2 月中旬 第 3 回 WG 会議 高圧ガス事故に関する検証

産業
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部会紹介

産業 技術・保安部会 ヘリウム技術 WG
役 割

ヘリウムは全量、輸入に頼っており、日本国内の需給バランスは、世界のヘリウムソースの動向が大き

な影響を与える。

当 WG は、JIMGA 会員各社より、生産量、販売量の実績データを頂き、日本におけるヘリウム需要の動

向と、輸入の動向の情報共有を行っている。

また、ヘリウムに関わる保安全般の課題や問題に取り組んでいる。

メンバー

WG長 荒谷 幸治 日本ヘリウム（株）

副WG長  平野 正博 日本エア・リキード（同）

副WG長  豆田 武士   岩谷産業（株）

 飯塚 謙之 大陽日酸（株）

 大川 邦生 日本ヘリウム（株） 

 臼井 賢司 昭和電工（株）

 井出 正明 （株）巴商会

 野村 三千昭 （株）ジャパンヘリウムセンター

 生田目 修志 東京ガスケミカル（株）

 大山 裕之 （株）鈴木商館

事務局 岡田 恵二 JIMGA

■ 主な活動テーマ

・ ヘリウム全般に関する情報（ヘリウム地域別販売状況、用途別販売状況、

生産量実績等）やヘリウム輸入状況と今後の動向について、幅広く情報収

集し共有する。

・ ヘリウムソースの海外情報（カタール・ロシア等）や、技術開発動向・ヘ

リウム海外市場動向、コロナ禍の影響等を情報収集し共有する。

・ヘリウムの SDS 改訂を行う。（JIS 改正による。）

・危険物積載輸送に関する各種規制について、情報収集を行い共有する。

■ 2020年度活動スケジュール

8 月 19 日 第 1 回 WG 会議

10 月 第 2 回 WG 会議

12 月 第 3 回 WG 会議

２月 第 4 回 WG 会議
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部会紹介

産業

役 割

炭酸ガス技術 WG は、液化炭酸ガスの製造に係る技術責任者／担当者で運営している。主に、液化炭酸
ガスを安全に取扱うために、関係法令の遵守、液化炭酸ガスの性質の理解、設備の構造や取扱の理解、保
安管理体制と責任の明確化および関係者の知識・技能の向上に貢献するよう活動している。

メンバー

WG 長 住浦 康弘  エア・ウォーター炭酸（株）
 山下 勉 日本液炭（株）
 長島 利幸 昭和電工ガスプロダクツ（株）
 澤田 裕一 岩谷産業（株）
 長谷川 光一 知多炭酸（株）
 細山田 学 東京炭酸（株）
 魚留 康弘 近畿炭酸（株）
 竹林 浩二 宇部興産（株）
 内田 睦 大阪ガスリキッド（株）
 翁長 健 （株）おきさん

 石本 範章 共同炭酸（株）
 西川 隆浩 高圧ガス工業（株）
 今村 信夫 国際炭酸（株）
 坂本 三夫 上毛天然瓦斯工業（株）
 松葉 昇 大洋化学工業（株）
 菰渕 義秋 東亞テクノガス（株）
 加藤 要 東京ガスケミカル（株）
 田中 伸一 福岡酸素（株）
事務局 前田 和也 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、3 年毎に開催（次回：2021 年度）してい
る地域本部炭酸ガス保安講習会の準備を開始した。『高圧ガ
ス保安法の要点』は改訂が完了し、『液化炭酸ガス取扱テキ
スト』の改訂案の作成を行い、また e-ラーニング向け原料
炭酸ガス工場マップ等改訂サブ WG を開催して教育・研修
WG へ提示しました。

2020 年度は、継続して炭酸ガス保安講習会（2021 年度）
の準備を推進し、『液化炭酸ガス取扱テキスト』『CE 設置事
業所 ･ ローリー運行事業所関係基準』『原料炭酸ガス製造フロー概説』の改訂を完了させ、講習会ツールの企画・
製作準備を行う計画です。

■ 2020年度活動スケジュール

7 月 10 日 第 1 回 WG 会議 液化炭酸ガス取扱テキスト、SDS とラベルの改訂案の最終確認

10 月 8 日 第 2 回 WG 会議 食品衛生管理者の規制緩和、講習会テキストの改訂準備

12 月初旬 第 3 回 WG 会議 同上

2 月初旬 第 4 回 WG 会議 同上、定修計画と実績および生産拠点リストとマップの更新

3 月中旬 第 5 回 WG 会議 同上

技術・保安部会 炭酸ガス技術 WG
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部会紹介

産業 技術・保安部会 溶解アセチレン技術WG
役 割

溶解アセチレン技術 WG は、アセチレンの製造に係る技術責任者／担当者で運営している。主に、アセ

チレンを安全に取扱うために、関係法令の遵守、アセチレンの性質の理解、設備の構造や取扱いの理解、

保安管理体制と責任の明確化および関係者の知識・技能の向上に貢献するよう活動している。

メンバー

WG 長 杉岡 孝雄  高圧ガス工業（株）

 斎藤 祐輝 東邦アセチレン（株）

 真藤 英明 関東アセチレン工業（株）

 福田 澄生 岩谷瓦斯（株）

 新谷 和也 大陽日酸ガス＆ウェルディング（株）

 吉田 智徳 相模アセチレン（株）

 石田 恒美 川口總合ガスセンター（株）

 山邉 直樹 小池酸素工業（株）

 鋤柄 喜彦 大日本アガ（株）

 中西 清三 東海アセチレン（株）

事務局 前田 和也 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、アセチレン事業所の保安活動の推進、38 年容器の周知の

啓発、および SDS とラベルの改定準備を中心に取組んだ。アセチレン事業

所の保安活動の推進では、2003 年 3 月に刊行された『溶解アセチレンの

製造に関する基準』を全面的に見直すため、サブ WG を設置し実務レベル

の作業を通じて WG で最終確認を行った後、技術審議委員会の承認を得て

JIMGA ウェブサイトに掲載した。また 38 年容器の周知の啓発では、溶解

アセチレン容器の非アスベスト化を目指して 2006 年より啓発活動を継続

し、非アスベスト化の進捗状況調査を隔年で実施している。今後もアスベス

ト含有容器ゼロを目標として啓発運動を継続する。

2020 年度は、アセチレン事業所の保安活動の一環として、『溶解アセチ

レンの製造に関する基準』をベースに、地域本部主催の保安セミナー用資料

と各事業所における社内教育用資料（参考）を作成・活用して推進する。

■ 2020年度活動スケジュール

8 月 26 日 第 1 回 WG 会議 SDS とラベルの改訂最終確認

12 月 1 日 第 2 回 WG 会議 保安セミナー用資料と各事業所における社内教育用資料の確認

2 月下旬 第 3 回 WG 会議 同上
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部会紹介

産業 技術・保安部会 水素技術 WG
役 割

水素に関する技術上の諸問題を協議し、製造、輸送および消費に対する保安対策を図ること。関係官庁
および関係団体との折衝連絡並びに意見具申等。

JIMGA 基準の改訂・発行（「水素ガスハンドブック」2018 年度改訂、「水素ガス集結容器集合配管管理基準」
2019 年度改訂、「水素ガス移動基準」2020 年度改訂予定）、SDS 改訂（2020 年度改訂予定）、保安講習会
の講師派遣。経済産業省や高圧ガス保安協会からの水素スタンドに関する要請に対応できるよう、傘下に
水素スタンドサブ WG を置いている。定期的に、国内出荷実績や製造プラント定期修理情報をまとめている。

メンバー

WG 長 御手洗 浩二  岩谷瓦斯（株）
 福間 淳一 岩谷瓦斯（株）
 遠藤 直也 昭和電工ガスプロダクツ（株）
 栗田 英次 大陽日酸（株） 
 石井 政行 尼崎水素販売（株）
 村橋 正之 伊藤忠エネクス（株）
 神山 直彦 岩谷産業（株）
 時田 豊志和 エア・ウォーター・ハイドロ（株）
 大内山 智哉 日鉄ケミカル＆マテリアル（株）
 大山 裕之 （株）鈴木商館

 菰渕 義秋 東亞テクノガス（株）
 島崎 洋一 東京ガスケミカル（株）
 折尾 美昭 東曹ダイスイ（株）
 安齋 誠治 東邦アセチレン（株）
 石川 貴士 新潟水素（株）
 那須 昭宣 日本エア・リキード（同）
 立川 裕康 福岡酸素（株）
 矢郷 篤志 北酸高圧瓦斯（株）
 澤田 庸介 丸由工材（株）
事務局 山本 卓也 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、「水素ガス集結容器集合配管管理基準」について、最新の法規・法令、
最新の知見に基づいて改訂作業を実施し、技術審議委員会に上程し承認された。2019
年 5 月の JIS Z7252・Z7253 の改正に伴い、SDS の改訂が必要となり着手した。経
済産業省から高圧ガス保安協会が受託した事業「水素スタンド等に関する高圧ガス保
安法の関係自治体等連絡会」と「燃料電池自動車及び圧縮水素スタンド等の普及拡大
に伴う法技術的な課題の検討委員会」に委員を派遣し情報を WG 委員で共有している。

2020 年度は、水素 SDS 改訂、「水素ガス移動基準 JIMGA-T-S ／ 58 ／ 09」改訂を
予定している。地域本部主催の保安講習会に水素がテーマの一つに取り上げられ、各
地の講習会に講師を派遣する。

■ 2020年度活動スケジュール

5 月 15 日 第 1 回 WG 会議（書面開催）

9 月 11 日 第 2 回 WG 会議

12 月 11 日 第 3 回 WG 会議

3 月 12 日 第 4 回 WG 会議

      
                                                  JJIIMMGGAA--TT--SS//4455//1199                                                      
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部会紹介

産業 技術・保安部会 特殊ガス技術 WG
役 割

特殊ガスに関する技術上の諸問題を協議し、製造、輸送および消費に対する保安対策を図ること。関係
官庁および関係団体との折衝連絡並びに意見具申等。

基本通達 [ 容器則第 9 条関係（2）項 ] の改訂について高圧ガス保安協会と協議、経済産業省へ要望し
2018 年 11 月に施行された。KHK が設置する「ISO／TC58 国内審議委員会」に委員を派遣している。半
導体材料ガスと標準ガスの SDS およびイエローカードの作成、改訂を行っている。IHC 国際整合化文書の
JIMGA 基準化に協力する。保安講習会に講師を毎年派遣している。

メンバー

WG 長 三澤 一朗  住友精化（株）
 松崎 邦雄 高千穂化学工業（株）
 市毛 健一 エア・ウォーター（株）
 倉本 学 エア・リキード工業ガス（株）
 佐藤 寛之 関東電化工業（株）
 奥山 高徳 高圧ガス工業（株）
 池田 剛 高圧ガス工業（株）
 森脇 保志 ジャパンファインプロダクツ（株）
 小澤 信夫 ジャパンファインプロダクツ（株）
 佐藤 祐自 昭和電工（株）
 井手 賢治 住友精化（株）

 五十嵐 淳也 セントラル硝子（株）
 羽角 和裕 高千穂化学工業（株）
 薄木 瑞代 東亞合成（株）
 鈴木 英 （株）トリケミカル研究所
 村瀬 圭一 日本エア・リキード（同）
 長坂 光 日本化学工業（株）
 阿部 法子 日本化学工業（株）
 永沢 陽子 三井化学（株）
 上原 伸二 （一財）化学物質評価研究機構
事務局 山本 卓也 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、JIS 改正に伴う SDS 改訂に向けて、フォーマットやフォントの書式統一や運用基準の協議、改訂
のスケジュール感等準備を進めた。国際整合化指針「モノシランの安全な取扱指針」の JIMGA 基準化に対応した。
規制改革案件では、校正用ガスの略式刻印（ⓚ刻印）に関する JIMGA 基準の見直しについて取組んだ（継続中）。
東京工業大学の特殊ガス講習会に講師を派遣し、２か所で講演を行った。

2020 年度は、2019 年 JIS 改正に伴う 80 種の SDS 改訂の
ほか、前年度から引き続き、ⓚ刻印に関する JIMGA 基準の見
直しに取組む。新たな国際整合化文書の JIMGA 基準化につい
て検討する。東京工業大学の講習会は、コロナ禍の状況により
開催がなくなったことから資料の提供のみの協力とする。

■ 2020年度活動スケジュール

5 月 28 日 第 1 回 WG 会議（書面開催）

9 月 15 日 第 2 回 WG 会議

12 月 15 日 第３回 WG 会議

3 月 16 日 第４回 WG 会議 45



部会紹介

産業 環境・安全部会
役 割

環境・安全部会は、産業ガス部門のエネルギー・環境関連と化学品安全関連の全般を管掌する部会である。

エネルギー・環境関連では、電力多消費産業として電力エネルギー関係と地球温暖化対策・環境問題関

係についての課題審議と WG での検証結果の確認を、化学品安全関連では、産業ガスに対する JIS・SDS

等の改定と高圧ガス取扱事業所で取扱う化学品に関するリスクアセスメントについての課題審議と WG で

の検証結果の確認を行っている。

メンバー

部会長 玄間 隆之 東京ガスケミカル（株）

 三木 健 大陽日酸（株）

 衣川 真治 岩谷産業（株）

 飯田 剛 エア・ウォーター（株）

 前田 久雄 日本エア ･ リキード（同）

 石川 隆一 大陽日酸（株）

 町野 彰 東京ガスケミカル（株）

事務局 前田 和也 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、エネルギー・環境関連では、WG で検証した FIT 賦課金減免認定結果を含めた電力料金の推移と

経団連低炭素社会実行計画フォローアップ調査 2018 年度のエネルギー使用量等の取りまとめ結果を確認、また事

務局で関係団体と連携して取組んだ地球温暖化対策の税負担拡大反対および発電側基本料金負担のあり方に関して

報告を受けた。化学品安全関連では、WG で検証した JIS 窒素の改訂必要なしと GHS に対応した産業ガスの分類・

表示・SDS ガイドブックの改訂について確認した。

2020 年度は、エネルギー・環境関連では、WG で継続して検証する FIT 賦課金減免認定結果を含めた電力料金

の推移と経団連低炭素社会実行計画フォローアップ調査 2019 年度のエネルギー使用量等の取りまとめ結果を確

認、更にエネルギー原単位の推移と検証結果等を踏まえて 2030 年目標の検討を行う。化学品安全関連では、WG

で検証を進めている SDS とラベルの改訂結果を確認する。

■ 2020年度活動スケジュール

4 月 23 日 第 1 回部会会議 書面開催（e-mail）

10 月 27 日 第 2 回部会会議
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部会紹介

産業 環境・安全部会 環境保全 WG
役 割

環境保全 WG は、省エネルギーに対する取組み結果・世間動向および今後の取組みを検証し、また行政

動向のフォローの一環で FIT 賦課金減免制度関連の情報収集と会員への周知等を行っている。

省エネフォローアップ小委員会を設置し、経団連低炭素社会実行計画フォローアップ調査を実施している。

メンバー

WG 長 石川 隆一 大陽日酸（株）

 垣見 康浩 エア・ウォーター（株）

 松崎 智之 日本エア ･ リキード（同）

 魚留 康弘 近畿炭酸（株）

 加藤 要 東京ガスケミカル（株）

 半田 梓 岩谷瓦斯（株）

 石川 邦彦 大陽日酸東関東（株）

事務局 前田 和也 JIMGA

◇省エネフォローアップ小委員会

委員長 石川 隆一 大陽日酸（株）

 松崎 智之 日本エア ･ リキード（同）

 野口 直樹 大陽日酸（株）

 小川 敬 岩谷産業（株）

 遠藤 宏俊 エア・ウォーター（株）

事務局 前田 和也 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、省エネルギーに対する取組みとして、

経団連低炭素社会実行計画フォローアップ調査 2018 年

度のエネルギー使用量等をまとめ日化協への報告を行い、

また FIT 賦課金減免制度見直し対応状況および関連情報

の収集・分析を行った。

2020 年度は、継続して調査・分析を行うと共に、エ

ネルギー原単位の推移と検証を中心に行って今後の取組

方針の再検討を行う。

■ 2020年度活動スケジュール

9 月 28 日 第 1 回 WG 会議 省エネフォローアップ調査およびエネルギー原単位の推移・検証

12 月中旬 第 2 回 WG 会議 エネルギー原単位の推移・検証、他

3 月中旬 第 3 回 WG 会議 同上
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部会紹介

環境・安全部会 化学品安全 WG
役 割

化学品安全 WG は、産業ガスに対する JIS・SDS 等の改定と高圧ガス取扱事業所で取扱う化学品に関す

るリスクアセスメント情報の提供を中心に行っている。

改訂・承認された最新版の SDS とラベル等は、JIMGA ウェブサイトに掲載している。

メンバー

WG 長 町野 彰 東京ガスケミカル（株）

 垣見 康浩 エア・ウォーター（株）

 長谷川 光一 知多炭酸（株）

 福田 靖 大陽日酸（株）

 菊地 一弘 昭和電工（株）

 澤田 裕一 岩谷産業（株）

 石田 達郎 日本エア ･ リキード（同）

事務局 前田 和也 JIMGA

■ 主な活動テーマ

2019 年度は、日本規格協会からの JIS 窒素の改定に関

する見直し依頼を受け、試験項目や規格基準の修正が無

いため各社関係部門に確認の上で、改定の必要なしとし

て回答した。また SDS に関連する JIS 改定により、『GHS

に対応した産業ガスの分類・表示・SDS ガイドブック』

の改訂を実施し、地域本部セミナーにて改訂の概要説明

を行った。併せて『一般高圧ガス 単体 14 種および混合

20 種』の参考 SDS 並びにラベルの改訂準備を進めた。

2020 年度は、『一般高圧ガス 単体 14 種および混合

20 種』の参考 SDS 並びにラベルの改訂の最終確認・承

認を得て JIMGA ウェブサイトでの更新・掲載を行う。

■ 2020年度活動スケジュール

6 月 16 日 第 1 回 WG 会議 SDS・ラベルの改訂、他　

10 月中旬 第 2 回 WG 会議 HACCP に沿った衛生管理指針、他

1 月下旬 第 3 回 WG 会議 同上

産業
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北海道

１ 役員一覧

代表地域本部長

北川 裕二
北海道エア・ウォーター（株） 
代表取締役社長

北海道地域本部

2 主な活動テーマ

2019年度は、従来エア・ウォーター株式会社殿への

業務委託により産業ガス部門、医療ガス部門それぞれ

に事務局長を配し2名体制で事務局を運営しておりまし

たが、４月１日より事務局統合及び独立した事務所を

開設いたしました。産業ガス部門の組織は技術・保安

部会と企画部会で活動を運用し、医療ガス部門は2019

年度に事業委員会を設立し協会会員の相互間の連携と

ともに保安強化で安全・安心・安定の普及と災害対策

の推進に取り組んでまいりました。

2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い

医療ガス部門では、COVID-19対策として北海道庁担

当者に容器消毒方法の指導をいただき医療ガス容器の

消毒方法について会員へ周知、札幌保健所から茨戸あ

かしやハイツでクラスターが発生したため緊急対応で

酸素ガス供給依頼が入り会員と供給体制を確立しまし

た。また北海道地区の医療従事者は講習会・セミナー

参加を控える様自粛指示がでており「医療ガス安全講

習会」を中止、会議等の行事は延期としております。

産業ガス部門は、各部会会議は中止・延期して書面に

より各委員へ連絡しながらJIMGA本部通達による感染

防止対策指針に従いJIMGA本部指示のテーマで「保安

セミナー」は開催する予定と視察会は函館地区を計画

しましたが、開催を中止することといたしました。

医療 産業 高橋 健 大陽日酸北海道（株）代表取締役社長

医療 産業 星 朝秋 函館酸素（株）代表取締役社長

医療 産業 竹田 純也 日本エア・リキード（同）
北海道支店 支店長

医療 産業 吉澤 尚芳 東邦アセチレン（株）
札幌営業所 営業所長

医療 鈴木 隆展 北海道エア・ウォーター（株）
医療事業部 事業部長

産業 笹原 敦 エア・ウォーター（株）総務部
事業管理グループ（札幌）管理 グループリーダー

■幹事

医療 門脇 要 フクダライフテック北海道（株）
常務取締役

産業 井上 亮 大陽日酸北海道（株）製造・技術部 課長

■監事
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3 2020 年度主要行事日程

日付 部門 行事名称 場所 行事概要

5月 医療 産業 第一回合同幹事会 書面開催 役員交代議案他 

5月 医療 産業 定時合同総会 書面開催 役員交代議案他

6月 産業 北海道高圧ガス容器管理委員
会総会 書面開催 役員交代議案他

8月 医療 医療ガスプラント・充塡工場
視察会 北海道内 検討した結果中止

9月 医療 医療ガス安全講習会 札幌市内 コロナ禍のため中止

9月 産業 高圧ガス輸送保安確保のため
の共同防災訓練 帯広市 コロナ禍のため中止

9月 医療 発電機と在宅製品動作検証Ⅱ 札幌市内 札幌医科大学公衆衛生講座共同研
究来年度延期

10月 産業 視察会 函館地区 検討した結果中止

10月 医療 産業 第二回合同幹事会 札幌市内 活動報告・収支見込等

11月 医療 北海道防災総合訓練 未定 HOT製品展示予定

2月 医療 医療ガス供給通信訓練 北海道庁と連携テレホン訓練予定

3月 産業 保安セミナー 札幌市内 自然災害対策等をテーマに予定

北海道地域本部事務局長　庄子 徳一 
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■ 主な活動テーマ

