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2020年度高圧ガス容器全国一斉特別回収結果報告

モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。 Ⓒ２０２１一般社団法人日本産業・医療ガス協会

　2020年10月1日～10月31日に全溶連およびJIMGA会員企業の皆様にご協力いただき、長期
停滞容器（納入後6ヶ月以上経過した使用済みの貸借容器）、放置容器、不明容器について、
34,149か所（前年比+6,427）を訪問し回収した結果を報告します。
　回収本数は、63,739本（前年比＋11,362本）で、そのうち長期停滞容器が61,869本（同
+11,228本）、放置容器が1,225本（同+28本）、不明容器が645本（同+106本）でした。ガス
種別の内訳は下表のとおりで、酸素とアセチレンが圧倒的に多く、この2つを合わせた本数
は全体の60％を超えています。回収場所は、消費者の容器置場が最も多く、次いで解体・建
設現場となっています。
　今回、容器回収にご協力いただきました方々には、改めてお礼を申し上げます。JIMGAで
は引き続き放置容器、不明容器の撲滅に向けて取り組んでまいりますので、今後ともよろし
くお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　（放置容器撲滅WG 事務局　山本 卓也）

　　

ガス別集計

不明容器回収本数と累積比率 回収本数
累積比率
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不明容器のガス種別回収場所

　協会案内ページにある「会員企業一覧」(https://www.jimga.or.jp/about/member/)におい
て、会員各社ウェブサイトへのリンク設置を行っております。リンク設置を希望される場合
は、会員会社名とウェブサイトURLをお書きの上、下記、JIMGA広報アドレスへご連絡くだ
さい。

　リンク設置後にURLが変更となった際にも、上記JIMGA広報アドレスへご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報委員会 事務局）

 

　　

JIMGA広報アドレス：jimga-koho@jimga.or.jp

会員ウェブサイトへのリンク設置について
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　弊社は、製鉄会社として、また空気分離装置メーカーとして長い歴史を持つ株式会社神戸
製鋼所と、産業ガスメーカーとして日本の産業界に産業ガスを供給し続けてきたエア・ウォ
ーター株式会社の両社が有する独自の技術を統合し、2004年に設立されました。
　2019年10月には、エア・ウォーターの100％出資会社として、新社名「エア・ウォーター
・クライオプラント株式会社」のもと、ものづくりや社会生活に欠かすことができない産業
ガスや医療ガスを造る装置、プラントを国内外に展開しています。各種ガスプラント分野の
リーディングカンパニーを目指して成長を続けています。

　設立以来、神戸市灘区に本社を構えておりました
が、2020年4月に大阪市福島区に本社を移転しまし
た。神戸の地で培った大型深冷空気分離装置の技術
基盤を有した技術者と、エア・ウォーターグループ
にて国内外で展開する中小型の深冷空気分離装置を
主体とした産業ガスエンジニアリングに携わる技術
者が合流しました。
　従来手掛けてきた大型空気分離装置(ASU)に加え、高効率空気分離装置(VSU)、窒素ガス発
生装置(V1)、酸素PSA(VP)、水素発生装置(VHR)などのVシリーズや、その他ガス分離装置な
どをラインアップし、フルレンジで展開しています。

　産業ガスをお客様のご使用条件にあわせて、お客様に最適な供給形態でお届けしています。
　環境対策への取組みと並行して、AIを使った生産に追従した高度制御や異常予兆診断等の
ニーズが高まりつつあります。また、保全業務ではスーパーバイザーのWEB遠隔サポート、
ドローンを使っての予防保全も拡がってまいりました。

　産業や暮らしのさまざまなニーズにお応えし、

産業の根幹を支え、お客様からの高い信頼をいた

だけますよう、社会貢献をしてまいります。
（エア・ウォーター・クライオプラント株式会社
　取締役営業部長 牧野 有記）

沿革

本社事務所の紹介

産業ガス供給装置のこれから

賛助会員 ―エア・ウォーター・クライオプラント株式会社―

エア・ウォーター・クライオプラント株式会社
URL: http://sac.co.jp/

本社事務所の様子

本社建屋外観
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ウェブサイトのアクセス解析（Googleサーチコンソールによるキーワード分析）

モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。 Ⓒ２０２1一般社団法人日本産業・医療ガス協会

　前号のJIMGAnews61号ではウェブサイトの活用状況をレポートしました。今号ではJIMGA
ウェブサイトに訪問するユーザーの皆様が、どのような検索キーワードから当サイトへアク
セスしたかを調査しました。（本調査はGoogleを対象ポータルサイトとし、対象期間は
2021年1月1日～1月31日です。）

　検索キーワードはさまざまな組み合わせで入力されるため、最も多く使用されたキーワー
ド30件について同義のキーワードを分類し、合計クリック数を調査しました。
1位のキーワードの「酸素ボンベ」は前月（2021年1月）比で最もクリック数が増加したキ
ーワードでもあり、注目度がわかります。

 

　　

主な検索キーワード

表1　主なキーワードおよびキーワードのバリエーションのクリック数

※クリック数：主なキーワードとバリエーションの合計

図1 キーワードと構成比

キーワードと構成比

■酸素ボンベ　■JIMGA　■ヘリウム　■医療ガス　■その他

酸素ボンベ
40％

その他
11％

医療ガス
10％

JIMGA
27％

ヘリウム
12％
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　これらのキーワードで検索された結果、最も表示回数が多かったページは「携帯用酸素ボ
ンベの取扱いの注意」（https://www.jimga.or.jp/hot/zaitaku_keitai）でした。表示回数の多
かったページは以下のとおりです。

　検索によりJIMGAウェブサイトを訪問するユーザーには、非会員の一般ユーザーが多く含
まれていると考えられます。本サイトは、会員企業の皆様への情報提供とともに、一般ユー
ザーの皆様に対しても、産業ガス・医療ガスの情報を提供することも目的の一つです。今後
もウェブサイトの利用状況を注視し、情報発信に役立ててまいります。

　JIMGAでは会員限定ページの閲覧や、出版物の会員価格でのご購入等のため、会員登録を
お願いしております。特に出版物については、会員ログインせずにご購入の場合、会員価格
が適用されないため、ご購入の際はログイン済みであることをご確認お願いいたします。
　新ウェブサイト公開時は登録者数約2,600名からスタートし、現在は会員企業に所属され
ている3,711名の皆様にご登録いただいております（2月17日現在）。未登録の皆様には、ぜ
ひ会員登録をお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報委員会 事務局　石原 智子）

　

表示回数の多かったページ

表2 表示回数の多かったページとクリック数

会員登録の方法はこちらをご覧ください↓
https://www.jimga.or.jp/files/200930_2hanbai-manual.pdf

https://www.jimga.or.jp/hot/zaitaku_keitai

https://www.jimga.or.jp/

https://www.jimga.or.jp/gas/produce_airseparation

https://www.jimga.or.jp/gas/delivery_medicalgas/

https://www.jimga.or.jp/gas/produce_he/

会員登録者数について
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地域本部のページ紹介

モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。 Ⓒ２０２１一般社団法人日本産業・医療ガス協会

　JIMGAウェブサイトでは地域本部のページを設置し、それぞれの地域本部の役員一覧や活
動内容について掲載しています。今後、ページの充実を図っていきますので、掲載してほし
いテーマなどがあれば、是非、各地域本部担当者までご連絡ください。
　地域本部のページへの直接アクセスはこちら → https://www.jimga.or.jp/local/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報委員会 事務局）

「地域本部のページ」
をクリック！

閲覧する
地域本部を

選ぶ

各地域本部の
ページが
開きます!
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ウェブサイト掲載お知らせ一覧 ―2020年12月15日~2021年2月15日掲載―

モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。 Ⓒ２０２1一般社団法人日本産業・医療ガス協会

　JIMGAウェブサイトでは、会員の皆様に向けた最新の情報をお知らせページにて掲載して
います。2020年12月15日~2021年2月15日までに掲載したお知らせをまとめましたので、
URLよりご覧ください。
　最新のお知らせはこちら→https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=865

　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　●　●　●

2021.02.12　消費税転嫁対策特別措置法失効に伴う周知の協力について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=913

2021.02.11　アルミ容器の刻印不備に関する『取扱注意』と『当該容器保有のKHK連絡』
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=911

2021.02.10　在宅酸素療法中の火気の取扱いに関する注意喚起を埼玉県越谷市役所HPにて広
　　　　　　報いただきました。
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=910

2021.02.09　「オンライン資格確認」を導入する医療機関等における個人情報の利用目的の
　　　　　　例示について(協力依頼)
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=909

2021.02.05　「派遣労働者に係るテレワークに関するQ&A」 の更新について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=908

2021.02.04　企業版ふるさと納税(内閣府)
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=907

2021.02.04　「化学物質管理WEBセミナー2020 - 化管法/リスク評価/化管法に基づくSDS・
                         ラベル作成の概要」のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=906

2021.02.03　障害者差別解消法等について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=905

2021.02.01　消費税転嫁対策特別措置法の失効に伴うJIMGAの消費税転嫁カルテル・表示カ
                         ルテルの扱いについて
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=898

2021.01.29　緊急事態宣言下におけるテレワーク等の実施状況について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=904

2021.01.29　インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基
                         づく安全衛生教育等の実施について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=903

2021.01.29　令和3年1月28日からの大雪に対する警戒と安全確認の対応について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=902

2021.01.28　大雪等異常気象時における輸送の安全の確保に向けたご理解とご協力のお願い
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=899

2021.01.27　改正独占禁止法を知って、賢くコンプライアンス！
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=897

2021.01.27　本人確認のデジタル化・厳格化について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=896

2021.01.27　まだマイナンバーカードをお持ちでない方へ交付申請書が順次発送されています
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=895

2021.01.22　(一部改定)2020年度及び2021年度新卒者等の採用維持・促進に向けた特段の配慮について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=894

2021.01.20　国内外の日本企業へのNEDO実証のPRを目的としたオンラインセミナー
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=892

2021.01.20　国際エネルギー実証/実証要件適合性等調査第1回公募予告開始について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=8912

2021.01.20　2020年10月 高圧ガス容器全国一斉特別回収結果について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=890

2021.01.20　「プロセスの安全管理指針」発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=889

2021.01.15　新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=888

2021.01.14　新型コロナウイルスワクチン優先接種に関する整理
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=887

2021.01.14　【内閣官房】水際対策強化に係る新たな措置
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=886

2021.01.13　「スチーム・リフォーマーの起動と停止における安全運転」発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=885

2021.01.13　節電にご協力ください！
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=884

2021.01.12　3月31日で消費税転嫁対策特別措置法が失効します
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=883

2021.01.12　【内閣官房】新型コロナウイルス感染症対策ページのご紹介と水際対策強化について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=882

2021.01.11　三者合意事項の実行策に関するアンケート調査結果の修正について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/login/?r=1

2021.01.08　緊急事態宣言発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染
　　　　　　予防及び健康管理について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=879

2021.01.08　緊急事態宣言に伴う政府基本的対処方針の徹底のお願い
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=878

2021.01.07　マイナンバーカードを取得しましょう！
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=877

2021.01.06　令和3年1月7日からの大雪に対する警戒と安全確認の対応について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=876

2021.01.06　薬事関連通知の押印等の取扱いについて（厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=875

2021.01.01　「異常気象時等におけるローリ運行指針」発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=871

2020.12.25　ブレクジット関連情報
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=874

2020.12.25　JIMGAnews 第61号発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=872

2020.12.22　オリパラ特措法等の一部改正する法律の施行に伴う祝日の移動について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=870

2020.12.21　企業