2019年度は、北海道主催の北海道防災総合訓練に前期５月後期10月ともに在宅酸素療法関係製品を避難場所であ

る会場で展示説明、９月には医療ガス安全講習会、11月には北海道医療機器販売協会と合同で会員向け合同研修会と

懇親会を開催した。また災害対策の強化として札幌医科大学公衆衛生学講座と共同で非常用発電装置と酸素濃縮装置

との動作検証も行い、北海道が主催する会議等にも積極的に参加した。

2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い北海道内の院内感染が多発した関係で医療機関側では学会や講

習会の参加は控える様指示が出され医療ガス安全講習会を中止、事業委員会のテーマである液化酸素の海上輸送問題

に関する会議等も延期、今年度計画していた活動は難しい状況である。但し書面による活動は行っていく予定でいる。

北海道防災総合訓練 医療ガス安全講習会非常用発電装置と酸素濃縮装置との動作検証

■ 2020年度活動スケジュール

 8月 医療ガスプラント・充填工場視察会 北海道医務薬務課同行予定

 9月 発電機と在宅製品動作検証Ⅱ 札幌医科大学公衆衛生学講座共同研究（来年度延期）

11月 北海道防災総合訓練　　 在宅酸素濃縮器等展示説明予定

 2月         　医療ガス供給通信訓練　 北海道庁と会員テレホン訓練予定

役 割

活動内容は、①北海道との協定書締結事項遂行に伴う項目（緊急連絡体制の更新・緊急通行車両事前届

出書更新・防災訓練等）②北海道防災総合訓練の参加と取組③医療ガス安全講習会の準備と開催④会員研

修会の準備と開催等会員や医療関係団体と行政関係に対して保安対策の推進・災害対策の強化を図る事を

目的とした事業委員会は2019年12月に組織化して活動している。

メンバー

 石黒 良太  函館酸素（株）
 松谷 仁志  エア・ウォーター・ 

テクノサプライ（株）
 高木 靖之 東邦北海道（株）
 鈴木 隆展 北海道エア ･ ウォーター（株）

 門脇 要  フクダライフテック 
北海道（株）

 丸山 智由 帝人ヘルスケア（株）
 鈴木 秀一 （株）サンケミ
 深澤 栄一 大陽日酸北海道（株）

事業委員会医療
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■ 主な活動テーマ

2019年度は、技術・保安部会会議を６月に開催、委員11名と北海道溶材商業会事務局長１名にも参加していただ

き保安セミナーのテーマと日程について決議し、10月にCE（コールドエバポレーター）に関する保安セミナーを開

催した。また、高圧ガス容器特別回収月間の回収運動には長期停滞容器の回収と放置容器の撲滅に努めた。2020年

度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で活動が限られており、保安セミナーを無事開催することと新年度に向け部

会の検討課題である炭酸ガス保安講習会の検討も行っていき保安対策や災害対策の強化に向けた活動を考えている。

保安セミナー（講義）保安セミナー（挨拶）

■ 2020年度活動スケジュール

7月 部会長・事務局会議 保安セミナー準備

9月 高圧ガス輸送保安確保のための共同防災訓練　　 高圧ガス輸送保安対策（中止）

3月 保安セミナー 自然災害対策等をテーマに予定

役 割

技術・保安部会の活動内容は、①行政関係や関係保安部署との連携を図る②コンプライアンスの徹底と

保安の確保を第一に安全・安心の確立を目指すことである。保安対策の推進では会員と北海道溶材商業会

会員向け保安セミナーを会員の要望を取り入れたテーマで部会メンバーとセミナーを行っている。また、

災害時対策の強化では北海道産業保安監督部等と緊急体制で連携し、共同防災訓練に参加している。

メンバー

部会長 横山 則美  エア・ウォーター（株）

 清水 和美 大陽日酸北海道（株）

 中山 稔 函館酸素（株）

 重塚 穀 日本エア・リキード（同） 

 有田 健二 東邦北海道（株）

 三浦 克仁 高圧ガス工業（株）

 山本 和彦 北海道アセチレン（株）

 深井 義昭 日本液炭（株）

 土田 恭裕 北海道エア・ウォーター（株）

 石本 範章 共同炭酸（株）

 三浦 岳 苫小牧共同酸素（株）

技術・保安部会 産業
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■ 主な活動テーマ

2019年度は、８月に企画部会会議を開催、事前に行った部会委員への視察会アンケート調査資料を基に視察会
の場所と時期並びに組織の在り方について決議し、10月の第二回合同幹事会では部会長を選任、11月に苫小牧地
区の北海道電力（株）苫東厚真火力発電所・北海道曹達（株）本社苫小牧事業所・トヨタ自動車北海道（株）３か所の工
場見学を行った。また、容器RFタグ推進会議では技術・保安部会長と合同で北海道会員の容器RFタグ推進状況・
北海道における今後の取組について検討した。

2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で活動が限られており、視察会を函館地区で計画していたが中止
することとし新年度に向けてKHKや地域防災協議会と共同協賛した保安対策として一般消費者向け講習会開催や交流
会等の検討を考えている。

北海道曹達（株）本社苫小牧事業所北海道電力（株）苫東厚真火力発電所 トヨタ自動車北海道（株）

■ 2020年度活動スケジュール

 7月 部会長・事務局会議 視察会準備

10月 視察会　　　　　　　　　　　　　　　　　 検討した結果中止

役 割

企画部会の活動内容は、①所属会員の相互間向上を資するための交流と意思疎通に努めるとともに部会

間の連携とともに活動の充実を図る。②JIMGA本部における容器RFタグ運営委員会およびWGとの連携を

密にしてRFタグ普及推進を図る。会員との交流として視察会を毎年行っている。

メンバー

部会長 野村 和伯 エア・ウォーター（株）
 清水 和美 大陽日酸北海道（株）
 中山 稔 函館酸素（株）
 武田 公樹 エア・リキード工業ガス（株） 
 有田 健二 東邦北海道（株）
 橋本 和夫 高圧ガス工業（株）

 山本 和彦 北海道アセチレン（株）
 深井 義昭  日本液炭（株）
 志田 勝広 北海道エア・ウォーター（株）
 石本 範章 共同炭酸（株）
   三浦 岳   苫小牧共同酸素（株）
 澤谷 敬司 エア・ウォーター炭酸（株）

企画部会産業
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青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

１ 役員一覧

代表地域本部長

日向野 正行
大陽日酸（株）
執行役員 東北支社長

東北地域本部

2 主な活動テーマ

１）保安対策の推進

２）地域本部部会活動の推進

３）関係官庁・団体との連携強化

東北地域本部では例年仙台市防災訓練に参加してお

りますが、本年は新型コロナウイルス感染拡大により

防災訓練が中止となりました。このような訓練で別途

産業 大塚 清高 日本エア・リキード（同）東北支店長

産業 北﨑 幸治 第一開明（株）代表取締役社長

産業 立谷 保 高圧ガス工業（株）東北地区長

産業 相場 栄利 （株）相場商店 代表取締役社長

産業 松川 憲司 岩谷産業（株）仙台支店長

■幹事

医療 産業 山形県支部長 本間 隆生 山形酸素（株）代表取締役社長

医療 青森県支部長 葛西 信二 （株）東酸 代表取締役社長

医療 秋田県支部長 相場 栄利 （株）相場商店 代表取締役社長

医療 岩手県支部長 笠井 健 北良（株）代表取締役社長

医療 宮城県支部長 窪田 英一 （有）クボタ商会 代表取締役

医療 福島県支部長 渡辺 明宏 （株）郡山酸素商会 専務取締役

産業 河合 昌人 東北エア・ウォーター（株）代表取締役社長

産業 飯塚 義浩 東邦アセチレン（株）上席執行役員 営業本部長

■副本部長

医療 伊藤 武彦 カガク興商（株）代表取締役社長

医療 伊藤 聡 東邦アセチレン（株）メディカル営業部長

産業 熊谷 孝嘉 岩手工業（株）代表取締役社長

産業 水口 宏之 日本液炭（株）東北支社長

■監事
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3 2020 年度主要行事日程

日付 部門 行事名称 場所 行事概要

5月29日 医療 産業 地域本部合同役員会 書面開催 役員改選・決算／予算他 

6月9日 医療 産業 東北地域本部定時総会 書面開催 役員改選・決算／予算他

7月21日 医療 医療ガス安全講習会 青森県支部

9月9日 医療 産業 本部／地域合同役員会 メトロポリタン
仙台

新型コロナウイルス感染拡大により
8月4日付で中止決定となりました。

10月27日 医療 医療ガス安全講習会 秋田県支部

12月6日 医療 MGR認定試験 仙台
ガーデンパレス

1月 医療 産業 地域本部合同役員会 未定

2月16日 医療 MGR更新時講習 仙台
ガーデンパレス

2月 産業 高圧ガス保安セミナー 未定

東北地域本事務局長　嶋崎 邦夫 

地元高圧ガス協会殿と連携した活動を例年実施してお

り、先の東日本大震災の教訓もふまえて実践に則した

訓練を心がけております。

さらに地元高圧ガス協会殿のメンバーと、医療ガス・

機器について行政より供出要請されることを前提とし

た連絡訓練や、鳥インフルエンザが発生した際の防疫

用炭酸ガス資機材の供給連絡訓練も例年定期的に実施

しております。

不測の事態に備えることが目的ですが、このような

訓練の結果を行政に報告することで協会活動を認識い

ただくとともに、行政側で事前に用意できることを打

ち合わせるなどして円滑なコミュニケーションを醸成

しております。

一方昨今の状況ですが、2019年度は秋に東北地方を

台風15・19号が襲い、大規模な水害や土砂崩れが発生　

致しました。その際、洪水により高圧ガス容器流出事

故が発生しております。

2020年度は今般JIMGAで策定した「高圧ガス充てん

工場及び貯蔵所の自然災害対策指針」にもその対策内

容が盛り込まれておりますので、周知（事故防止）に

力を入れたいと考えております。さらに自然災害他で

発生した放置容器についても、　所有者の調査と返却を

行うこと・地元行政と連携することで撲滅を目指して

まいります。

また前述の通り新型コロナウイルス感染拡大により、

各種行事も延期・中止・書面開催といった事態になっ

ておりますが、地域本部会員殿や各部会委員殿と方法

を模索するなどして、保安活動や各種教育・啓発活動

を展開して参りたいと考えております。
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役 割

東北地域本部医療ガス部門は東北各県に支部を配置し、薬機法や高圧ガス保安法の周知・MGR制度の認

知活動・災害時の医療ガス供給体制維持・保安教育活動などのテーマをそれぞれの県支部で取り組んでお

ります。

医療ガス安全講習会（草の根講習会）は北東北３県（青森・秋田・岩手）と南東北３県（山形・宮城・福島）

のブロックに分け、どちらか一方のブロックで年に３県（３会場）ずつ開催しております（翌年はもう一

方のブロックで同様に開催）。講習会には熱心な受講者が多数来場いただいており、最近は96通知に関して

講習会終了後にもお問い合わせをいただくなど、意識の高い講習会となっております。

メンバー

【岩手県支部】
支部長 笠井 健 北良（株）
副支部長 熊谷 孝嘉 岩手工業（株）
幹事 千葉 厚 東北酸素（株）
 北﨑 幸治 第一開明（株）
 細谷地 茂陽 （株）細谷地
 岩城 礼子 日興酸素（株）
 早川 政志 （株）三櫻
 大上 譲二 東邦岩手（株）
監事 立谷 保 ウェルテック（株）
 堀内 健一 岩手酸素（株）
 

【宮城県支部】 
支部長 窪田 英一 （有）クボタ商会
副支部長 荒川 元一 （株）荒川七衛商店
幹事 伊藤 武彦 カガク興商（株）
 山木 俊一 （株）千代田
会計監事 坂本 宏信 気仙沼酸素（株）

【青森県支部】
支部長 葛西 信二 （株）東酸
副支部長 工藤 良一 （株）工藤酸素店
 佐藤 晃 山正酸素（株）
 佐藤 俊邦 東北エア・ウォーター（株）
監事 福原 啓文 マル商ガス（株）
 高森 俊一 陸奥高圧ガス（株）

【秋田県支部】
支部長 相場 栄利 （株）相場商店
副支部長 遠山 進 太平熔材（株）

【山形県支部】
支部長 本間 隆生 山形酸素（株）

【福島県支部】
支部長 渡辺 明宏 （株）郡山酸素商会
副支部長 中村 将 大陽日酸（株）
 渡邊 誠 東邦アセチレン（株）
幹事 山崎 隆雄 （株）ユミヤマ
 鳥羽 孝生 若松ガス（株）
 渡部 敏雄 （株）日立商事
会計監事 佐藤 雅彦 山正酸素（株）

県支部会医療
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■ 主な活動テーマ

高圧ガス保安セミナーではJIMGA講習テーマに加えて地域独自テーマも設定しております。講習検討会では受

講者の目線でテーマ選定を行い、理解度をより深めるべくテーマに沿った現物展示なども行っています。

また新規技術の知識習得とその活用検討を目的に技術研修会を定期的に開催しています。2019年度はオープン

して間もない函館酸素（株）殿充てん所にて、最新の設備と充てん技術を、また理研計器（株）殿ではセンサー工場見

学および動作プロセスについて講義をいただき、その原理に理解を深めました。

尚、本年度は新型コロナウイルス感染拡大により、例年に実施している会議が現時点で開催できておりません。

役 割

産業ガス部門の保安教育企画全般と技術検討を担当する部会です。「高圧ガス保安セミナー」における保

安教育ツールの企画と、年に3回の会議・年に一度の講習会を開催し、定期的な活動を心がけております。

メンバー

部会長 石森 秀彦 大陽日酸（株）
 小山 博幸 仙台日酸（株）
 玉井 義明 太平熔材（株）
 佐々木 武敏 北日本アセチレン（株） 
 村上 晃也 岩手工業（株）
 山本 治雄 日本液炭（株）
 齋藤 善秀 山形酸素（株）

 藤田 敦 （株）東酸
 渡部 仁 荘内ガス（株）
 安齋 誠治 東邦アセチレン（株）
 佐藤 哲 カガク興商（株）
 村木 利雅 仙台アセチレン（株）
 池田 真 （株）福島共同ガスセンター
 吉村 雄介 東北エア・ウォーター（株）

技術保安部会産業

2019年度高圧ガス保安セミナー
「バルブの構造と事故事例」

2019年度　高圧ガス保安セミナー
「フレキシブルホース取扱い自主指針」
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2019年度合同技術研修会（函館酸素殿）2019年度合同技術研修会（理研計器殿）

■ 主な活動テーマ

３年に１度の保安講習会を開催しており、前回（2018年度）は機器の構造と取扱いやヒヤリハット事例といった

内容で、約50名の受講者を集めて開催されました。また定例の会議では、適宜本部委員を招いて事故事例などの新

たな情報交換や、鳥インフルエンザ防疫対応といった今後も起こりうるトラブルへの備えも話し合われております。

本年度は中止となっておりますが、例年技術保安部会と合同で技術研修会を開催しております。

役 割

産業ガスのなかでも特殊な物性をもち、かつ広く使用されている炭酸ガスの事故防止を目的に活動して

おります。

メンバー

WG 長 山本 治雄 日本液炭（株）

 馬場 剛 エア・ウォーター炭酸（株）

 柿本 明広 岩谷産業（株）

 名取 大輔 高圧ガス工業（株）

 永沢 良 昭和電工ガスプロダクツ（株） 

技術保安部会 炭酸ガス技術 WG産業

59



神奈川

栃木群馬

埼玉

東京

神奈川

新潟

山梨

（産）
静岡

茨
城

千
葉

長
野

１ 役員一覧

医療

代表地域本部長

岩澤 昌之
（株）イワサワ
代表取締役社長

産業

地域本部長

横谷 和貴
岩谷産業（株）
首都圏総合支社長　理事

関東地域本部

医療 市村 博 市村酸素（株）代表取締役

医療 鈴木 基雄 （株）千代田 取締役副社長

医療 堀口 吉彦 カンサン（株）専務取締役

医療 河内 信 日東物産（株）代表取締役会長

医療 野口 行敏 岡谷酸素（株）代表取締役　

医療 橘 隆之 （株）カネコ商会 代表取締役社長　

医療 横谷 和貴 岩谷産業（株）首都圏総合支社長 理事

医療 石川 英紀 ユニオンメディカル（株）代表取締役

医療 星 幸男 （株）星医療酸器 代表取締役社長

医療 柳川 隆則 （株）宝山産業 代表取締役社長　

医療 瓦井 浩之 光酸素（株）代表取締役社長

医療 土山 大輔 大陽日酸東関東（株）代表取締役社長

医療 河西 紀男 （株）渡商会 
取締役 営業本部 副本部長 事業部統括

医療 古市 誠司 帝人ヘルスケア（株）営業推進部 部長

産業 西田 猛志 関東エア・ウォーター（株）
常務取締役 産業事業部長

産業 澤井 淳巳 高圧ガス工業（株）
ガス事業本部 関東地区長

産業 中 武司 日本液炭（株）執行役員 関東支社長

産業 松村 伸一郎 岩谷瓦斯（株）
理事 ガス事業部 関東事業所長

産業 稲松 優 （株）鈴木商館 
営業本部 ガス営業部 部長

■幹事

医療 金井 信子 （株）小池メディカル 
第一技術部 マネージャー

医療 真田 一実 バイタルエア・ジャパン（株）
取締役副社長

医療 川本 武彦 （株）サイサン 代表取締役社長

医療 松岡 喜義 日本メガケア（株）代表取締役社長

医療 東山 健一 関東エア・ウォーター（株）
取締役医療事業部長

産業 武石 浩一 エア・ウォーター炭酸（株）東京支店長

産業 今井 智仁 東海溶材（株）ガス管理部長

産業 林 大三 昭和電工（株）産業ガス事業部　
産業ガスグループリーダー

■副本部長
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2 主な活動テーマ

JIMGA定款第3条及び4条に定める目的及び事業を受

け、地域に於ける環境・安全・保安・技術に関して、

JIMGA本部と連携し、地域本部の会員・消費者の方々

に対する周知徹底と教育・広報・情報の収集を行うこ

とを最重要課題としております。

産業ガス部門に於いては、各種講習会・セミナーを

JIMGA本部と協力しながら開催し、自主保安の拡充・

事故発生防止に努めています。

医療ガス部門も、同様に、講習会・セミナーは勿論

のこと、都・県の防災訓練、東京消防庁の訓練、緊急

電話の訓練等に支部を中心に積極的に参加して、災害

時に対応できる様、備えています。

2019年秋には、強風・大雨をもたらした台風に見舞

われ、広域停電・高圧ガス容器の流出が発生致しました。

また、新型コロナウイルス感染は首都圏を中心に多くの

感染者が出ています。この様な状況の下、感染予防対

策をとりながら、安全に対しての不断の努力をして参り

ます。その他、緊急連絡網の確立も行っています。

本年7月から開催の予定であった東京オリンピック

パラリンピックが、来年の同時期に延期になりました。

開催期間、その前後を含めた交通渋滞の対策について

も、啓発を行って参ります。

医療 簔口 勲 （株）世田谷酸素商事 取締役会長

医療 石岡 信也 昭和電工ガスプロダクツ（株）
経営企画部 主事

産業 中川 学 日本エア・リキード（同）
産業ガス事業本部 東日本統括本部 本部長

産業 坪井 亮 小池酸素工業（株）執行役員 東京支店長

■会計監事

3 2020 年度主要行事日程

日付 部門 行事名称 場所 行事概要

4月21日 医療 産業 第1回部門幹事会 書面開催 役員交代議案他 

5月12日 医療 関東地域本部定時総会 書面開催

9月14日 医療 産業 会長懇談会 芝パークホテル 中止

産業 産業ガス保安セミナー 未定 災害対策等、開催は検討中

医療 医療ガス安全講習会（草の根） 神奈川県、
埼玉県、栃木県 今年度は、中止

1月21日 医療 産業 関東地域本部賀詞交歓会 芝パークホテル

2月 産業 初級保安講習会 未定 開催は検討中

関東地域本部事務局長　蛭川 剛二 
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■ 主な活動テーマ

① 支部長会社が中心となり、医療ガス安全講習会（草の根）を毎年3地域で開催し、医療ガス従事者の方々に、

医療ガスの基礎知識・法改正に関連した情報の周知を行っています。

② 各都県又は市での防災訓練へJIMGA医療ガス部門県支部として参加し非常時に備えています。

③ 各都県との災害時協定マニュアルの見直しや整備を行っています。

④ 緊急通行車両事前登録申請は、各県により申請方法や使用方法が異なります。東京都の申請は、JIMGA関東

地域本部事務局が窓口となり、他県は一部を除き各支部長会社が窓口になっています。

役 割

①医療ガス安全講習会（草の根）の開催

②地域防災訓練への参加

③災害時協定マニュアルの整備

④緊急通行車両事前登録申請

メンバー

支部長 
　茨城県支部 大陽日酸東関東（株） 土山 大輔
　栃木県支部 光酸素（株） 瓦井 浩之
　群馬県支部 カンサン（株） 堀口 吉彦
　新潟県支部 （株）カネコ商会 橘 隆之
　埼玉県支部 （株）サイサン 川本 武彦
　千葉県支部 日本メガケア（株） 松岡 喜義

東京 23 区支部 日本メガケア（株） 松岡 喜義
東京多摩地区支部 市村酸素（株） 市村 博
神奈川県支部 （株）イワサワ 岩澤 昌之
長野県支部 岡谷酸素（株） 野口 行敏
山梨県支部 日東物産（株） 河内 信

関東地域本部 医療ガス部門医療

防災訓練（群馬県・富岡市総合防災訓練）
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■ 主な活動テーマ

「初級保安講習会」
2009年度から開催を始め、独自に作成した講習会資料をもとに、無償で講習会を開催しています。

受講者数は毎年70名を超え、新入社員・ベテラン社員・工場関係者・事務職等のあらゆる部門・階層の方々に

産業ガスの基礎知識・保安の基礎・事故事例をメインとして、わかりやすい内容の講習を続けております。また、

法改正にも対応した最新の情報を提供し続けています。

毎年２月頃、都内の会場で、容器RFタグの説明会と同時開催しております。

役 割

会員、委員の技術知識向上のため、会議・研修会見学会を行い、情報を共有しています。

また、「初級保安講習会」を毎年開催して、会員会社の若手社員、日頃ガスに触れたことのない管理関係

の方々に高圧ガスに関する基本的な知識を習得する場を提供しています。

メンバー

G 長 膳瀬 雄司 日本エア・リキード（同）

副 G 長 梶野 昭彦 岩谷産業（株）

 山崎 宗紀 大陽日酸東関東（株）

 大西 孝好 関東エア・ウォーター（株） 

 長谷川 正泰 小池酸素工業（株）

 石坂 英一 カンサン（株）

 今村 清孝 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 生田目 修志 東京ガスケミカル（株）

  坂本 一仁 大陽日酸（株）

技術保安部会 エア・ガス技術 G産業

初級保安講習会
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■ 主な活動テーマ

2020年の活動テーマは、逆火痕のある容器・調整器を収集して、各地で行われる防災訓練や講習会等で展示し、

防災の意識を向上させる。

役 割

本部溶解アセチレン技術WGと連携して会員への技術保安問題に関する情報を共有化し、会員の技術向上

に努めています。また、会議・研修会・見学会等を行い研鑽を深めています。

本部技術・保安部会と連携し、毎年、会員のニーズに合った題材を選び「産業ガス保安セミナー」の開

催運営を行い、会員の技術向上をサポートしています。

メンバー

G 長 西川 隆浩　 高圧ガス工業（株）

副 G 長 山邉 直樹 小池酸素工業（株）

　 村石 秀人 エア・リキード工業ガス（株）

       橋本 孝二　 （株）鈴木商館

 松下 勝美 関東アセチレン工業（株）

 石田 恒美 川口總合ガスセンター（株）

 吉田 智徳　 相模アセチレン（株）

 土方 和憲 岩谷産業（株）

 大岡 寛典 大陽日酸（株）

 鴇田 康治 田邊工業（株）

　 今井 克彦　 東海産業（株）

 田中 祐次　 東京高圧山崎（株）

 川人 政男　 東日本高圧（株）

 手塚 悦男 栃木共同アセチレン（株）

技術保安部会 溶解アセチレン技術 G産業

産業ガス保安セミナー
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■ 主な活動テーマ

2021年度の炭酸ガス保安講習会の準備として、講習内容・構成の検討を開始する。

役 割

本部炭酸ガス技術WGと連携し、会員への技術・保安に関する情報を共有化し、会員の技術向上に努

めています。また、会議・研修会・見学会等を行い研鑽を深めています。

他に、本部炭酸ガス技術WGと連携しながら、炭酸ガス保安講習会の開催運営を行っています。

この「炭酸ガス保安講習会」は、炭酸ガスの専門団体が昭和45（1970）年に第1回を行い、以後3年

に1回を目安に開催し、2018年度の開催で18回を数える歴史ある講習会です。

メンバー

G 長 大川 晃司 エア・ウォーター炭酸（株）

副 G 長 佐藤 久仁夫 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 庄司 昭史 高圧ガス工業（株）

    栁澤 十 上毛天然瓦斯工業（株）

 外谷 滋比古 岩谷産業（株）

 佐藤 高幸 日本液炭（株）

 生田目 修志 東京ガスケミカル（株）

技術保安部会 炭酸ガス技術 G産業

炭酸ガス保安講習会
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役 割

本部水素技術WGと連携し会員への技術保安問題に関する情報を共有化し、会員の技術知識向上に努めて

います。また、会議・研修会・見学会を行い研鑽を深めています。

メンバー

G 長 時田 豊志和 エア・ウォーター・ハイドロ（株）

副 G 長 今村 清孝 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 梶野 昭彦 岩谷産業（株）

  竹下 賢 関東エア・ウォーター（株）

 廣澤 徳幸 岩谷瓦斯（株）

 大山 裕之 （株）鈴木商館

 坂本 一仁 大陽日酸（株）

 石川 貴士 新潟水素（株） 

 澤田 庸介 丸由工材（株）

  清水 正樹 （株）渡商会

技術保安部会 水素技術 G産業

水素技術グループ研修会（電源開発（株）殿 若松総合事業所）
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■ 主な活動テーマ

・容器管理の活用と周知徹底

・放置容器・不明容器・長期停滞容器の撲滅

・事故情報等の共有

役 割

本部技術・保安部会との連携を強化して、技術保安問題に関する情報を共有し、公共の安全を守るため

自己責任による自主保安体制の確立を求め、所属会員一丸となって事故発生防止に努めています。

「容器管理指針」の活用及び周知徹底を行うと共に、企画部会容器回収推進Gと連携し、放置容器・不明

容器・長期停滞容器の撲滅を目指しています。

メンバー

部会長 今井 智仁 東海溶材（株）

副部会長 稲松 優 （株）鈴木商館

副部会長 柳川 隆則 （株）宝山産業

副部会長 市村 博 市村酸素（株）

副部会長 佐波 充 相模アセチレン（株）

        松谷 厚雄 関東酸素工業（株）

        鴨川 俊次  東邦酸素工業（株）

       奥村 眞治  KGK サービス（株）

        望月 悠平  富士酸素工業（株）

        徳永 哲一 城南共同酸素（株）

        宮原 英嘉 宮原酸素（株）

        北村 浩樹 東京高圧山崎（株）

        尾澤 昌仁 北関東日酸（株）

        平 政人  北関東東洋（株）

        澤井 淳巳 東洋高圧ガス（株）

   村田 義光 （株）市川総合ガスセンター

 阪田 亮 千葉エヌディーガスセンター（株）

 菊池 公彦 東横化学（株）

 堀 将之 静岡酸素（株）

 石田 恒美 川口總合ガスセンター（株）

 梅津 明仁 武蔵野ガスセンター（株）

 森田 英興 大陽日酸東関東（株）

    本島 章夫 東海産業（株）

   相川 浩二  日東物産（株）

      引地 淳悟  （株）TOKAI

   鈴木 実  カンサン（株）

    田中 宏明 城東日酸（株）

  酒井 隆光 東京酸素（株）

  吉田 昌平 ヨシダ高圧（株）

   田邊 英  田邊工業（株）

   島田 隆昭  （株）シマキュウ

  伊藤 謙吉  埼京日酸（株）

    西田 猛志  関東エア・ウォーター（株）

    橘 隆之  （株）カネコ商会

       羽多野 雄一  岡谷酸素（株）

      緒方 大樹  伊藤忠エネクス（株）

   瓦井 浩之  光酸素（株）

    茂垣 行雄  （株）星医療酸器

   梶野 昭彦 岩谷産業（株）

   前島 聡  フジオックス（株）

    河野 昌幸  （株）サイサン

充塡保安部会産業
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■ 主な活動テーマ

・容器管理の活用と周知徹底

・放置容器・不明容器・長期停滞容器の撲滅

・事故情報等の共有

役 割

企画部会容器回収推進グループとともに、地区毎の関連団体とも連携して、放置容器・不明容器・長期

停滞容器の回収を促進しています。

メンバー

部会長 今井 智仁 東海溶材（株）

副部会長 尾澤 昌仁  北関東日酸（株）

副部会長 柳川 隆則 （株）宝山産業

副部会長 徳永 哲一  城南共同酸素（株）

       稲松 優  （株）鈴木商館

     市村 博   市村酸素（株）

      佐波 充 相模アセチレン（株）

  鴨川 俊次 東邦酸素工業（株）

    望月 悠平 富士酸素工業（株）

   宮原 英嘉 宮原酸素（株）

     澤井 淳巳  東洋高圧ガス（株）

      相川 浩二  日東物産（株）

        荒井 誠樹 カンサン（株）

       田中 宏明 城東日酸（株）

      橘 隆之 （株）カネコ商会

     奥村 眞治 KGK サービス（株）

      羽多野 雄一 岡谷酸素（株）

   前島 聡  フジオックス（株）

充塡保安部会 地区代表者会産業

充塡保安部会 地区代表者会・容器回収推進グループ合同例会
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■ 主な活動テーマ

・容器管理の活用と周知徹底

・放置容器・不明容器・長期停滞容器の撲滅

・事故情報等の共有

役 割

本部技術・保安部会との連携を強化して、技術保安問題に関する情報を共有化し、公共の安全を守るた

め自己責任による自主保安体制の確立を求め、所属会員一丸となって事故発生防止に努めています。

「容器管理指針」の活用及び周知徹底を行うと共に、充塡保安部会と連携し、放置容器・不明容器・長期

停滞容器の撲滅を目指しています。

メンバー

G 長 清水 正樹  （株）渡商会

副 G 長 中川 学  日本エア・リキード（同）

 澤井 淳巳  東洋高圧ガス（株）

 大山 裕之  （株）鈴木商館

 川村 一史  日本液炭（株）

 中井 康夫  高圧ガス工業（株）

 上原 武   上毛天然瓦斯工業（株）

  柳川 隆則  （株）宝山産業

 大西 孝好 関東エア・ウォーター（株）

  梶野 昭彦 岩谷産業（株）

企画部会 容器回収推進 G産業

充塡保安部会 地区代表者会・容器回収推進グループ合同例会
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■ 主な活動テーマ

・何故普及しないのかを分析する

・技術的な課題・問題の洗い直しと検証

・容器RFタグ説明会を開催し、実機によるデモンストレーションを行い、啓発活動をする

・付加価値の発見

役 割

本部容器RFタグ運営委員会と連携し会員へのRFタグに関する情報を共有化し、会員への普及に努めてい

ます。毎年、容器RFタグ説明会を開催しています。

メンバー

G 長 中井 康夫 高圧ガス工業（株）

副 G 長 大西 孝好  関東エア・ウォーター（株）

      梶野 康治  岩谷産業（株）

     田中 宏明  城東日酸（株）

     渡部 智之  東京ガスケミカル（株）

 長谷川 正泰 小池酸素工業（株）

   佐藤 高幸 日本液炭（株）

  徳永 哲一 城南共同酸素（株）

  石田 恒美 川口總合ガスセンター（株）

 横谷 和貴 岩谷産業（株）

企画部会 容器 RF タグ推進 G産業

容器RFタグ説明会
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（医）
静岡愛知

岐
阜

三
重

１ 役員一覧

産業

代表地域本部長

西村 浩和
中部エア・ウォーター（株）
代表取締役社長

医療

地域本部長

南部 淳
（株）ナンブ　
代表取締役社長

東海地域本部

医療 産業 飯塚 浩幸 大陽日酸（株）執行役員 中部支社長

医療 産業 寺尾 直光 東亞テクノガス（株）代表取締役社長

医療 江場 大二 （株）エバ　代表取締役社長

医療 日野 敏宏 エア・ウォーター防災（株）
中部支店 支社長

医療 安部 元行 小池酸素工業（株）名古屋支店 支店長

医療 仲田 敏道 沼津酸素工業（株）代表取締役

医療 清水 伸介 竹中高圧工業（株）代表取締役社長

医療 伊藤 誠 （株）大合商会　取締役社長

医療 鈴木 敏之 豊田ガスセンター（株）代表取締役社長

医療 玉木 義裕 （有）大玉溶材　代表取締役

医療 江場 千津子 名古屋日酸（株）代表取締役社長

医療 鈴木 啓之 日本エア・リキード（同）中部統括本部長

産業 矢田 孝次 大陽日酸ガス＆ウェルディング（株）
名古屋支店 支店長

産業 高嶋 浩士 昭和電工ガスプロダクツ（株）
中部支店 支店長

■幹事

医療 清水 健司 静岡酸素（株）代表取締役社長

医療 産業 飯田 哲郎 名古屋酸素（株）代表取締役社長

医療 大島 康之 （株）大島商会　代表取締役

医療 川瀬 治彦 中京医療（株）代表取締役

産業 鋤柄 喜彦 大日本アガ（株）代表取締役

産業 宮田 達男 日本液炭（株）理事 中部支社長

■副本部長

代表監事 鈴木 啓之 日本エア・リキード（同）中部統括本部長

医療 矢野 健太郎 中部エア・ウォーター（株）
医療部 中部医療支店長

産業 出村 憲二 豊田ガスセンター（株）常務取締役 工場長

■監事

2 主な活動テーマ

2020年の年初めからの新型コロナウイルス感染症に

よる影響が自動車業界や医療関係、観光業界等に出て

きている中、産業・医療ガスへも深刻な状況になって

おります。会員各社におかれましても感染防止対策に
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3 2019 年度主な活動報告

①2019年東海地域本部定時総会（5月14日）

②第１回合同幹事会（4月23日）

　第２回合同幹事会（10月23日）

③ 支部会・愛知支部会（6月27日）

　・三重支部会（6月21日）・岐阜支部会（6月25日）

　・静岡支部会（7月3日）

④災害対策委員会　第１回（7月9日）第２回（3月25日）

⑤防災訓練　愛知県・豊橋市総合防災訓練（9月1日）

⑥静岡県医療ガス安全講習会（11月13日）

⑦愛知県災害時医療品等供給情報伝達訓練（3月4日）

4 2020 年度主要行事日程

日付 部門 行事名称 場所 行事概要

4月23日 医療 産業 第1回合同幹事会 書面開催 役員交代議案他 

5月19日 医療 産業 東海地域本部定時総会 書面開催 役員選出

7月29日 産業 産業ガス保安セミナー 中止

11月４日 医療 産業 第２回合同幹事会　
会長ミーティング 中止

11月11日 医療 岐阜県医療ガス安全講習会 中止

12月3日 産業 東海・北陸セミナー ウインクあいち

2月26日 医療 MGR更新時講習会 ウインクあいち

東海地域本事務局長　瀧本 徳吉 

注力され、思うような営業活動が行えない状況です。

また、各セミナーや講習会、総会などもほとんどが中

止となっております。

そのような状況下において東海地域本部として、

2020年度の活動を次のようなテーマにて行って参りた

いと思います。

①事故防止と法令遵守の周知徹底

②供給及び消費上の安全対策の推進

③災害時対策の強化

④ 自然災害時の高圧ガス充填所及び貯蔵所からの容

器流出防止対策

以上の４つの大きなテーマの内容にて、今年１年間

を会員各社と協力して進めて参ります。
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■ 主な活動テーマ

・ 医療ガス部門の各支部会については、医療ガスの保安、災害時の緊急車両、各県庁との関係、講習会及び防災

訓練の参加など保安や災害対策を中心に活動を行っています。また、MGR更新時講習会や新規導入にも積極

的に活動しています。

・医療ガス安全講習会の開催（年１回　各県持ち回り）

・各支部会の開催（年３回開催予定）

・各県の総合防災訓練への参加（愛知県・市総合防災訓練、静岡県総合防災訓練等）

・MGR更新時講習

役 割

各県に支部会を置き、医療ガスの安全・安心への取組、各県庁との関係やMGR更新時研修、医療ガス安

全講習会等の開催や準備。

メンバー

支部長 
　愛知支部　加藤 伸昭　名古屋酸素（株）

　岐阜支部　大島 康之　（株）大島商会

　三重支部　伊藤 洋司　中京医療（株）

　静岡支部　清水 健司　静岡酸素（株） 

支部会医療

静岡県医療ガス安全講習会の様子

「公益財団法人市民防災研究所より」
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■ 主な活動テーマ

・東海地区の災害時に備えた備蓄品の準備及びその管理

・緊急通行車両の管理、申請、変更手続き

・災害時メーリングテスト

・各県災害時医療ガス供給情報伝達訓練

・各地の防災訓練への参加

役 割

災害対策委員会については、各支部の医療関係の責任者が中心となり、災害に特化した運営を行ってい

ます。

メンバー

委員長 原田 敬市郎 （株）原田商店

 江場 大二 （株）エバ

 大島 康之 （株）大島商会

 清水 健司 静岡酸素（株）

 粕谷 貞晴 大陽日酸（株）

 伊藤 洋司 中京医療（株）

 矢野 健太郎 中部エア・ウォーター（株）

 加藤 伸昭 名古屋酸素（株）

 内田 大成 （株）ナンブ

 中村 久夫 名古屋日酸（株）

 中山 浩 日本エア・リキード（同） 

災害時対策委員会医療

愛知県・豊橋市総合防災訓練 静岡県医療ガス安全講習会の様子

74



■ 主な活動テーマ

・高圧ガス関連の研修会による情報収集
・定例会議（年３回）、幹事会（年２回）による情報の共有
・セミナーの開催
・法律改定時の対応及び地域会員への啓発活動

■ 主な活動テーマ

・38年経過容器に対する「充塡しない」「販売しない」「廃棄する」の啓発
・容器の早期回収活動
・不明容器の根絶
・安全な取り扱いの啓発

役 割

エアガス技術Gは、メーカー５社をメンバーとし、高圧ガス関連の事故防止、高圧ガス関連業者からの
要望の集約、発信。

メンバー

G 長 藤本 孝弘 東亞テクノガス（株）
 藤川 雅也 岩谷産業（株）
 三津田 真 中部エア・ウォーター（株）

 佐々木 丈志 大陽日酸（株）
 丸山 広倫 日本エア・リキード（同）

役 割

アセチレン技術Gは、アセチレンを「安心・安全に」を原点に非アスベスト容器化を促進しています。

メンバー

G 長 鋤柄 喜彦 大日本アガ（株）
 桐山 良成 イビデンケミカル（株）
 吉田 馨 高圧ガス工業（株）
 諏訪 高敏 大陽日酸（株）

 矢田 孝次  大陽日酸ガス＆ウェルディング（株）
 橋本 行雄 東海アセチレン（株）
 吉田 和広 岩谷瓦斯（株）
 前田 卓　 中部エア・ウォーター（株）

技術部会 アセチレン技術 G

技術部会 エアガス技術 G産業

産業

産業ガス保安セミナーの様子

38年経過容器ポスター掲示
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■ 主な活動テーマ

・炭酸ガス関連に対する事故防止対策
・炭酸ガス関連の情報収集及び共有化
・東海地域の炭酸ガス販売量の把握

■ 主な活動テーマ

・水素ガス関連の事故防止対策
・水素ガスの普及に向けた情報収集及び地域への配信
・東海地域の水素ガス出荷量の把握
・研修会による情報収集
・セミナー開催

役 割

炭酸ガス技術Gは、炭酸ガスに関する技術や製造量の状況をテーマとした活動を行っています。

メンバー

G 長 阪田 尚久 日本液炭（株）
 小田島 秀樹 岩谷産業（株）
 菊池 幹夫 エア・ウォーター炭酸（株）
 宮原 光彦 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 松葉 昇 大洋化学工業（株）
 五十子 智 知多炭酸（株）
 藤本 孝弘 東亞テクノガス（株）

役 割

水素技術Gは、水素の保安、技術をテーマとした活動を北陸も交えて行っています。

メンバー

G 長 藤本 孝弘 東亞テクノガス（株）
 吉田 和広 岩谷瓦斯（株）
 小田島 秀樹 岩谷産業（株）
 三好 拡 中部エア・ウォーター（株）

 宮原 光彦 昭和電工ガスプロダクツ（株）
 辻中 章 大陽日酸（株）
 丸山 広倫 日本エア・リキード（同）
 能町 康彦 北酸高圧瓦斯（株）

技術部会 水素ガス技術 G

技術部会 炭酸ガス技術 G産業

産業

研修会での記念撮影

東海・北陸セミナーの様子（水素ガスの安全な取扱い）
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■ 主な活動テーマ

・充塡作業中の安全確保、事故防止

・ボンベ流出対策

・事故事例の収集

役 割

充塡ガス技術Gは、充塡の安全性、技術に特化した充塡に携わるメンバーで運営を行っています。

メンバー

G 長 川原 哲也 中部エア・ウォーター（株）

副 G 長 廣田 勝吾 岩谷瓦斯（株）

 服部 裕次 大日本アガ（株）

 土肥 達矢 イワタニ三重ガスセンター（株）

 湊 洋治 春日井ガスセンター（株）

 藤城 清吾 サーラエナジー（株）

 新井 成和 岐阜エア・ウォーター（株）

 内田 久雄 協栄高圧ガス（株）

 新町 健児 共同高圧ガス工業（株）

 高垣 満正 ケミカルジャパン（株）

 安部 元行 小池酸素工業（株）

 青山 真理  （株）ジーシー東海

 坂下 公朗 杉浦高圧（株）

 吉岡 正弘 竹中高圧工業（株）

 宮坂 浩之 知多高圧ガス（株）

 三津井 篤 中京産商（株）

 出利葉 繁 東海ガスユナイテッド（株）

 出村 憲二 豊田ガスセンター（株）

 浜谷 毅 名古屋ガスセンター（株）

 加藤 伸昭 名古屋酸素（株）

 中村 久夫 名古屋日酸（株）

 原田 敬生 （株）原田商店

技術部会 充塡ガス技術 G産業

所有者表示の啓発ポスター
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産業ガス保安セミナーの様子

■ 主な活動テーマ

・高圧ガス関連の事故防止対策

・保安、技術の向上

・セミナー、講習会の立案及び開催

・高圧ガス関連の保安、技術、安全、安心に対する教育活動

役 割

保安教育Gは、セミナーの企画、行政への対応、教育、事故関連など保安に関することを中心に運営を行っ

ています。

メンバー

G 長 小田島 秀樹 岩谷産業（株）

 前田 卓 中部エア・ウォーター（株）

 新町 健児 共同高圧ガス工業（株）

 吉田 馨 高圧ガス工業（株）

 宮原 光彦 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 坂下 公朗 杉浦高圧（株）

 佐々木 丈志 大陽日酸（株）

 吉岡 正弘 竹中高圧工業（株）

 藤原 隆 中部液酸（株）

 菰渕 義秋 東亞テクノガス（株）

 服部 宗弘 名古屋酸素（株）

 丸山 広倫 日本エア・リキード（同）

 阪田 尚久 日本液炭（株）

 中村 久夫 名古屋日酸（株）

企画部会 保安教育 G産業

「公益財団法人市民防災研究所より」

東海・北陸セミナーの様子
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■ 主な活動テーマ

・容器管理及び所在確認

・高圧ガス容器事故事例の収集

・不明容器の根絶

・高圧ガス容器特別回収月間の実施

・高圧ガス関連の保安、技術、安全、安心に対する教育活動

役 割

容器回収Gは、容器を所有する会員から構成、容器の早期回収や不明容器等をテーマとして運営を行っ

ています。

メンバー

G 長 井上 洋一 豊田ガスセンター（株）

 土井 不可止 イビデンケミカル（株）

 藤田 健一 岩谷瓦斯（株）

 磯山 隆利 協栄高圧ガス（株）

 八田 正喜 高圧ガス工業（株）

 宮原 光彦 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 青山 真理 （株）ジーシー東海

 浅野 泰義 杉浦高圧（株）

 矢田 孝次 大陽日酸ガス＆ウェルディング（株）

 吉岡 正弘 竹中高圧工業（株）

 浅井 純 知多高圧ガス（株）

 小久保 光男 中京産商（株）

 川原 哲也 中部エア・ウォーター（株）

 川端 浩和 東亞テクノガス（株）

 出利葉 繁 東海ガスユナイテッド（株）

 大貝 信夫 名古屋ガスセンター（株）

 服部 宗弘 名古屋酸素（株）

 中村 久夫 名古屋日酸（株）

 久保 和博 日本エア・リキード (同）

 阪田 尚久 日本液炭（株）

 鈴川 武 大陽日酸（株）

 鈴木 隆信 大日本アガ（株）

企画部会 容器回収 G産業
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役 割

RFタグの普及活動

メンバー

G 長 川原 哲也 中部エア・ウォーター（株）

 菰渕 義秋 東亞テクノガス（株）

 鈴川 武 大陽日酸（株）

 久保 和博 日本エア・リキード（同）

 八田 正喜 高圧ガス工業（株）

 鋤柄 喜彦 大日本アガ（株）

 矢田 孝次 大陽日酸＆ウェルディング（株）

 高嶋 浩士 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 永原 竜哉 日本液炭（株）

 藤川 雅也 岩谷産業（株）

 遠矢 拡次 竹中高圧工業（株）

 飯田 哲郎 名古屋酸素（株）

 新町 健児 共同高圧ガス工業（株）

 坂下 公朗 杉浦高圧（株）

 斎藤 輝久 名古屋ガスセンター（株）

 南部 淳 （株）ナンブ

 清水 健司 静岡酸素（株）

 大島 康之 （株）大島商会

 伊藤 洋司 中京医療（株）

 江場 大二 （株）エバ

企画部会 RF タグ WG産業
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富山

福井

石
川

１ 役員一覧

代表地域本部長

中村　顕
宇野酸素（株） 
代表取締役社長

北陸地域本部

2 主な活動テーマ

北陸地域本部は、産業ガス部門では、

（１）保安の推進－高圧ガス消費者保安講習会の開催

（２）会員研修会の実施

（３） 放置容器の撲滅－北陸各県監修「容器管理指針」

「リーフレット」の活用

（４） 長期停滞容器の撲滅「容器使用料の考え方」の

活用

に取り組んでいます。それぞれのテーマについて、

北陸高圧ガス溶材組合と連携して活動しております。

医療ガス部門では、「医療事故防止」や「法規制への

対応」等がありますが、医療施設でのボンベ取り違え

防止や、医療ガス設備の「安全管理の拡充」と「資質

の向上」を目指します。

2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止対策が

必要になります。いろいろな制約があり、不自由な活

動になりますが、感染予防対策ガイドラインを参考に

活動する予定です。

医療 桐田 信也 日星産業（株）取締役富山支店長 産業 森本 直和 北酸高圧瓦斯（株）代表取締役社長

■副本部長

医療 岡田 智洋 大陽日酸（株）北陸支店長

医療 石川 昇 中部エア・ウォーター（株）北陸支店長

医療 犬飼 茂樹 宇野酸素（株）メディカル事業部長

産業 森川 祐次 日本エア・リキード（同）北陸支店長

産業 丹羽 信嗣 北越アセチレン（株）代表取締役社長

産業 田中 浩昭 日本液炭（株）富山営業所長

■幹事

医療 酒井 智俊 サカヰ産業（株）代表取締役社長 産業 岡田 智洋 大陽日酸（株）北陸支店長

■監事

谷屋 五郎 宇野酸素（株）代表取締役会長

■相談役
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3 2020 年度主要行事日程

日付 部門 行事名称 場所 行事概要

5月15日 医療 産業 北陸地域本部幹事会 書面開催 役員交代議案他 

5月22日 医療 産業 北陸地域本部定時総会 書面開催

10月12日 医療 産業 北陸地域本部幹事会 中止

10月12日 医療 産業 会長・地域本部懇談会 中止

11月9日 医療 産業 高圧ガス消費者保安講習会 1年延期

12月3日 産業 JIMGA東海・北陸セミナー ウィンク愛知

1月14日
または15日

医療 産業 2021年 賀詞交歓会
ホテル日航金沢
またはANAクラウン 
プラザホテル金沢

新型コロナウイルス感染拡大の
状況により流動的。11月中旬に
開催の有無を含めて決定する。

2月19日 医療 MGR更新時集合講習会 石川県地場産業
振興センター

北陸地域本事務局長　中村 孝

　講習会【高圧ガス消費者保安講習会】会員研修会【容器メーカー見学】　
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役 割

北陸地域本部医療ガス部門は、北陸3県に県支部を設置し、それぞれの地域特性に応じた保安活動や教育

研修活動を展開しています。

メンバー

【福井県支部】
支部長 中村 顕 宇野酸素（株）
会員 関 弘予旨 （株）エバ
 大崎 誠　　 （株）エバホームケアサービス
 畠中 義弘 （株）ミタス
 鈴木 肇 北陸エア・ケミカルズ（株）
 水口 正行 北陸イワタニガス（株）

【石川県支部】
支部長 犬飼 茂樹 宇野酸素（株）
会員 森 卓也 岩谷産業（株）
 亀屋 敏孝 岩谷瓦斯（株）
 上村 明 （株）上村産業
 中川 貴之 フクダライフテック北信越（株）
 加藤 拓二 北陸液化産業（株）
 斉藤 裕二 セントラルメディカル（株）

【富山県支部】
支部長 酒井 智俊 サカヰ産業（株）
会員 倉田 義信 イワタニ北陸ガスセンター（株）
 中崎 浩幸 宇野酸素（株）
 吉田 勉 昭和酸素（株）
 坂本 靖明 昭和電工セラミックス（株）
 石川 昇 中部エア・ウォーター（株）
 深谷 和則 東亜テクノガス（株）
 桐田 信也 日星産業（株）
 森川 祐次 日本エア・リキード（同）
 岡田 智洋 大陽日酸（株）
 西 浩起 北酸（株）
 森本 直和 北酸高圧瓦斯（株）
 能森 幸男 東洋工器（株）
 山本 正勝 北陸イワタニガス（株）

県支部メンバーの紹介医療

会員研修会【容器メーカー見学】
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■ 主な活動テーマ

全員参加型で活動しております。産業ガス部門17会員

中14会員が所属しております。

北陸高圧ガス溶材組合と連携し、

　（１）高圧ガス消費者保安講習会の開催

　（２）会員研修会の企画

　（３）放置容器の撲滅

　（４）長期停滞容器の撲滅

に取り組みます。

■ 2020年度活動スケジュール

 7月 年間計画行事の詳細決定

11月 高圧ガス消費者保安講習会

11月 会員研修会

12月 JIMGA東海・北陸セミナー

役 割

企画部会は、産業ガス部門の企画全般を担当します。下部組織に容器RFタグ推進グループと容器回収グ

ループがあります。

メンバー

部会長 森本 直和 北酸高圧瓦斯（株）

委員 中村 顕 宇野酸素（株）

 森 卓也 岩谷産業（株）

 石川 昇 中部エア・ウォーター（株）

 森川 祐次 日本エア・リキード（同）

 岡田 智洋 大陽日酸（株）

 亀屋 敏孝 岩谷瓦斯（株）

 田中 浩昭 日本液炭（株）

 馬場 信幸 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 堀川 徹 直江津アセチレン（株）

 佐土平 誠 新潟高圧ガス（株）

 丹羽 宏彰 北越アセチレン（株）

 谷屋 五郎 三国液酸（株）

 鈴木 肇 北陸エア・ケミカルズ（株）

企画部会 産業

講習会【高圧ガス消費者保安講習会】
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■ 主な活動テーマ

全員参加型で活動しております。産業ガス部門17会員中17会員全員が所属しております。活動内容は企画部会

と同じ内容になります。

北陸高圧ガス溶材組合と連携し、

　（１）高圧ガス消費者保安講習会の開催

　（２）会員研修会の企画

　（３）放置容器の撲滅

　（４）長期停滞容器の撲滅

　に取り組みます。

■ 2020年度活動スケジュール

 7月 年間計画行事の詳細決定

11月 高圧ガス消費者保安講習会

11月 会員研修会

12月 JIMGA東海・北陸セミナー

役 割

技術保安部会は、産業ガス部門の安全・技術・保安等に関する調査と会員への普及活動を行います。実

務作業は企画部会が実行しております。

メンバー

部会長 森本 直和 北酸高圧瓦斯（株）
委員 中村 顕 宇野酸素（株）
 森 卓也 岩谷産業（株）
 石川 昇 中部エア・ウォーター（株）
 森川 祐次 日本エア・リキード（同）
 岡田 智洋 大陽日酸（株）
 亀屋 敏孝 岩谷瓦斯（株）
 田中 浩昭 日本液炭（株）
 馬場 信幸 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 堀川 徹 直江津アセチレン（株）
 佐土平 誠 新潟高圧ガス（株）
 丹羽 宏彰 北越アセチレン（株）
 谷屋 五郎 三国液酸（株）
 鈴木 肇 北陸エア・ケミカルズ（株）
 深谷 和則 東亜テクノガス（株）
 渡辺 博之 北陸液酸工業（株）
 吉田 一成 上毛天然瓦斯工業（株）

技術保安部会 産業
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賀京都

大
阪

兵
庫

奈
良

和歌山和歌山

１ 役員一覧

産業

代表地域本部長・地域本部長

姫尾 和彦
日本エア・リキード（同）
関西統括本部　本部長

近畿地域本部

医療 岡野 洋太郎 （株）神戸サンソ 代表取締役社長

医療 馬場 俊和 （株）馬場酸素 代表取締役

産業 林 健 大陽日酸（株）執行役員 関西支社長

産業 田端 弘司 エア・ウォーター炭酸（株）
営業部 大阪支店 支店長

産業 林 稔 浪速酸素（株）代表取締役社長

■副本部長

医療 井戸 康晴 ティアイメディカル（株）代表取締役会長

医療 古澤 久 （株）Kist 産業ガス部門 事業部長

医療 西口 耕平 関西医療（株）
ガスメディカル事業部 次長

医療 上西 幸信 （株）タイガー薬品 代表取締役

医療 有田 英生 （株）水島酸素商会 常務取締役

医療 馬場 裕子 （株）ババ 代表取締役

■常任幹事

医療

地域本部長

大井 常義
（株）大和サンソ
代表取締役社長

医療 林 健 大陽日酸（株）執行役員 関西支社長

医療 塘 善次 岩谷産業（株）近畿総合支社 大阪支店長

医療 見山 昌一 日本エア・リキード（同）
医療ガス事業部 中日本営業部 担当部長

医療 梅本 勝裕 近畿エア・ウォーター（株）
大阪医療営業所 所長

医療 山本 誠一 小池酸素工業（株）大阪支店 支店長

医療 岩隈 秀峰 浪速酸素（株）代表取締役専務

医療 久徳 正範 大丸エナウイン（株）
医療・産業ガス事業本部 在宅・医療ガス部

医療 石神 弘行 （株）キンキ酸器 取締役相談役

医療  産業 佐津 由倫 近畿エア・ウォーター（株）
和歌山支店 支店長

医療 松田 圭司 （株）セントラルユニ 大阪支社 支社長

医療 𠮷川 健一 エア・ウォーター防災（株）
医療事業部 西部営業部 部長

医療 土田 和久 谷口酸素工業（株）代表取締役社長

産業 佐藤 義行　 岩谷産業（株）近畿総合支社 副支社長

産業 木津 博司　 近畿エア・ウォーター（株）
代表取締役社長

産業 田中 政弥　 協和ガス（株）取締役 第１事業部長

産業 村上 孝一　 高圧ガス工業（株）堺工場 工場長

■幹事
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2 主な活動テーマ

2019年度は、近畿地域本部・各支部として大阪府高

圧ガス防災訓練、新型インフルエンザ等対策にかかる

情報伝達訓練、兵庫県災害対策防災訓練及び滋賀県総

合防災訓練に参加しました。放置容器の回収実績とし

ては、全国一斉特別回収運動期間内の回収容器も含め

て2,230本の容器回収を行いました。また、近畿地域本

部各部会には、本部事務局からも参加し、本部活動内

容の報告、地域本部としての要望を提案しました。

2020年度は、高圧ガス容器の自然災害時流出防止対

策の確実な実施を優先課題とし、近畿地域本部主催保

安セミナーのテーマとして災害対策を取り上げ確実な

対策を実施していきます。各地域で開催される防災訓

練にも積極的な参加を予定しています。関係機関と協

力し放置容器の撲滅活動も継続していきます。また、

近畿地域本部各部会と本部関連各WGで連携し、規制緩

和等の要望実現に向けての活動を予定しています。

医療 古野 照夫 大協物産（株）代表取締役 医療 神田 保男 近畿酸素（株）顧問

■顧問

3 2020 年度主要行事日程

日付 部門 行事名称 場所 行事概要

4月15日 医療 産業 第1回部門幹事会 書面開催 総会議案書事前承認 

6月8日 医療 産業 近畿地域本部定時総会 書面開催 議案書審議・採決

8月5日 医療 産業 保安セミナー 大阪科学技術センター
・安全統計
・自然災害対策指針
・水素の安全な取扱

10月20日
（中止）

医療 産業 会長懇談会 メルパルク大阪

12月6日 医療 MGR認定試験 伊藤佑クリエイト
センター大阪本町

1月6日 医療 産業 近畿地域本部賀詞交歓会 スイスホテル南海大阪

2月4日 医療 MGR更新時講習会 大阪科学技術センター

医療 那須 隆 高圧ガス工業（株）近畿地区統括工場長

医療 馬場 明 （株）セルフ 代表取締役

産業 黒津 歩 大阪ガスリキッド（株）常務取締役

産業 山本 誠一 小池酸素工業（株）大阪支店 支店長

■監事

近畿地域本部事務局長　徳冨 栄一郎 
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府県支部会医療

役 割

各府県単位での関係行政機関との連携。各支部単位で開催される講習会（医療ガス安全講習会）などの

計画及び実施。

メンバー

大阪府支部 支部長 馬場 俊和 （株）馬場酸素

兵庫県支部 支部長 岡野洋太郎 （株）神戸サンソ

京滋支部 支部長 古澤 久 （株）Kist

奈良県支部 支部長 大井 常義 （株）大和サンソ

和歌山県支部 支部長 佐津 由倫 近畿エア・ウオーター（株）

副支部長 石神 弘行 （株）キンキ酸器

副支部長 大岡 久晃 （株）大岡酸素商会

副支部長 土田 和久 谷口酸素工業（株）

副支部長 伏山 英男 （株）伏山酸素商会

副支部長 上西 幸信 （株）タイガー薬品

■ 主な活動テーマ

各府県単位で開催される防災訓練での医療ガス供給訓練への参加。各支部単位で開催される医療ガス安全講習会

（草の根講習会）の開催計画及び実施。災害時緊急車両事前届出車両状況の管理。近畿地域本部災害時対策運営要

綱の更新。各府県関係行政機関との連携。

（滋賀県での総合防災訓練）
■ 2020年度活動スケジュール

9月頃 近畿地域本部災害時対策運営要綱の更新

未定 防災訓練
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役 割

充塡ガス部会は、充塡工場の維持・管理及び充塡作業に関する安全・保安推進活動。地域本部会員各社の

充塡工場・充填作業課題の検討。関係官庁及び関係他団体の動向報告・確認。放置容器撲滅及び回収活動の

推進・実施。JIMGA本部関連各WG活動への要望提案、規制改革要望項目の提案。

メンバー

部会長 林 稔  浪速酸素（株）

副部会長 五郎大 幸司 （株）大阪パッケージガスセンター

副部会長 辰巳 友亮 タツミ産業（株）

副部会長 森脇 勝久 森脇産業（株） 

副部会長 佐津 由倫 近畿エア・ウォーター（株）

 永田 裕信 大阪車輌工業（株）

 横山 亮 （株）関西ガスファースト

 坂本 義明 大丸エナウィン（株）

 竹中 俊輔 大和熔材（株）

 宮﨑 順平 （株）マスコール

 伏山 英男 （株）伏山酸素商会

 大岡 久晃 （株）大岡酸素商会

 神田 保男 近畿酸素（株）

 高浜 充治 高浜酸素（株）

 福谷 智司 （株）ニッコーコーポレーション

 堀田 秀樹 ネクスト・ワン（株）

 富田 将史 姫路ダイサン（株）

 藤田 陽一 藤田酸素工業（株）

 中森 信輔 （株）泉産業

 難波 太郎 京都帝酸（株）

 髙橋 寛 滋賀カーバイド（株）

 竹内 光男 新宮酸素（株）

■ 主な活動テーマ

今までは、４支部（大阪・奈良支部、兵庫支部、京都・滋賀支

部、和歌山支部）で活動していましたが、2019年度から充塡ガ

ス部会を一つの部会として活動を始めました。年２回の部会では、

本部各WG担当事務局も参加し、本部各WGの活動状況及び活動

成果を報告してもらいました。地域本部からは、リスクアセスメ

ント実施方法を分かりやすく説明した資料を作成して欲しい等の

多くの活動要望や規制改革要望案の提案があり、本部WGで今後

の活動テーマとして検討することになりました。

2020年度は、今までの活動を継続し、主に放置ボンベ撲滅活

動の継続、及び、今期JIMGAとしての優先課題である、「高圧ガ

ス充塡工場及び貯蔵所の自然災害対策指針」に準じた対策実施を

進めていく予定です。

■ 2020年度活動スケジュール

 7月頃 第１回部会

11月頃 第２回部会

充塡ガス部会産業

大阪市消防局と協同で作成した
放置ボンベ撲滅週間ポスター
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役 割

技術・保安部会は、産業ガス部門の技術・保安に関する安全・保安推進活動。地域本部会員各社の技術・
保安関連課題の検討。関係官庁及び関係他団体の動向報告・確認。近畿地域本部主催保安セミナーの計画・
立案・実施。高圧ガス関連の研修・見学会の計画・立案。JIMGA本部関連各WG活動への要望提案、規制改
革要望項目の提案。

メンバー

部会長 田端 弘司 エア・ウォーター炭酸（株）
副部会長 村上 孝一 高圧ガス工業（株）
副部会長 藤井 和重 大陽日酸（株）
 石井 政行 尼崎水素販売（株） 
 中森 信輔 （株）泉産業
 小堀 孝司 イビデンケミカル（株）
 三宅 一也 岩谷瓦斯（株）
 小林 靖昌 岩谷産業（株）
 中野 真一 エア・ウォーター（株）
 内田 睦 大阪ガスリキッド（株）
 大岡 久晃 （株）大岡酸素商会

 石井 長文 協和ガス（株）
 川内 隆弘 近畿エア・ウォーター（株）
 岩見 憲二 近畿炭酸（株）
 山本 誠一 小池酸素工業（株）
 三宅 秀典 昭和電工ガスプロダクツ（株）
 椋橋 明次 大陽日酸ガス＆ウェルディング（株）
 八尋 正昭 日本エア・リキード（同）
 輪島 茂光 日東高圧化学工業（株）
 前川 清志 日鉄ケミカル & マテリアル（株）
 近藤 航 日本液炭（株）

■ 主な活動テーマ

今までエアガス・アセチレン技術グループ、水素・炭酸技術グループで別々に活動していましたが、2019年度
から一つの部会として活動を始めました。年２回の部会では、本部各WG担当事務局からも部会に参加し、本部各
WGの活動状況及び活動成果を報告してもらいました。地域本部からの活動要望項目及び規制改革要望案の提案が
あり、本部WGで今後の活動テーマとして検討することになりました。10月には、近畿地域本部の研修として、酸
素吹石炭ガス化複合発電所の大崎クールジェン（株）見学会を計画し開催しました。２月には高圧ガス保安セミナー
を開催し、「安全統計資料　ヒヤリハット・事故事例から学ぶ保安」、「圧縮ガス（酸素、窒素、アルゴン）充塡用
フレキシブルホースに関する取扱い自主指針」、「SDS改訂」をテーマとした講習会を開催しました。

2020年度の部会開催は、コロナ感染防止のため、具体的な日程は決まっていませんが、昨年度同様の活動を計
画しています。近畿地域本部主催保安セミナーについては８月５日に大阪科学技術センターで、JIMGAとして今
年度の最重要課題として取り組んでいます「高圧ガス充塡工場及び貯蔵所の自然災害対策指針」をメインとしたセ
ミナー開催を予定しています。

■ 2020年度活動スケジュール

 7月頃 第1回部会

11月頃 第2回部会

 8月5日 保安セミナー

10月頃 2020年度見学会

技術・保安部会産業

大崎クールジェン（株）見学会
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１ 役員一覧

代表地域本部長 　 医療

兼 地域本部長　　 産業

武 浩一
大陽日酸（株） 
執行役員 中四国支社長

中国地域本部

2 主な活動テーマ

「令和２年度事業計画」
医療 産業 （共通）

産業ガス・医療ガスの製造、輸送、販売、消費等に
関して、それらの改善・合理化の推進、技術の向上、
及び安全・保安の確保に努め、本部と連携を取りなが
ら次の事業を遂行致します。

・ 本部評議委員会、事務局長会議、等へ積極的に参加

する。
・従来から取り組んできた講習会活動を継続する。
・ 高圧ガス保安大会や、高圧ガス保安活動促進週間の

協賛諸行事へ積極的に参加する。
・ 消費税調査会は、窓口を中国地域本部事務局として

継続する。
※新型コロナウイルス等の社会的影響を考慮します。

医療 広島支部長 中村 明 （株）中村酸素 専務取締役

医療 岡山支部長 谷口 宏治 中・四国エア・ウォーター（株） 
取締役岡山支店長

医療 山口支部長 平山 悦生  （株）平山商店　
代表取締役社長

医療 産業 山陰支部長 並河 元 山陰酸素工業（株）
代表取締役社長

産業 岩上 知司 岩谷産業（株）中国支社長

産業 中川 裕義 高圧ガス工業（株）中・四国地区長

産業 藤井 宗武 藤井商事（株）代表取締役社長

■副本部長

医療 産業 斎尾 明   日本エア・リキード（同）　
中四国統括本部長

医療 岩上 知司  岩谷産業（株）中国支社長

医療 産業 國廣 憲   中国アセチレン（株）代表取締役社長

医療 上村 浩　  中・四国エア・ウォーター（株） 
代表取締役社長

医療 藤井 宗武  藤井商事（株）代表取締役社長

産業 上村 浩　  エア・ウォーター（株）グループ執行役員

産業 山本 敬史  大和酸素（株）代表取締役社長

産業 南場 勉   日本液炭（株）執行役員中四国支社長

■幹事

医療 川崎 能弘  中国酸素（株）代表取締役社長

医療 柴田 巌   広島日酸（株）取締役工場長

産業 小林 通匡  ニッキフッコー（株）代表取締役社長

産業 広瀬 隆文  岩谷瓦斯（株）
取締役 ガス事業本部 西日本事業所長

■会計監事

鳥
取

島
根

岡
山

広
島

山
口
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3 中国地域本部だより

医療 産業 （共通）
2019年に鳥取県認証の下、【鳥取県高圧ガス容器管

理指針】が制定され、中国5県で管理指針が揃いました。
貸与容器の返却期間12か月を明記の他、消費事業者

が所有する容器の対応についても記載しています。ま
た、前年に鳥取県内で起きた天然ガス自動車の廃車処
理時の破裂事故を踏まえた未然防止に関する一項も設
けてあります。

2014年に岡山県と山口県、2016年に広島県、2018
年に島根県、此度の鳥取県でようやく揃いました。

高圧ガス容器は会員皆さま方の大切な資産です。指
針を活用して高圧ガス業務の保安・安全にお役立てく
ださい。

医療  
「令和2年7月豪雨」で九州・中部や東北に大きな被害

が発生しましたが、2年前の「平成30年７月豪雨／西
日本豪雨」では中国地域も罹災し、全国で200人超が
お亡くなりになる大災害でした。

当時の報道は、広島県の呉・坂地区や岡山県の真備
町が大きく取り上げられましたが、其処彼処に甚大な被
害をもたらし、災害通行止めとなった道路も多く、中国
地域の大動脈「山陽自動車道」も寸断される等、交通
事情が厳しかった中、会員皆さま方のご尽力で医療ガ
スは支障なく供給されました。改めて会員各位に敬服
するとともに安全なご対応に心より感謝申しあげます。

なお、中国地域本部では5か所に酸素容器直結流量計
付調整器25台・カニューラ20本ずつを配備しています。

また、会員車両2百台超が、災害時に指定さる緊急交
通路を通行可の【標章】取得できるよう事前登録され
ています。

災害時に於いては、会員各位・従業員ならびに御家
族の安全が最優先です。

会員皆様の安全が確保された暁に医療ガス供給が可
能となります。

災害時は会員相互応援で成り立ちますので御協力の
程よろしくお願い致します。

4 2020 年度主要行事日程

日付 部門 行事名称 場所 行事概要

4月22日 医療 産業 部門ごとに 『常任幹事会』 書面開催 定時総会「議案書」案の審議ほか

5月20日 医療 産業 部門ごとに 『定時総会』 書面開催 「議案書」案の審議、決議

11月11日 【協賛】 『中国地域高圧ガス保安大会』 メルパルク広島 中国地域の高圧ガス保安大会

1月13日 【共催】 令和3年 『中国地区高圧ガス関
連団体合同新春互礼会』

ANAクラウン
プラザホテル広島

中国地区の高圧ガス関連団体が 
共催する新春互礼会

※新型コロナウイルス感染予防対策で種々行事が【中止】になっています。
医療 【中止】各「支部会」（昨年度は7～8月）
医療 【中止】『医療ガス安全講習会』（昨年度は９月12日 山口会場）
医療 【中止】『技術研修会』（昨年度は９月25日）
産業 【中止】『中国地域   炭酸ガス保安講習会』（中国地域本部の独自開催／昨年度は９月４日）
産業 【中止】『技術研修会』（昨年度は９月20日）
産業 【中止】『高圧ガス保安法令講習会』（昨年度は10月8日／毎年10月）
産業 【中止】『産業ガス保安セミナー』（昨年度は11月11日）

また、各県の『総合防災訓練』も次々と【延期】（今期中止）が発表されています。

中国地域本事務局長　
髙橋 良知 

医療  
・ 災害時協定に基づく医療ガス供給に向けて「支部会」

を開催する。また訓練にも参加（参観）する。
・ MGR制度の普及、促進を図り医療機関からの信頼

を得る。

産業  
・ 高圧ガス保安大会や、高圧ガス保安活動促進週間の

協賛諸行事へ積極的に参加する。
・ 本部指示のもと、関連法規の周知徹底並びに法令上

の諸問題について地域監督官庁と話し合いを進める。　
・ 各部会の特有の諸問題に関してはそれぞれの部会で

討議解決をはかる。
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■ 主な活動テーマ

中国地域本部の『医療ガス安全講習会』は従来、広島・岡山・山口・山陰4会場（広
島と山陰は同年）、各地3年ごとに開催で、今年度の『医療ガス安全講習会』 は
岡山会場で9月17日に計画していました。

①密閉空間とならない、風通しの良い会場を確保
②座席の間隔は、十分な距離を確保（通常3席の長机に１座席以下）
③マスク必携や入場時の検温で発熱がないことの確認と手指消毒
④休憩や退場の際、一斉に席を立たないよう順番に誘導

等、３密対策を講じても感染の第2波・第3波が危惧される中、社会必須の医療
ガス供給に携わる会員皆さま方や新型コロナウイルス対応で厳しい環境にある
医療機関の方々に講習会をご案内することの是非を技術委員会で討議し、医療
ガス部門本部長とも相談の結果、今期は【中止】となりました。

役 割

 「保安委員会」は、医療ガス部門の安全・保安活動を推進する組織で、実績例は次の通りです。
・自然災害に備えて『防災機器』の備蓄を幹事会に提言。
・中国地域本部独自の『災害時対応アンケート』を企画。
・医療ガス部門の「支部会」を定例化。

メンバー

委員長  中村 明 （株）中村酸素
 國廣 憲 中国アセチレン（株）

 谷口 宏治 中・四国エア・ウォーター（株）

役 割

「技術委員会」は、『医療ガス安全講習会』（草の根講習会）を企画・運営する委員会です。
毎年『医療ガス安全講習会』に向けて、前年度の反省を踏まえて当年度の運営方法などを討議、講習内

容も協議作成・更新し、交代で講師も務めています。
また、他地域本部の『医療ガス安全講習会』を見学・聴講して、運営方法・会場設営や講習内容で良かっ

た方法、学ぶべき箇所を取り入れて都度、中国地域本部の講習会を改善しています。

メンバー

委員長 髙田 久 藤井商事（株）
 溝﨑 賢 （株）中村酸素
 原田 芳則 （株）平山商店

 西田 裕志 山陰酸素工業（株）
 安田 真輔 中・四国エア・ウォーター（株）

保安委員会医療

技術委員会医療

武 本部長の挨拶と部外講師の先生方

講習会の受講模様

昨年度の『医療ガス安全講習会』 山口会場
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■ 主な活動テーマ

昨年度は次の活動を実施（写真は各模様）しましたが、
今期は新型コロナウィルス感染防止対策で【中止】です。

①『技術研修会』 （2019年9月20日）
　【大崎クールジェン】酸素吹石炭ガス化複合発電所
  
②『高圧ガス保安法令講習会』 （2019年10月8日）
　【高圧ガス保安行政の動向】
　経済産業省「中国四国産業保安監督部」講師
　【高圧ガス事故事例について】 
　岡山県「消防保安課」講師
　 【特別講演：日本のロケットと高圧ガスのお話

～H3ロケット開発の最前線～】 
　JAXA「H3プロジェクトチーム」講師
  
③『産業ガス保安セミナー』 （2019年11月11日）
　 【ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全な取扱い事

故事例と安全対策】
　【安全ニュースNo.13及び労働再開統計】
　【SDS改訂（JISZ7252、7253改訂）】
　【圧縮ガス（酸素、窒素、アルゴン）
　充塡用フレキシブルホースに関する取扱い自主指針】

役 割

「技術・保安部会」は、産業ガス部門の技術・保安の活動計画を審議し、『高圧ガス保安法令講習会』や『産
業ガス保安セミナー』等を企画・運営する部会です。傘下組織の「運営委員会」で素案を検討しています。

メンバー 技術・保安部会／委員は会社五十音順 （運営委員会／◎印：委員長、○印：委員）

部会長 松井 勇兒◎ 大陽日酸（株）
副部会長 福井 雅則○ 高圧ガス工業（株）
 古賀 和哉○ 岩谷瓦斯（株）
 河原 大宙○ 岩谷産業（株）
 石葉 光伸  エア・ウォーター炭酸（株）
 金子 康行 オカモト産業（株）
 西村 宏一 高圧ガス工業（株）
 田代 晃裕○ 山陰酸素工業（株）
 木次 徳在 山陽酸素（株）
 北 健太郎○ 昭和電工ガスプロダクツ（株）
 牧野 邦彦 （株）ゼネラルガスセンター
 花田 英治 （株）ゼネラルガスセンター
 伊東 俊雄 大陽日酸ガス＆ウェルディング（株）
 黒田 秀昭○ 中国アセチレン（株）

 中元 昌幸○ 中国酸素（株）
 赤松 興一○ 中・四国エア・ウォーター（株）
 川上 典之 中・四国エア・ウォーター（株）
 赤座 重喜 ツチダ産業（株）
 下畦 貴之 ニッキフッコー（株）
 池田 浩史○ 日本エア・リキード（同）
 小林 統　○ 日本液炭（株）
 柴田 巌 広島日酸（株）
 宮澤 昭浩 藤井商事（株）
 藤原 慎治 藤井商事（株）
 前岸 豊之 水アセ（株）
 大野 剛 安浦アセチレン（株）
 森本 英明 リンクス（株）

技術・保安部会（運営委員会）産業

19.09.20.産業「技術研修会」 大崎
クールジェン 【現地見学の模様】

19.10.08.産業「高圧ガス保安法令
講習会」【斎尾明本部長の挨拶】

19.11.11.産業「産業ガス保安
セミナー」【受講模様】

19.09.20.産業「技術研修会」 大崎
クールジェン【研修会場集合写真】

19.10.08.産業「高圧ガス保安
法令講習会」【受講模様】

19.11.11.産業「産業ガス保安セミ
ナー」【松井勇兒部会長の閉会挨拶】
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役 割

「炭酸ガス技術WG」（技術・保安部会の下部組織）は、炭酸ガスの保安、教育・企画全般を担い、協会本
部WGと連携して3年毎の全国一斉『炭酸ガス保安講習会』を開催しています。2016年度からは独自に『中
国地域  炭酸ガス保安講習会』を開催しています。

写真は昨年度の『中国地域  炭酸ガス保安講習会』。
今期は新型コロナウイルス感染防止対策で【中止】です。

メンバー

WG 長  小林 統 日本液炭（株）
 河原 大宙 岩谷産業（株）

 石葉 光伸 エア・ウォーター炭酸（株）
 北 健太郎 昭和電工ガスプロダクツ（株）

役 割

「アセチレン技術WG」（技術・保安部会の下部組織）は、アセチレンの保安全般を担い、JIMGA-ＨＰア

セチレン項の文章について協会本部に改善提言など活発に保安活動を行っています。

メンバー

WG 長 福井 雅則 高圧ガス工業（株）
 西村 宏一 高圧ガス工業（株）
 伊東 俊雄 大陽日酸ガス＆ウェルディング（株）

 黒田 秀昭 中国アセチレン（株）
 前岸 豊之 水アセ（株）
 大野 剛 安浦アセチレン（株）

技術・保安部会 炭酸ガス技術 WG産業

技術・保安部会 アセチレン技術 WG産業

19.09.04.産業「中国地域  
炭酸ガス保安講習会」【受講模様1】

19.09.04.産業「中国地域  
炭酸ガス保安講習会」【受講模様2】
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役 割

「企画部会」とその下部組織「RFタグ推進WG」は現在休眠中です。

メンバー 企画部会／委員は会社五十音順（RF タグ推進 WG ／◎印：委員長、○印：委員）

部会長 池田 浩史○ 日本エア・リキード（同）

 古賀 和哉◎ 岩谷瓦斯（株）

 河原 大宙 岩谷産業（株）

 福井 雅則○ 高圧ガス工業（株）

 河原 正俊○ 山陰酸素工業（株）

 松井 勇兒 大陽日酸（株）

 黒田 秀昭○ 中国アセチレン（株）

 宮澤 昭浩○ 藤井商事（株）

企画部会  RF タグ推進 WG産業

役 割

「充塡ガス部会」は、充塡ガス工場の保安全般を担い、事故事例を他山の石として保安に取り組んでいま

す。傘下組織の「運営委員会」で、素案を検討しています。

メンバー 充塡ガス部会／委員は会社五十音順（運営委員会／◎印：委員長、○印：委員）

部会長 川崎 能弘◎ 中国酸素（株）

 平松 丈始 旭化成酸素（株）

 広瀬 隆文○  岩谷瓦斯（株）

 岡本 茂裕  オカモト産業（株）

 並河 元　○  山陰酸素工業（株）

 木次 徳在  山陽酸素（株）

 柳瀬 康治  （株）ゼネラルガスセンター

 山本 敬史○  大和酸素（株）

 髙山 眞司  髙山産業（株）

 國廣 憲　○  中国アセチレン（株）

 谷口 宏治 中・四国エア・ウォーター（株）

 五島 明憲  中・四国エア・ウォーター（株）

 大林 英夫  ツチダ産業（株）

 小林 通匡○  ニッキフッコー（株）

 山脇 淳平  広島高圧ガス（株）

 柴田 巌   広島日酸（株）

 藤井 宗武○ 藤井商事（株）

 前岸 豊之 水アセ（株）

 松本 眞 リンクス（株） 

充塡ガス部会（運営委員会）産業
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１ 役員一覧

産業

代表地域本部長

野村 茂
土佐酸素（株） 
代表取締役社長

医療

地域本部長

太田 賀久
高松帝酸（株） 
代表取締役社長

四国地域本部

医療 八木 智雄 四国大陽日酸（株）代表取締役社長

医療 齋藤 公司 エヒメ酸素（株）常務取締役

医療 野村 茂 土佐酸素（株）代表取締役社長

医療 越智 滋 中・四国エア・ウォーター（株）
四国支店 取締役支店長

産業 大橋 正明 四国アセチレン工業（株）代表取締役社長

産業 横谷 剛 四国岩谷産業（株）取締役営業部長

産業 平岡 義啓 日本エア・リキード（同）四国支店 支店長

■副本部長

医療 一色 貴志 大和酸素工業（株）代表取締役社長

医療 大橋 正明 四国アセチレン工業（株）代表取締役社長

医療 櫻田 啓一郎 大陽日酸（株）四国支店 支店長

医療 横谷 剛 四国岩谷産業（株）取締役営業部長

医療 吉野 治基 日本エア・リキード（同）
医療ガス事業部 西日本営業部 主事

医療 篠原 宏子 北島酸素（株）代表取締役社長

医療 中野 正高 （株）楓商店 代表取締役社長

医療 宮城 優 （株）阿波酸素 代表取締役社長

産業 八木 智雄 四国大陽日酸（株）代表取締役社長

産業 太田 賀久 高松帝酸（株）代表取締役社長

産業 櫻田 啓一郎 大陽日酸（株）四国支店 支店長

産業 越智 滋 中・四国エア・ウォーター（株）
四国支店 取締役支店長

■幹事

医療 穴吹 朋士 四国酸素（株）代表取締役社長

医療 中岸 修平 （株）中岸商店 代表取締役社長

産業 一色 貴志 大和酸素工業（株）代表取締役社長

■監事

香川愛媛

高知
徳島
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2 主な活動テーマ

2019年度は、四国地域本部における課題の第一は、

高圧ガスによる事故の撲滅です。そのため会員及び一

般消費者に対し、業界団体と協力をしながら高圧ガス

保安に関する啓発を図ってまいりました。具体的な活

動として、消費者向け高圧ガス保安講習会・医療ガス

安全講習会の開催、防災訓練（災害時通報連絡訓練）、

会員向け高圧ガス勉強会並びに企業研修会を行い、高

圧ガス保安の向上に努めてまいりました。

また、四国地域内で出揃った高圧ガス容器管理指針

の周知を図ることにより、当地域で高圧ガス事故を撲

滅していくため、関係団体と連携し、放置容器、不明

容器を無くす活動を継続してまいりました。

2020年度は、昨年度の課題を継続課題として、更に、

一昨年の西日本豪雨災害、起こってほしくはありませ

んが、30年以内に高い確率で起こると言われる大地震

などの自然災害に備えた保安体制についても、講習会・

勉強会を通じて啓発活動を計画しております。

しかし、期初に予定されていた四国地域本部定時総

会や各部会・委員会の開催も新型コロナウイルス感染

拡大の影響の為、書面開催または、開催延期となり、

協会活動も計画通り進められていないのが現状です。

この感染警戒期にガイドラインに沿った対策を取って、

会員・消費者の健康と安全を第一に活動を行ってまい

ります。

3 2020 年度主要行事日程

日付 部門 行事名称 場所 行事概要

4月21日 医療 産業 第1回部門幹事会 書面開催 役員改選議案他 

5月26日 医療 産業 四国地域本部定時総会 書面開催 役員改選議案他

7月9、16日 医療 医療ガス安全講習会 愛媛県・高知県 開催延期

9月11日 医療 産業 産業ガス保安セミナー 香川県 災害対策について（中止）

11月25日 産業 消費者向け保安講習会 愛媛県今治市 みんなで学ぶ保安の知識
（来期に延期）

四国地域本事務局長　陶山 和紀
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■ 主な活動テーマ

2019年度は、年度末毎に調査した緊急時通行車両の状況と、緊急時の連絡先を各県支部と締結している協定書に
もとづく各県の担当部署への報告をはじめ、災害時備蓄品の管理ルールの見直しと防災訓練内容については、2018年
の西日本豪雨・昨年の台風の災害事例をもとに、県支部を中心に会員事業所の連絡体制の改善に取り組んでおります。

医療ガスの供給とは別に、県支部ごとに、行政主催の防災訓練（医療ガス供給実働訓練）の参加や、畜産関連の防
疫対応訓練時に、家畜伝染病発生時に供給する炭酸ガスボンベの安全な取扱講習実施など開催しております。

2020年度は、例年通り、11月1日に四国全県支部合同で防災訓練の実施を行うことと、西日本豪雨災害・近く発生
するといわれる大地震に備え、「自然災害対策指針」をテーマとして、JIMGA保安セミナーを産業ガス部門と合同で
計画しております。

■ 2020年度活動スケジュール

4月 防災協定改定 緊急連絡網・緊急時通行車両配置状況の更新

9月11日 JIMGA保安セミナー 合同部会委員会と同日開催（自然災害対策）・・・中止

11月2日 防災通報訓練 四国四県76事業所において実施

役 割

医療ガス防災委員会では、大規模地震等の災害時に重要となります連絡・対応体制・医療ガス容器並び
に災害対策機材の備蓄確保について、四国地域一斉防災訓練の実施等を通じ、災害発生時の対応体制の即
応力の確保維持に努めております。

メンバー

委員長 越智 滋 中・四国エア・ウォーター（株）
副委員長 荒木 聖文 高松帝酸（株）
充填所部
 篠原 和伸　 四国大陽日酸（株）
 鶴岡 健司 北島酸素（株）
 中田 達也 高松帝酸（株） 
 保井 清孝 四国アセチレン工業（株）
 齋藤 公司 エヒメ酸素（株）
 藤原 速人 松山酸素（株）

 西岡 良 四国アセチレン工業（株）
 矢野 卓也 土佐酸素（株）
 田中 章弘 （有）田中酸素
 阿部 修士 （株）楓商店
 横谷 剛 四国岩谷産業（株）
 櫻田 啓一郎 大陽日酸（株）
 住吉 直人 中・四国エア・ウォーター（株）
 吉野 治基 日本エア・リキード（同）

医療ガス防災委員会医療
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■ 主な活動テーマ

2019年度は、2017年に発出された「96通知」の通知内容の中の「立ち入り検査」について講習、前回講習会のアンケー
トの要望から地震津波・豪雨災害時の防災対策についての講習を内容に加えて開催しました。

また、講習会講師も、地元開催県以外の会場で講演を経験する為、講師を交代して開催しました。
2020年度は、新規テーマとして、地域本部で2013年に作成した「ヒヤリハット事例集」を刷新することを計画。
新型コロナ感染症感染拡大の影響で、7月に2会場（愛媛県・高知県）で計画しておりましたが、受講者の方々が医

療関係者である為、現在、開催を延期しております。

■ 2020年度活動スケジュール

4月 第1回委員会会議 講習会企画検討・・・開催延期

7月9日 医療ガス安全講習会 愛媛県会場開催・・・延期（調整中）

7月16日 医療ガス安全講習会 高知県会場開催・・・延期 （調整中）

9月 第2回委員会会議 講習会アンケート確認会議

3月 第3回委員会会議 活動報告・来期計画検討

役 割

草の根講習委員会では、草の根講習会（医療ガス安全講習会）の企画・開催を各県2年ごとに医療関係者
を対象に開催し、医療現場での安全確保を目的に活動を行っております。

医療ガスの安全な取り扱いについての周知は当然ですが、療法改正の周知・ヒヤリハット・事故事例な
どの安全教育を、受講者からのアンケートリクエストにお応えできるよう、開催地の地域性を織り込み講
習会を企画開催しております。

メンバー

委員長 矢野 卓也  土佐酸素（株）
副委員長 齋藤 公司 エヒメ酸素（株）
 近藤 周 四国大陽日酸（株）
 鶴岡 健司 北島酸素（株） 
 小澤 将人 （株）中岸商店
 荒木 聖文　 高松帝酸（株）

 穴吹 朋士 四国酸素（株）
 中條 晃 中・四国エア・ウォーター（株）
 保井 清孝 四国アセチレン工業（株）
 藤原 速人 松山酸素（株）
 一色 貴志 大和酸素工業（株）
 田中 章弘 （有）田中酸素

草の根講習委員会 医療

100



■ 主な活動テーマ

2019年度は、会員向け講習会「製造技術勉強会」の講習内容を
見直し、講習会名称も「高圧ガス基礎講習会」に改名し、新人社
員の基礎知識の習得とベテラン社員には知識再確認を行うための
講習会として新たに開催しました。

また、消費者向け保安講習会では、近年発生している自然災害
のなかで、一昨年に起こった西日本豪雨災害時の被災情報と大地
震発生時の対策などの内容を加えて、講習会を開催しました。

2020年度は、昨年に引き続き四国地域本部で制作したテキス
ト「みんなで学ぶ保安の知識」の見直しと、講習会講師の養成勉
強会を部会開催とあわせて予定しております。

■ 2020年度活動スケジュール

 9月11日 JIMGA保安セミナー 合同部会委員会会議と同日開催（自然災害対策）

11月25日 消費者向け保安講習会 来期に延期

役 割

技術・保安部会は、会員並びに高圧ガス消費者にむけて地域特性に沿った情報発信を続け、行政に向け
ては高圧ガス保安に関する諸状況を改善するための要請を進め、技術面、保安面での地域貢献に取り組ん
でおります。

高圧ガス事故の撲滅を第一の課題とし、具体的な活動として、消費者向け高圧ガス保安講習会の開催、
会員向けJIMGA保安セミナー・高圧ガス基礎講習会、企業研修会を開催し、技術・保安の向上に取り組ん
でおります。

メンバー

部会長 平岡 義啓  日本エア・リキード（同）
〈保安対策 WG〉
WG 長 中田 竜一 四国岩谷産業（株）
 松原 義人 エア・ウォーター炭酸（株）
 篠原 和伸 四国大陽日酸（株）
 熊本 佳史 大陽日酸（株） 
 加藤 省吾　 高松帝酸（株）
 松本 郁磨 昭和電工ガスプロダクツ（株）
 小林 統 日本液炭（株）
　　    古田 正彦 日本エア・リキード（同）
 吉井 英世　 小池酸素工業（株）
 川崎 起樹 高圧ガス工業（株）

〈充塡技術 WG〉
WG 長 濱口 健二　 土佐酸素（株）
 一色 貴志 大和酸素工業（株）

 住吉 直人 中・四国エア・ウォーター（株）
 樋笠 和樹 四国アセチレン工業（株）
 片山 昌也　 エヒメ酸素（株）
　 森本 剛史 （株）東予ガスセンター

〈製造技術 WG〉
WG 長 三宅 新一 四国液酸（株）
 澤原 雅行 松山オキシトン（株）
 大黒 幸洋 住化高純度ガス（有）

〈エアガス技術 WG〉
WG 長 澤原 雅行 松山オキシトン（株）

〈炭酸技術 WG〉
WG 長 松原 義人 エア・ウォーター炭酸（株）

〈アセチレン技術 WG〉
WG 長 樋笠 和樹 四国アセチレン工業（株）

技術・保安部会産業
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■ 主な活動テーマ

2019年度は、長期停滞WGでは、不明容器の回収・処理の要領

について、各エリアの事例・問題点の情報交換を行い、初動対応

のポイント等を再確認しました。

2020年度は、全国一斉高圧ガス容器回収運動の際などに、各県

支部への四国四県から発出されている容器管理指針を活用し、容

器管理の推進に取り組んでおります。

役 割

企画部会は、長期停滞容器回収推進WGとRFタグ推進WGの活動を通じ、容器管理を推進することと長

期停滞容器、不明容器及び放置容器の回収を行うことで、高圧ガス事故の撲滅に取り組んでおります。

具体的な活動として、関係団体と連携して全国一斉高圧ガス容器回収運動に参画、会員へは、RFタグ等

による容器管理の活用を推進しております。

メンバー

部会長 野村 茂  土佐酸素（株）

〈長期停滞容器回収推進 WG〉

WG 長 大橋 正明 四国アセチレン工業（株）

 岡崎 靖大 四国大陽日酸（株）

 梶 安快 中・四国エア・ウォーター（株）

 藤原 速人 松山酸素（株） 

 小島 克典 土佐酸素（株）

〈RF タグ推進 WG〉

WG 長 横谷 剛 四国岩谷産業（株）

 大橋 正明 四国アセチレン工業（株） 

 一色 貴志　 大和酸素工業（株）

 篠原 和伸　 四国大陽日酸（株）

 濱口 健二　 土佐酸素（株）

　 齋藤 公司 エヒメ酸素（株）

 越智 滋 中・四国エア・ウォーター（株）

 川崎 起樹 高圧ガス工業（株）

 加藤 省吾　 高松帝酸（株）

企画部会 産業
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福岡

大分

宮崎

鹿児島沖
縄

長
崎
佐
賀

熊
本

１ 役員一覧

産業

代表地域本部長

相田 智之
大陽日酸（株）執行役員
九州支社長

九州地域本部

医療 福田 寛一 福岡酸素（株）代表取締役社長

産業 道志 年章 九州エア・ウォーター（株） 
代表取締役社長

産業 比留木 仁 日本エア・リキード（同）
九州統括本部 本部長

■副本部長

医療 重留  修 （有）浪速酸素商会 代表取締役会長　　

医療 井上 文一 （株）九酸 常務取締役

産業 福田 愛二郎 （株）キフネ 代表取締役

産業 廣瀨 隆文 岩谷瓦斯（株） 
取締役 ガス事業部 西日本事業所長

■会計監事

医療 相田 智之 大陽日酸（株）　
執行役員 九州支社長

医療 道志 年章 九州エア・ウォーター（株）
代表取締役社長

医療 比留木 仁 日本エア・リキード（同）
九州統括本部 本部長

医療 小林 裕 岩谷産業（株）　
九州支社 産業ガス部長

医療 磯田 光功 高圧ガス工業（株）　
執行役員 九州地区長

医療 福岡県東代表 古川 博章 （株）エア・ガシズ北九州　
代表取締役社長

医療 福岡県西代表 細川 洋行　 （株）フクヨウ　
代表取締役社長

医療 産業 佐賀県代表 松尾 剛志　 福岡酸素（株）　
伊万里支社 支社長

医療 長崎県代表 佐々木 修二 福岡酸素（株）　
長崎支社 支社長

医療 熊本県代表 白瀬 嗣久　 熊本医療ガス（株）　
代表取締役副社長

医療 大分県代表 山本 和久　 江藤酸素（株）　
取締役副会長　

医療 産業 宮崎県代表 岩切 充弘　 宮崎酸素（株）　
代表取締役社長

医療 産業 鹿児島県代表 内村 武志   サツマ酸素工業（株）　
代表取締役社長

医療 産業 沖縄県代表 與儀 盛輝　 （株）オカノ　
代表取締役社長

産業 福岡県代表 宮嶋 寛幸 福豊帝酸（株） 
代表取締役社長

産業 床本 浩二 岩谷産業（株）　
常務執行役員 九州支社長

産業 福田 寛一 福岡酸素（株）　
代表取締役社長

産業 木全 明典　 西日本高圧瓦斯（株）　
代表取締役社長

産業 磯田 光功　 高圧ガス工業（株）　
執行役員 九州地区長　　

産業 江藤 伸一 江藤酸素（株）　
代表取締役会長

産業 岡村 匡 日本液炭（株）　
理事 九州支社長

産業 長崎県代表 山﨑 俊隆　 （株）武田商事　
代表取締役社長

産業 熊本県代表 今川 敬志 内村酸素（株）　
代表取締役社長

産業 大分県代表 江藤 佳史 江藤酸素（株）　
代表取締役社長

■幹事

医療

地域本部長

與儀 盛輝
（株）オカノ
代表取締役社長
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2 主な活動テーマ

2019年度は、５月は軽減税率・補助金制度の特別セ

ミナー、９月は佐賀県、10月は鹿児島県で医療ガス安

全講習会、２月にはMGR、産業ガス保安セミナーを開

催しました。医療と産業をあわせて745名の会員・医

療従事者の方々に受講いただき知識習得と自主保安・

法令順守を推進いたしました。また10月の全国一斉特

別回収運動では受託業務の九州高圧ガス容器管理委員

会と連携して放置容器・不明容器548本の回収を行い、

販売・消費事業所点検では10月～11月の２か月間の活

動で九州・沖縄1,360事業所を点検しました。

2020年度は、運営方針の最重要課題「高圧ガス容器

の自然災害時流出防止対策」について、７月開催の合

同部会に本部災害対策部会からも参加いただき意見交

換を実施、また九州地域本部主催の産業ガス保安セミ

ナーのテーマとして会員各社へ自然災害リスクの備え

と対策の実施に役立てて頂けるよう講演を計画してお

ります。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑みて、今後

も行事の開催方法について行政・本部・地域本部関係

者と検討してまいります。

3 2020 年度主要行事日程

日付 部門 行事名称 場所 行事概要

4月10日 医療 産業 第２回合同幹事会 書面開催 総会議案書事前承認 

5月15日 医療 産業 九州地域本部定時総会 書面開催 議案書審議・採決

延期 医療 大分県医療ガス安全講習会 ホルトホール
大分 開催時期未定（当初6月17日）

7月17日 産業 充塡ガス・技術保安部会 オリエンタル
ホテル福岡 活動報告、自然災害対策他

8月21日 医療 産業 産業ガス保安セミナー 県中小企業振興
センター 自然災害対策他

中止 医療 産業 会長懇談会・合同幹事会 オリエンタル
ホテル福岡

活動報告、意見交換
（当初10月27日）

12月6日 医療 MGR認定試験 県中小企業振興
センター

1月６日 医療 産業 賀詞交歓会 オリエンタル
ホテル福岡 高圧ガス３団体共催

1月27日 医療 MGR更新時集合講習会 県中小企業振興
センター

2月19日 産業 充塡ガス・技術保安部会 オリエンタル
ホテル福岡 活動報告他

3月中旬 医療 沖縄県医療ガス安全講習会 那覇市内予定 基礎知識と安全な取扱い他

3月26日 医療 産業 第２回合同幹事会 オリエンタル
ホテル福岡 総会議案書事前承認

九州地域本部事務局長　髙石 亮太郎

104



■ 主な活動テーマ

2019年度は、年２回の部会では産業・医療で講習会計画やJIMGA表彰候

補者を審議、全国一斉容器特別回収運動、販売・事業所点検活動を実施して

おります。

容器回収では、参加事業者数136社、放置・不明容器548本（所有者不明

容器29本）を回収致しました。2020年度も10月の放置容器撲滅活動、10月

～11月の二か月間で販売・消費事業所点検活動の継続実施と８月の産業ガス

保安セミナー、大分県・沖縄県医療ガス安全講習会を予定しております。特

にセミナー講演では「充塡工場・貯蔵所の自然災害対策」で、各地の自然災

害リスクへの重点施策で、保安・防災・安定供給確保に役立てたいと考えて

おります。

役 割

充塡ガス、技術・保安部会は、2016年度より二つの部会を合同部会として課題解決の為６つのWGを組
織して活動を行っております。

充塡工場の保安・品質確保、会員技術課題の検討や販売・消費事業者への高圧ガスの知識、安全な取扱
い方の周知を目的として、充塡作業・検査、取扱い自主基準から防災対策等をテーマに部会・講習会・事
業所点検を通じて自主保安活動を推進、また行政や関係諸団体及びJIMGA本部各WGと連携し取り組んで
おります。

メンバー

<充塡ガス部会 >
部会長 宮嶋 寛幸 福豊帝酸（株）
副部会長 杉谷 英範　 （株）朝日酸素商会
 松尾 剛志 福岡酸素（株）
 佐々木 健一 （株）武田商事
 石橋 猛 内村酸素（株）

 川邊 信司 江藤酸素（株）
 岩切 英教 宮崎酸素（株）
 米重 義男 サツマ酸素工業（株）
 金城 優典 （株）オカノ

<技術・保安部会 >
部会長 道志 年章 九州エア・ウォーター（株）　
 塚田 幹太 大陽日酸（株）
 森 洋之助 岩谷産業（株）
 長家 茂 福岡酸素（株）
 鈴木 浩平 西日本高圧瓦斯（株）
 荒木 邦雄 高圧ガス工業（株）
 神谷 利男 日本液炭（株）
 大村 利美 福豊帝酸（株）

 松尾 剛志 福岡酸素（株）
 山下 正二 （株）武田商事
 今川 智文 内村酸素（株）
 川邊 信司 江藤酸素（株）　
 繁昌 友和 宮崎酸素（株）
 米重 義男 サツマ酸素工業（株）
 諸喜田 隆 （株）オカノ

充塡ガス 技術・保安合同部会産業

KKHR、九州高圧ガス容器管理委員会と
協同で作成した長期停滞容器返却チラシ
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■ 主な活動テーマ

・ 溶解アセチレン容器取り扱い者へポスターを配布し周知徹底を行う。

　 非アスベスト化促進のため容器製造から 38 年経過容器は、「充填しない」、「販売しない」、
「廃棄する」

■ 主な活動テーマ

容器装着数の拡大を目指して、引続き宮嶋部会長中心に課題の洗い出し等WGメンバー・会員各社の意見を取り
纏めて容器RFタグ運営委員会へ提案・連携して普及推進に努めます。

役 割

RFタグ推進WGは、充填ガス部会のWGで、容器のデータ管理徹底を目的に普及・促進活動を行っております。

メンバー

WG 長 宮嶋 寛幸 福豊帝酸（株）
 松尾 剛志 福岡酸素（株）
 杉谷 英範  （株）朝日酸素商会
 川邊 信司 江藤酸素（株）
 岩切 英教 宮崎酸素（株）
 米重 義男 サツマ酸素工業（株）
 金城 優典 （株）オカノ
 小林 裕 岩谷産業（株）

 東 成政 九州エア・ウォーター（株）
 荒木 邦雄 高圧ガス工業（株）
 塚田 幹太 大陽日酸（株）
 鈴木 浩平 西日本高圧瓦斯（株）
 神谷 利男  日本液炭（株）
 深堀 慎一  福岡酸素（株）
 高尾 正太郎  （株）武田商事
 伊集院 宏之  内村酸素（株）

役 割

溶解アセチレン技術WGは、技術・保安部会の５つのWGの一つで、非アスベスト化促進から安全な取扱
い方の周知活動等、アセチレン全般の保安活動を行っております。

また不明容器の集積場２事業所、保管場所24事業所で回収・一時保管管理とＣＲＣ西日本へ定期的に廃
棄処理依頼を行っております。

メンバー

WG 長 荒木 邦雄 高圧ガス工業（株）
 森 洋之介 岩谷産業（株）
 田坂 友成 岩谷瓦斯（株）
 川邊 信司 江藤酸素（株）

 翁長 健 （株）おきさん
 塚田 幹太 大陽日酸（株）
 山口 和美 日本エア・リキード（同）
  小栁 直 西日本高圧瓦斯（株）　

充塡ガス部会 RF タグ推進 WG産業

技術・保安部会 溶解アセチレン技術 WG産業

全溶連周知文書
JIMGA推奨106



■ 主な活動テーマ

・2018年11月９日（金）保安講習会開催

　講習プログラム　１．高圧ガス保安法　講師：九州産業保安監督部　石丸課長補佐様

　　　　　　　　　２．炭酸ガスの取扱いについて　講師：九州地域本部炭酸ガス技術WG委員

　　　　　　　　　３．炭酸ガスCEの取扱いについて　講師：九州地域本部炭酸ガス技術WG委員　

・2021年度保安講習会開催（予定）

　2021年度開催予定の保安講習会に向けて準備を進めております。

役 割

炭酸ガス技術WGは、技術・保安部会の5つのＷＧの一つで、炭酸ガス（高圧ガス）の製造、貯蔵、移動、

消費、販売に関わる、技術上や保安上の課題や問題点に取組み、保安講習会の企画から講師の派遣まで行っ

ております。

メンバー

WG 長 神谷 利男 日本液炭（株）

 森 洋之介 岩谷産業（株）

 翁長 健 （株）おきさん

 濱田 聖二 エア・ウォーター炭酸（株）

 村田 眞信 昭和電工ガスプロダクツ（株）

 猿渡 雅人 福岡酸素（株）

技術・保安部会 炭酸ガス技術 WG産業

保安講習会風景 神谷ＷＧ長によるバルブ等実物を展示・説明
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■ 主な活動テーマ

・2017年７月21日（金）保安講習会開催　

　講演：水素ガス取扱い上の基礎知識/前編・後編　　水素技術ＷＧ委員　島田寿郎殿、時田豊志和殿

・2020年８月21日（金）保安講習会開催（予定）　

　講演：水素ガスの安全な取扱い、水素スタンドの現状と今後について　水素技術ＷＧ委員　立川裕康殿　

役 割

水素技術WGは、技術・保安部会の５つのＷＧの一つで、水素を安全に取り扱うために関係法令遵守とガ

スの性質を熟知し設備の構造・取り扱い方などを理解いただくため、本部水素技術ＷＧと共に講習会を通

じて自主保安推進に役立てて頂けるよう取り組んでおります。

メンバー

WG 長 新川 秀則 岩谷瓦斯（株）

 塚田 幹太 大陽日酸（株）

 山口 和美 日本エア・リキード（同）

 森 洋之介 岩谷産業（株）

 千々和 徹 伊藤忠エネクス（株）

 安部 勝好 昭和電工（株）

 後藤 陽一 日鉄ケミカル＆マテリアル（株）

 立川 裕康 福岡酸素（株）

技術・保安部会 水素技術 WG産業

講習会使用テキスト

講習会風景
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■ 主な活動テーマ

2019年度は、10月から11月の二か月間で点検指導員446名､ 点検事業所数1,360社にご参加いただき406事業

所へ改善指導を実施しました。

2020年度は、依然として収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染防止対策も念頭に、課題の教育訓練、

各種講習会、設備点検等を周知活動で重点的に改善指導に取り組みます。

またWGでは、九州高圧ガス容器管理委員会と連携して長期停滞容器の撲滅、災害を防止のため製造者・販売者

及び容器所有者が協力して、容器管理の徹底・紛失防止で公共の安全を確保することを目的に活動を行っております。

・所有者不明容器・放置容器の発生防止、回収・保管並びに所有者への返還

・所有者への返還不能その他不適法容器の処分

・所有者不明放置容器にかかわる遺失物届出及び一定期間経過後も所有者が判明しない場合における容器処分

・委員会業務の労働災害補償保険手続き及び関連行政機関との連絡（九州高圧ガス容器管理委員会）

役 割

販売・消費事業所点検活動WGは、九州地域本部が独自活動と実施している販売・事業所点検活動です。

WGを中心に県支部や会員各社、福岡県高圧ガス流通保安協会、九州高圧ガス容器管理委員会のご協力を

頂き、また九州産業保安監督部の後援を受けて自主保安活動の一環として活動しております。

メンバー

WG 長 山口 和美 日本エア・リキード（同）

 森 洋之介 岩谷産業（株）

 山下 隆二 九州エア・ウォーター（株）

 荒木 邦雄 高圧ガス工業（株）

 塚田 幹太 大陽日酸（株）

 鈴木 浩平 西日本高圧瓦斯（株）

 神谷 利男 日本液炭（株）

 猿渡 雅人 福岡酸素（株）

 大村 利美 福豊帝酸（株）

 松尾 剛志 福岡酸素（株）

 男澤 隆 （株）武田商事

 飯沼 由博 内村酸素（株）

 野尻 裕二 江藤酸素（株）

 岩切 英教 宮崎酸素（株）

 米重 義男 サツマ酸素工業（株）

 浦崎 隼人 （株）オカノ

技術・保安部会 販売・消費事業所点検活動 WG産業

高圧ガス保安点検表容器管理指針（福岡県） 109



■ 主な活動テーマ

2019年 ５月24日　軽減税率・補助金制度　特別セミナー開催
  ７月19日　第一回充塡ガス・技術保安合同部会開催
  ９月25日　佐賀県医療ガス安全講習会開催
 10月29日　鹿児島県医療ガス安全講習会開催
  ２月14日　第二回充填ガス・技術保安合同部会開催
  ２月26日　産業ガス保安セミナー
2020年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響で変更・延期とな

る場合があります。
  延期決定　大分県医療ガス安全講習会
  ７月17日　第一回充塡ガス・技術保安合同部会開催
  ８月21日　産業ガス保安セミナー開催予定
  ３月予定 　沖縄県医療ガス安全講習会

役 割

保安講習会推進WGは、技術・保安部会の５WGの一つで年１回の産業ガス保安セミナー講演テーマの選
出及び講習会講師として講演いただいております。

またメンバーの中で５名の方が、JIMGA推薦で福岡県高圧ガス保安推進会議（事務局：福岡県商工部工
業保安課）の保安技術アドバイザーとして、3名の方が医療ガス安全講習会の講師として製造・販売・消費
事業所へ派遣、講演活動されております。

メンバー

WG 長 山口 和美 日本エア・リキード（同）
 森 洋之介 岩谷産業（株）
 川邊 信司 江藤酸素（株）※
 山下 隆二 九州エア・ウォーター（株）
 荒木 邦雄 高圧ガス工業（株）
 永島 寿一 （株）セントラルユニ※

 塚田 幹太 大陽日酸（株）
 神谷 利男 日本液炭（株）
 長家 茂 福岡酸素（株）
 細井 治之 福岡酸素（株）（新任）※
 菰田 敬幸 福岡酸素（株）（前任）※
 大村 利美　 福豊帝酸（株）　

　　　　　※医療ガス講師

鹿児島県医療ガス安全講習会風景

福岡国税局実査官（講師）による特別セミナー

技術・保安部会 保安講習会推進 WG医療 産業
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会員企業一覧（50 音順） 　会員法人数 824 社　2020 年 6 月 30 日現在

医療 有限会社アートメディカル

医療 株式会社ＩＥＥ

医療 アイ・エヌ・ジェイガスセンター株式会社

医療 株式会社アイ・エム・シー

医療 株式会社愛岐酸素

医療 会津ガス株式会社

医療 アイ・テック・サービス株式会社

医療   産業 株式会社相場商店

医療 株式会社アイビージャパン

医療 株式会社アイメッド

医療 葵産業株式会社

医療 秋酸工業株式会社

医療   産業 秋田液酸工業株式会社

医療 有限会社アキモト酸素

医療 株式会社アコー

医療   産業 旭化成酸素株式会社

医療   産業 朝日産業株式会社

医療 株式会社朝日酸素商会

医療 株式会社旭製作所

産業 株式会社ＡＤＥＫＡ

医療 アバンテ都島株式会社

医療 株式会社アポロ月山

産業 尼崎水素販売株式会社

医療 合資会社天草酸素

医療   産業 株式会社荒川七衛商店

医療 有限会社荒木商店

医療 株式会社阿波酸素

医療 有限会社あわじ瓦斯販売

医療 安藤酸素工業有限会社

医療 五十嵐医科工業株式会社

医療 株式会社イキ

医療 株式会社イクス

医療 石川金属工業株式会社

医療 株式会社石原製作所

医療 株式会社石松商会

医療 有限会社石丸商会

医療   産業 株式会社泉産業

医療   産業 株式会社市川総合ガスセンター  

医療   産業 市村酸素株式会社

産業 伊藤忠エネクス株式会社

医療 伊藤忠エネクスホームライフ西日本株式会社

医療   産業 伊藤忠工業ガス株式会社

医療 株式会社イノメディックス

医療 茨石商事株式会社

医療 株式会社茨城ガスサービス

医療 茨城ガスセンター株式会社

産業
（賛助） イハラサイエンス株式会社

医療   産業 イビデンケミカル株式会社

産業 株式会社伊万里高圧ガスセンター

医療 有限会社医療アシスト

医療 岩井産業株式会社

医療 株式会社いわき共同ガスセンター

医療   産業 株式会社いわきサンソセンター

医療 岩国酸素株式会社

医療 株式会社イワサワ

医療   産業 岩谷瓦斯株式会社

医療 イワタニ熊本ガスセンター株式会社

医療   産業 岩谷産業株式会社

医療 イワタニセントラル北海道株式会社

医療   産業 イワタニ福岡ガスセンター株式会社

医療 イワタニ北陸ガスセンター株式会社

医療   産業 イワタニ三重ガスセンター株式会社

産業 岩手液酸株式会社

医療   産業 岩手工業株式会社

医療 岩手酸素株式会社

医療 有限会社石見商会

医療 因の島ガス株式会社

産業 株式会社ウエキコーポレーション

医療 株式会社ウエダ商工

医療 株式会社植野ガス

112



医療 有限会社ウエノ商会

医療 株式会社上村産業

医療 ウエルディングガス九州株式会社

医療 ウエルテック株式会社

医療 内田商事株式会社

医療 有限会社内田熔材店

医療   産業 内村ガス工業株式会社

医療   産業 内村酸素株式会社

医療   産業 宇野酸素株式会社

医療   産業 宇部興産株式会社

医療 株式会社エアーメディックス

医療   産業 エア・ウォーター株式会社

産業
（賛助） エア・ウォーター・クライオプラント株式会社

産業 エア・ウォーター炭酸株式会社

医療 エア・ウォーター・テクノサプライ株式会社

産業 エア・ウォーター・ハイドロ株式会社

医療 エア・ウォーター・プラントエンジニアリング株式会社

医療 エア・ウォーター防災株式会社

医療 エア・ウォーター・メディカル株式会社

医療 エア・ウォーター・ライフサポート株式会社

医療   産業 株式会社エア・ガシズ北九州

医療 株式会社エア・ガシズ広島

産業 エア・ケミカルズ株式会社

医療   産業 エア・リキード工業ガス株式会社

医療 株式会社エイ・エム・シー

医療 エイフク株式会社

産業
（賛助） エーテック株式会社

医療 株式会社エキカ

医療 エキカ産業有限会社

医療 株式会社エキサン

医療 株式会社エス・イー・アレックス

医療 エスケイシリンダー株式会社

医療   産業 江藤酸素株式会社

医療 有限会社恵那酸素

医療 エナジー・ワン株式会社

医療 ＥＮＥＯＳグローブエナジー株式会社

医療   産業 エネックスジャパン株式会社

医療 株式会社エバ

医療 江場酸素工業株式会社

医療 株式会社エバホームケアサービス

医療   産業 エヒメ酸素株式会社

医療 株式会社エフエスナゴヤ

医療 株式会社エフエスユニ

医療 株式会社エム・ジー大阪

医療   産業 株式会社大分サンソセンター

医療   産業 株式会社大岡酸素商会

医療 大久保酸素

医療   産業 大阪ガスリキッド株式会社

医療   産業 大阪車輛工業株式会社

産業 株式会社大阪パッケージガスセンター

医療 株式会社大島商会

医療 大谷酸素株式会社

医療 有限会社大玉溶材

医療 大西船具株式会社

医療   産業 株式会社大牟田高圧ガスセンター

医療   産業 株式会社オカノ

医療   産業 オカモト産業株式会社

医療 岡本商事株式会社

医療   産業 岡谷酸素株式会社

医療 オキサン

医療   産業 株式会社おきさん

医療 有限会社隠岐酸素

医療 オキシケアマネージメント有限会社

医療 株式会社オクムラ商会

医療   産業 小野里酸素株式会社

医療 有限会社小野商事

医療 オブリック株式会社

医療 尾鷲石川商工株式会社

医療 株式会社カインドガス

医療 株式会社楓商店
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医療   産業 カガク興商株式会社

産業
（賛助） 一般財団法人化学物質評価研究機構

医療   産業 株式会社鶴城サンソセンター

医療   産業 鹿児島オキシトン株式会社

医療   産業 鹿児島酸素株式会社

医療   産業 鹿児島熔材株式会社

医療   産業 春日井ガスセンター株式会社

医療 株式会社ガス研

医療 有限会社ガスタ松原

産業
（賛助） ガス保安検査株式会社

医療 株式会社加藤酸素

産業 神奈川合同アセチレン株式会社

医療 金子運送有限会社

医療   産業 株式会社カネコ商会（青森県会員）

医療   産業 株式会社カネコ商会（新潟県会員）

医療 有限会社加納商店

医療 カミマル株式会社

医療 株式会社カワイメディカル

産業 川口總合ガスセンター株式会社

医療   産業 川崎オキシトン株式会社

医療 川瀬産業株式会社

医療 株式会社カワニシ

医療 株式会社カワムラ

医療 菅機械産業株式会社

医療 関西医療株式会社

医療   産業 株式会社関西ガスファースト

医療 株式会社関西商工社

医療   産業 カンサン株式会社

産業 関東アセチレン工業株式会社

医療   産業 関東エア・ウォーター株式会社

医療 関東液酸株式会社

医療 株式会社関東高圧容器製作所

産業 関東酸素工業株式会社

産業 関東電化工業株式会社

医療 株式会社Ｋｉｓｔ

医療   産業 北関東東洋株式会社

医療   産業 北関東日酸株式会社

医療   産業 北九州オキシトン株式会社

医療   産業 北九州日酸株式会社

医療 北島酸素株式会社

産業 北日本アセチレン株式会社

医療 北日本産商株式会社

医療   産業 北日本酸素株式会社

医療 有限会社きどころ商店

医療 木原鎔材株式会社

医療   産業 岐阜エア・ウォーター株式会社

医療 岐阜酸素株式会社

医療   産業 株式会社キフネ

医療 株式会社九酸

医療   産業 九州エア・ウォーター株式会社

産業 九州工業ガス株式会社

医療   産業 九州酸素株式会社

医療 有限会社九州電気酸素商会

医療 九州福祉医療サービス株式会社

医療   産業 株式会社九州北部ガスセンター

医療   産業 九州冷熱株式会社

医療 協亜ガス工業株式会社

医療   産業 協栄高圧ガス株式会社

医療 協栄興業株式会社

医療 協栄メディカルガス株式会社

医療 協業組合北部ガスセンター

医療 共同ガス株式会社

医療   産業 共同高圧ガス工業株式会社

医療 株式会社共同酸器

産業 共同炭酸株式会社

医療   産業 京都帝酸株式会社

医療 共立医科器械株式会社

医療 株式会社協和医療器

医療   産業 協和ガス株式会社

医療 有限会社共和酸素商会
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医療 有限会社協和商会

医療 協和商工株式会社

医療 株式会社キョーエイ

医療 近畿医療設備株式会社

医療   産業 近畿エア・ウォーター株式会社

医療 株式会社キンキ酸器

医療   産業 近畿酸素株式会社

産業 近畿炭酸株式会社

医療   産業 株式会社工藤酸素店

医療 有限会社クボタ商会

医療 熊本医療ガス株式会社

産業 熊本液酸株式会社

産業 熊本オキシトン株式会社

医療   産業 熊本酸素株式会社

産業
（賛助） 株式会社クライオワン

医療   産業 株式会社クリオ・エアー

医療 栗萬産業有限会社

医療 久留米熔接器具工業所

医療 呉ガスセンター株式会社

医療 有限会社黒岩酸素商会

医療 株式会社黒木酸素商会

医療   産業 クロックス株式会社

医療 株式会社ケア・テック

医療 株式会社ケイ・エム・シー

医療 京葉帝酸株式会社

医療 気仙沼酸素株式会社

医療   産業 ケミカルジャパン株式会社

医療 株式会社県央ガスセンター

医療 コイケ酸商株式会社

医療   産業 小池酸素工業株式会社

医療 株式会社小池メディカル

医療   産業 高圧ガス工業株式会社

産業
（賛助） 高圧ガス保安協会

産業
（賛助） 高圧昭和ボンベ株式会社

産業
（賛助） 高圧容器工業会

医療   産業 甲信越エア・ウォーター株式会社

医療 有限会社高知医療器商会

医療 株式会社神戸サンソ

医療 甲村酸素

医療 株式会社公和通商

医療 株式会社郡山酸素商会

医療   産業 株式会社コールド・エアー・プロダクツ

産業 国際炭酸株式会社

医療 小篠酸素株式会社

医療 有限会社小島医科器械店

医療 小西医療器株式会社

医療   産業 小松川酸素株式会社

医療 小松精機株式会社

医療 古宮酸素株式会社

医療 近藤商事株式会社

医療 サーラエナジー株式会社

医療   産業 株式会社西海総合ガスセンター

医療   産業 埼京日酸株式会社

医療 有限会社西郷マルヰ

医療   産業 株式会社サイサン

医療 埼玉メディカルサポート株式会社

医療 株式会社サウスウェイ

医療 サカヰ産業株式会社

医療   産業 株式会社佐賀総合ガスセンター

医療   産業 相模アセチレン株式会社

産業 相模原液酸株式会社

医療 有限会社佐川酸素

医療 株式会社佐々木酸素店

医療 株式会社佐々啓

医療 サツマ医療株式会社

医療   産業 サツマガス工業株式会社

医療   産業 サツマ酸素工業株式会社

医療 株式会社佐藤酸素

医療 株式会社ザ・トーカイ

医療 有限会社サト商会
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産業 讃岐液酸株式会社

医療 サンアセ株式会社

医療   産業 山陰酸素工業株式会社

医療 株式会社三櫻

医療 株式会社三喜商会

医療 株式会社サンキメディカル

医療 有限会社三共酸素商会

医療 株式会社サンケミ

医療 株式会社三幸医療酸素

医療 三興産商株式会社

医療 三光商事株式会社

医療 株式会社三幸製作所

医療 株式会社三光堂

医療 サンコウメディカル株式会社

医療 株式会社サンメディカル

医療 株式会社サンモルト

医療   産業 山陽エア・ケミカルズ株式会社

医療   産業 山陽酸素株式会社

医療 三洋商事株式会社

医療 山陽電子工業株式会社

医療 サンリン株式会社

医療 有限会社サンレスピ

医療 株式会社三和ガス商会

医療 三和興産株式会社

産業
（賛助） 株式会社ＣＲＣ西日本

医療   産業 株式会社ジーシー東海

医療   産業 株式会社ＪＦＥサンソセンター

医療   産業 滋賀カーバイド株式会社

医療   産業 四国アセチレン工業株式会社

医療   産業 四国岩谷産業株式会社

医療   産業 四国液酸株式会社

医療 四国酸素株式会社

医療   産業 四国大陽日酸株式会社

医療 四国溶材株式会社

産業 静岡液酸株式会社

医療 静岡ガスセンター株式会社

医療   産業 静岡酸素株式会社

産業 しなの液酸株式会社

医療   産業 株式会社シマキュウ

医療 株式会社島子商店

医療 島田酸素株式会社

産業 ジャパンファインプロダクツ株式会社

産業 株式会社ジャパンヘリウムセンター

医療 株式会社ＪＡＬエアテック

医療   産業 周南酸素株式会社

医療 株式会社商起産業

医療   産業 城東日酸株式会社

医療   産業 荘内ガス株式会社

医療   産業 城南共同酸素株式会社

産業 上毛天然瓦斯工業株式会社

医療 昭和酸素株式会社

産業 昭和電工株式会社

医療   産業 昭和電工ガスプロダクツ株式会社

医療 昭和電工セラミックス株式会社

医療 株式会社ジョーサン

医療 株式会社シルベックス

医療 新鋭工業株式会社

医療   産業 新宮酸素株式会社

産業
（賛助） 神鋼エアーテック株式会社

産業 神鋼エア・ウォーター・ガス株式会社

医療 伸光工業株式会社

医療 新光酸商株式会社

産業 新相模酸素株式会社

医療 株式会社新生

医療 進誠メディカル株式会社

医療 株式会社新東

産業 新日化エア・ウォーター株式会社

医療 株式会社神野正文商店

医療   産業 新洋酸素株式会社

医療 株式会社シンワ
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産業 杉浦高圧株式会社

医療 杉浦産業株式会社

医療 杉本工業株式会社

医療   産業 株式会社鈴木商館

医療 鈴木製薬株式会社

医療 株式会社鈴商総合ガスセンター

医療 株式会社ステリテック

産業 住化高純度ガス有限会社

医療 住友化学株式会社

医療   産業 住友精化株式会社

医療   産業 製鉄オキシトン株式会社

医療 西部特機工業株式会社

医療 株式会社セキサン

医療 株式会社関茂助商店

医療 株式会社世田谷酸素商事

医療   産業 株式会社ゼネラルガスセンター

医療 株式会社セルフ

産業
（賛助） 一般社団法人全国高圧ガス容器検査協会

産業
（賛助） 一般社団法人全国高圧ガス溶材組合連合会

産業 仙台アセチレン株式会社

医療   産業 株式会社仙台サンソセンター

医療   産業 仙台日酸株式会社

産業 セントラル硝子株式会社

医療 セントラルメディカル株式会社

医療 株式会社セントラルユニ

産業 泉北酸素株式会社

医療 相互産業株式会社

医療 株式会社相互物産

医療 株式会社ソエダ

医療 十合刈谷酸素株式会社

医療 株式会社ソノダ

医療 株式会社第一医療器

医療   産業 第一開明株式会社

医療 株式会社タイガーメディカルガス

医療 株式会社タイガー薬品

医療 大協物産株式会社

医療 ダイキン工業株式会社

医療 株式会社大興

医療 株式会社大合商会

医療 株式会社大東医療ガス

医療 株式会社大同商会

産業
（賛助） 株式会社ダイトー

産業 大日本アガ株式会社

医療 太平産業株式会社

医療   産業 株式会社大平洋ガスセンター

医療   産業 太平熔材株式会社

医療   産業 大丸エナウィン株式会社

医療 株式会社大明

産業 大洋化学工業株式会社

医療 株式会社大洋サンソ

医療 大洋酸素株式会社

医療   産業 大陽日酸株式会社

産業
（賛助） 大陽日酸エンジニアリング株式会社

医療   産業 大陽日酸ガス＆ウェルディング株式会社

医療   産業 大陽日酸東関東株式会社

医療 大陽日酸東関東販売株式会社

医療   産業 大陽日酸北海道株式会社

医療 株式会社大和

医療   産業 大和酸素株式会社

医療   産業 大和酸素工業株式会社

医療 大和酸素販売有限会社

医療 株式会社大和商会

医療   産業 大和熔材株式会社

医療 有限会社高雄商店

医療 株式会社高田太郎商店

産業 高千穂化学工業株式会社

医療 株式会社高橋栄商店

医療 有限会社高橋酸素

医療   産業 高浜酸素株式会社

医療   産業 高松帝酸株式会社
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医療   産業 髙山産業株式会社

医療 株式会社髙山春吉商店

医療 株式会社田口興産

医療   産業 株式会社武田商事

医療   産業 竹中高圧工業株式会社

医療 タケモト商会

医療 タサキ溶材商事株式会社

医療 立川酸素株式会社

医療 有限会社立花商事

医療   産業 タツミ産業株式会社

医療 田中酸素株式会社

医療 有限会社田中酸素

医療 田中舘ガス店

医療   産業 田邊工業株式会社

医療 谷口酸素工業株式会社

医療 株式会社田沼酸素商会

医療 株式会社筑豊商会

医療 知多髙圧ガス株式会社

医療 有限会社千田善商店

産業 知多炭酸株式会社

産業 千葉エヌディーガスセンター株式会社

産業 株式会社千葉サンソセンター

医療 千葉日酸株式会社

医療 株式会社中央医科酸器

医療 株式会社中岸商店

医療 中京医療株式会社

産業 中京産商株式会社

医療   産業 中国アセチレン株式会社

医療 中国コイケ株式会社

医療   産業 中国酸素株式会社

医療   産業 中・四国エア・ウォーター株式会社

医療   産業 中部エア・ウォーター株式会社

医療   産業 中部液酸株式会社

医療 株式会社中部自動車整備工場

産業 中部冷熱株式会社

産業
（賛助） 超低温機器協会

医療 株式会社千代田

医療 有限会社津機工

医療 株式会社辻商店

医療   産業 ツチダ産業株式会社

産業 株式会社鶴崎サンソセンター

医療 ティアイメディカル株式会社

医療 ティーエスアルフレッサ株式会社

医療   産業 株式会社ティーエムエアー

医療 ティエヌメディカルエンジ株式会社

産業
（賛助） 公益社団法人低温工学・超電導学会

医療 帝人ファーマ株式会社

医療 帝人ヘルスケア株式会社

産業
（賛助） デンカ株式会社

医療 株式会社テンズ

産業 東亞合成株式会社

医療 東亜産業株式会社

医療   産業 東亞テクノガス株式会社

医療 東遠ガス熔材株式会社

産業 株式会社ＴＯＫＡＩ

医療   産業 東海アセチレン株式会社

産業 東海液酸株式会社

医療   産業 東海ガスユナイテッド株式会社

医療   産業 東海産業株式会社

医療   産業 東海溶材株式会社

医療   産業 東京液化酸素株式会社

医療   産業 東京ガスケミカル株式会社

医療   産業 東京高圧山崎株式会社

医療 株式会社東京酸器

医療   産業 東京酸素株式会社

医療   産業 東京酸素窒素株式会社

産業 東京炭酸株式会社

医療   産業 株式会社東酸

産業 東曹ダイスイ株式会社

医療 東部酸素株式会社
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医療   産業 東邦アセチレン株式会社

医療   産業 東邦岩手株式会社

医療   産業 東邦酸素工業株式会社

医療 東邦福島株式会社

医療 東邦北海道株式会社

産業 東邦冷熱株式会社

医療 東北アルフレッサ株式会社

医療   産業 東北エア・ウォーター株式会社

医療 東北化学薬品株式会社

医療 東北酸素株式会社

医療 堂本商事株式会社

医療   産業 東洋高圧ガス株式会社

医療 東洋工器株式会社

医療 東陽実業株式会社

医療 東洋商事株式会社（北海道会員）

医療 東洋商事株式会社（千葉県会員）

産業
（賛助） 東洋電化工業株式会社

医療   産業 株式会社東予ガスセンター

医療   産業 東横化学株式会社

医療 トーヨー株式会社

医療 一般社団法人徳洲会

医療 株式会社特殊ガス商会

医療   産業 土佐酸素株式会社

産業 栃木共同アセチレン株式会社

医療 有限会社栃木高圧ガス

産業 苫小牧共同酸素株式会社

医療   産業 株式会社巴商会

医療 株式会社トモノ商会

医療   産業 豊田ガスセンター株式会社

産業 株式会社トリケミカル研究所

産業 直江津アセチレン株式会社

医療 株式会社長岡酸素

医療 長岡商事株式会社

医療 株式会社中尾酸素

産業 長崎液酸株式会社

医療   産業 長崎酸素株式会社

医療 有限会社長門商会

医療   産業 長野液酸工業株式会社

医療 中野酸工株式会社

医療 株式会社中村酸素

医療 中山商事株式会社

医療 株式会社ながよう

医療   産業 名古屋ガスセンター株式会社

医療 名古屋興酸株式会社

医療   産業 名古屋酸素株式会社

医療   産業 株式会社名古屋サンソセンター

医療   産業 名古屋日酸株式会社

医療 株式会社ナック

医療   産業 浪速酸素株式会社

医療 有限会社浪速酸素商会

医療 南紀プロパンガス株式会社

医療   産業 株式会社南九オキシコ

医療 株式会社ナンブ

医療 南予プロパン株式会社

医療 新潟アイ・ジー・エス株式会社

産業 新潟液酸株式会社

医療   産業 新潟ガス工業株式会社

産業 新潟高圧ガス株式会社

産業 新潟水素株式会社

医療 新潟熔材株式会社

医療 西川産業株式会社

医療 西日本イワタニガス株式会社

医療 株式会社西日本オキシテック

産業 西日本高圧瓦斯株式会社

医療 株式会社西日本酸器

医療 西日本メディカルリンク株式会社

医療 有限会社西村酸素販売

医療   産業 ニッキフッコー株式会社

医療 株式会社日協堂医療器

医療   産業 日興酸素株式会社
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医療 株式会社日光溶材

産業 株式会社ニッコーコーポレーション

医療 日産化学株式会社

医療   産業 日酸ＴＡＮＡＫＡ株式会社

医療 日星産業株式会社

医療 日成溶材株式会社

産業 日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社

産業 日鉄日新サンソ株式会社

医療 日東高圧株式会社

医療   産業 日東高圧化学工業株式会社

医療   産業 日東物産株式会社

医療 日本炭酸瓦斯株式会社

産業 日本ヘリウム株式会社

医療 日本医療株式会社

医療   産業 日本エア・リキード合同会社

医療   産業 日本液炭株式会社

産業 日本化学工業株式会社

医療 日本ガスケミ株式会社

医療 日本ガスコム株式会社

医療 株式会社日本高圧瓦斯

産業
（賛助） 日本高圧ガス容器バルブ工業会

医療 日本特殊陶業株式会社

医療 日本メガケア株式会社

医療 日本ルフト株式会社

産業
（賛助） 株式会社ニヤクコーポレーション

医療 有限会社布川酸素商会

医療 沼津酸素工業株式会社

医療   産業 ネクスト・ワン株式会社

医療 根室ガス販売株式会社

医療   産業
（賛助） 株式会社ネリキ

医療 有限会社野田酸素商会

医療   産業 株式会社延岡高圧ガスセンター

医療 有限会社野村酸素

医療 バイタルエア・ジャパン株式会社

産業 株式会社ハイドロエッジ

医療   産業 博多共同酸素株式会社

医療 株式会社萩原酸素商会

医療   産業 函館酸素株式会社

医療 株式会社ハシモト

医療 橋本酸素商会

医療 株式会社パスカルメディカ

医療 長谷川酸素株式会社

産業 八戸液酸株式会社八戸工場

医療   産業 八戸共同酸素株式会社

医療 有限会社八戸青電舎

医療 株式会社ババ

医療 株式会社馬場酸素

医療   産業
（賛助） 株式会社ハマイ

医療 株式会社濱田気工

医療 有限会社濱野産業

医療   産業 株式会社浜松エア・サプライ

医療 ハヤシカネエネルギー株式会社

医療 林酸素株式会社

医療 はらガス産業株式会社

医療   産業 株式会社原田商店

医療 東日本イワタニガス株式会社

産業 東日本高圧株式会社

医療 東日本メディカルガス株式会社

医療 株式会社東三河総合ガスセンター

医療   産業 光酸素株式会社

医療 光熔材株式会社

医療 肥後水産有限会社

医療 株式会社日立商事

医療 有限会社日田プロパンガス商会

医療 日出男商会

医療 日之出酸素株式会社

医療 日ノ丸産業株式会社

医療 美唄ガス株式会社

医療   産業 姫路ダイサン株式会社

医療 株式会社百一酸素
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会員企業一覧（50 音順）

医療 株式会社百拾八

医療 ＨｙｏｇｏＧａｓＳｕｐｐｌｙＣｅｎｔｅｒ株式会社

医療 株式会社平野酸素商会

医療 株式会社平山商店

医療   産業 株式会社広川高圧ガスセンター

医療   産業 広島高圧ガス株式会社

医療 広島酸素株式会社

医療   産業 広島日酸株式会社

医療 有限会社広島溶材

医療 琵琶商事株式会社

医療 株式会社フィリップス・ジャパン

医療 フォトニクス株式会社

医療 株式会社深沢ツール

医療   産業 福岡酸素株式会社

医療 福岡ダイサン株式会社

産業 福島液酸株式会社

医療 株式会社福島オーツー

医療   産業 株式会社福島共同ガスセンター

医療 福島酸素株式会社

医療 有限会社福島熔材工業所

医療 株式会社フクダ産業

医療 有限会社福田酸素商会

医療 フクダライフテック株式会社

医療 フクダライフテック関西株式会社

医療 フクダライフテック関東株式会社

医療 フクダライフテック北東北株式会社

医療 フクダライフテック九州株式会社

医療 フクダライフテック京滋株式会社

医療 フクダライフテック四国株式会社

医療 フクダライフテック常葉株式会社

医療 フクダライフテック中国株式会社

医療 フクダライフテック中部株式会社

医療 フクダライフテック東京株式会社

医療 フクダライフテック東京西株式会社

医療 フクダライフテック兵庫株式会社

医療 フクダライフテック北信越株式会社

医療 フクダライフテック北海道株式会社

医療 フクダライフテック南近畿株式会社

医療 フクダライフテック南東北株式会社

医療 フクダライフテック横浜株式会社

医療   産業 福豊帝酸株式会社

産業 福山液酸株式会社

医療 株式会社フクヨウ

医療 有限会社房生商会

医療 富士アセチレン工業株式会社

医療 藤井医療器株式会社

医療 株式会社富士医科精器

医療   産業 藤井商事株式会社

医療 藤井物産株式会社

医療 藤岡熔材株式会社

医療   産業 フジオックス株式会社

産業
（賛助） 株式会社フジキン

医療   産業 富士酸素株式会社

医療   産業 富士酸素工業株式会社

医療 株式会社富士商会

医療 藤田産業株式会社

医療   産業 藤田酸素工業株式会社

医療 富士見興業株式会社

医療 株式会社藤村商店

医療 株式会社冨士山

医療 フジヤマ酸素株式会社

医療   産業 株式会社伏山酸素商会

医療 藤原酸素商店

医療 豊前高圧ガス株式会社

医療 福興商事株式会社

医療 有限会社船川石油店

医療 株式会社平和酸素商会

医療 株式会社平和商会

産業
（賛助） 株式会社ベンカン機工

医療   産業 株式会社宝山産業
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産業 北越アセチレン株式会社

医療 北酸株式会社

医療   産業 北酸高圧瓦斯株式会社

医療 北陸イワタニガス株式会社

医療   産業 北陸エア・ケミカルズ株式会社

医療 北陸液化産業株式会社

産業 北陸液酸工業株式会社

医療   産業 北良株式会社

医療   産業 株式会社星医療酸器

医療 株式会社星医療酸器関西

医療 株式会社星医療酸器東海

医療 ホステックアイレ株式会社

医療 株式会社細谷地

産業 北海道アセチレン株式会社

医療   産業 北海道エア・ウォーター株式会社

医療 本多酸素株式会社

医療   産業 本田商會株式会社

医療 本田溶材

医療 舞鶴大同ガス株式会社

医療 株式会社槇原プロパン商会

医療   産業 株式会社マスコール

医療 株式会社増田医科器械

医療 株式会社まちづくり公社

医療 株式会社松浦商店

医療 松田石油株式会社

医療 有限会社松原産業

医療 株式会社松原商店

医療 株式会社松本薬品

産業 松山オキシトン株式会社

医療 松山酸素株式会社

医療 マリヤ医科興業株式会社

医療 有限会社マルエス産業

医療 有限会社マルオ商事

医療   産業 株式会社丸協酸素商会

医療 マル商ガス株式会社

医療 株式会社丸大工機商会

医療 マル中酸素商会

医療 有限会社マルハチ商会

医療 株式会社マルホン

産業 丸由工材株式会社

医療 株式会社まんぼう

医療 株式会社三浦溶材

産業 三国液酸株式会社

医療   産業 水アセ株式会社

医療 水沢ガス株式会社

医療   産業 株式会社水島オキシトン

医療   産業 株式会社水島酸素商会

医療 有限会社ミズノ

医療 株式会社ミタス

医療 道端熔材株式会社

産業 三井化学株式会社基盤素材事業本部

医療 株式会社緑屋酸素

医療 源川医科器械株式会社

産業 株式会社南九州ガスセンター

医療 三原産業株式会社

医療   産業 宮崎酸素株式会社

医療 株式会社宮﨑商店

医療 宮野医療器株式会社

医療 株式会社ミヤノメディックス

医療 株式会社宮原酸素

医療   産業 宮原酸素株式会社

医療 三好産業有限会社

医療 有限会社椋木商会

医療   産業 武蔵野ガスセンター株式会社

医療 陸奥高圧ガス株式会社

医療 有限会社むつ酸素

医療 株式会社ムラタ

医療 村田株式会社

医療 有限会社村山商会

医療 明王丸商事株式会社
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医療 有限会社メディカル技研

医療 株式会社メディカルサカイ

医療 株式会社メディカル・リキッド

医療 株式会社メドックス

医療 株式会社モテキ

医療 株式会社モリ

医療 森本鉄工有限会社

医療 株式会社守屋医療酸素商会

医療 守屋酸素株式会社

医療   産業 森脇産業株式会社

医療 合資会社八重山自動車商会

医療 株式会社八神製作所

産業 安浦アセチレン株式会社

医療 株式会社八幡サンソセンター

医療 山一資材株式会社

医療 山内酸器株式会社

医療   産業 山形高圧ガス株式会社

医療   産業 山形酸素株式会社

医療   産業 山口酸素株式会社

医療   産業 株式会社山国商会

医療 有限会社山佐ガス商事

医療 ヤマザキ産業株式会社

医療 山澤酸素株式会社

医療 山下医科器械株式会社

医療 山正酸素株式会社（青森県会員）

医療 山正酸素株式会社（福島県会員）

医療 株式会社ヤマックス

医療 ヤマト産業株式会社

医療 株式会社大和サンソ

医療 山梨東海株式会社

医療 有限会社山原商会

医療 山脇酸素株式会社

医療 株式会社ユタカ

医療 ユニオンテック株式会社

医療 ユニオンメディカル株式会社

医療   産業 株式会社ユミヤマ

医療   産業 横浜ケミカル株式会社

医療 有限会社横山酸素店

医療 吉住酸素工業株式会社

産業 ヨシダ高圧株式会社

医療 株式会社吉田酸素

医療 有限会社吉冨酸素商会

医療 吉安商事株式会社

医療   産業 四日市オキシトン株式会社

医療 株式会社両備エネシス

医療   産業 リンクス株式会社

医療 株式会社若井商店

医療 若松ガス株式会社

医療 和歌山酸素株式会社

医療 株式会社和光産業商会

医療 ワタキューセイモア株式会社近畿支店

医療 株式会社渡辺商会

医療 渡辺プロパンガス株式会社

医療   産業 株式会社渡商会

会員企業一覧（50 音順）
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統計データ （JIMGA ウェブサイトに掲載している統計資料を基にグラフ化しています。）

酸素業種別販売実績推移 (2015 年度～ 2019 年度 )

窒素業種別販売実績推移 (2015 年度～ 2019 年度 )
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液化炭酸ガス用途別出荷実績推移 (2015 年度～ 2019 年度 )
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溶解アセチレン地区別販売実績推移 (2015 年度～ 2019 年度 )

圧縮水素分野別出荷実績推移 (2015 年度～ 2019 年度 )
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半導体材料ガス等ガス別販売実績推移 (2015 年度～ 2019 年度 )
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2020 年はオリンピックイヤーで華々しく始まり

ましたが誰が現在のこの状況を予測できたでしょう

か。当協会も新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため活動が制限されており、昨年のようには事業

運営ができていないのが現状です。医師の皆様のご

意見を伺うと、この状況はワクチンができたからと

いって解消するものではないようですので、ルール

を守りながら方法を探り、前向きに活動していかな

ければなりません。すべて止めるのは簡単なことで

すが、定款に記載されている当協会の目的の一つに

は『保安の確保を図るとともに会員相互の親睦と研

鑽に努め』とあります。これをいかに実践していく

のか、走りながら探っていかねばならないと考えて

います。

さて、JIMGA も６月より新体制となりました。

これからの２年間は協会大改革の形を創り上げる

期間で、部門別から機能別への組織を作り直す２

年であると位置付けています。JIMGA 発足時か

らいずれなくそうと言われていた評議員会の廃止

をはじめ、会費格差の是正等、当初からの課題が

※ 1　 日本全国の小中学校に寄贈されているキャリア教育読本です。「おしごと年鑑 2020」では、JIMGA がページを担当した
「高圧ガスが社会生活に欠かせないのはどうして？」が掲載されています。

いくつもあります。これを２年後の総会を目途に

解消していかなければなりません。

また、自然災害の激甚化は周辺環境の変化ととも

に新たな課題を生み出しています。保安や安全の確

保にはお金がかかります。これは間接的なコストで

す。現在の流通はそのコストに見合う状態になって

いるでしょうか。意図もなく不採算ビジネスを放置

していないでしょうか。業界全体が襟を正して、若

い世代が未来に向けて希望が持てるような業界を創

り上げ、次々世代で『おしごと年鑑』
※1

を読んだ子供

たちが、この業界に足を踏み入れてくれる。こういっ

たことが、当業界を持続可能な業界にするための一

つの方策であると信じてやみません。

8 月より JIMGA ウェブサイトを刷新するとと

も に、 今 回 JIMGA REPORT を 創 刊 し ま し た。

JIMGA はこれまで以上に発信し、産業・医療ガス

業界の存在感を高め、会員の皆様の一助となるよう

活動してまいります。今年度も協会運営へのご理解、

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 加藤 尚嗣
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新しいJIMGAウェブサイトが
リリースされました！

8月17日に、JIMGAウェブサイトが新しくなりました。新ウェブサイトでは、会員会社の役員・従業員の方であれば、
ご自分のメールアドレスで、ユーザー登録をすることで会員限定コンテンツを閲覧できるようになりました。ユー
ザー登録方法は下記のとおりですので、早速ユーザー登録をしてみましょう！

本登録方法は、所属されている会社に専用ドメイン(例えばJIMGAであれば “@jimga.or.jp” 等)がある場合のみ有効です。所属会
社に専用ドメインがない場合は下記の方法では登録できませんので、JIMGA本部までお問合せください。

JIMGA本部
産業ガス部門　TEL 03-5425-2255　　医療ガス部門　TEL 03-5425-1188

NEW

JIMGAウェブサイト

ユーザー登録にあたっての注意点！

ユーザー登録手順

さあ、JIMGAウェブサイトを
ご活用ください！

問合せ先

JIMGAウェブサイト(https://www.jimga.or.jp/)
にアクセスし、画面右上にある「会員ログイン」を
クリックします。

１

画面右側にある「新規ユーザー登録」をクリック
します。

自分のユーザー名(メールアドレスの@より前の
部分)を入力し、「送信」をクリックします。

2

7

利用規約を読み、「上記に同意する」にチェック
をつけて、「ユーザー仮登録へ進む」をクリック
します。

JIMGAからメールが届きますので、メールに記
載されているURLをクリックします。

3

8

会社名欄に所属する企業名を入力して、「検索」
をクリックします。4

9

検索結果から、企業および事業所を選択し、
「選択」をクリックします。

内容確認画面に表示されている項目でよけれ
ば、「登録する」をクリックすると本登録が完了し
ます。以降はメールアドレスと設定したパスワー
ドで会員ログインすることができます。

5

6

10

ユーザー本登録手続画面でパスワード、姓名、
姓名フリガナ等を入力し、「内容を確認」をクリッ
クします。

選択した企業の専用ドメインが表示されますの
で、自分のメールアドレスと同じドメインを選ん
で「選択」をクリックします。




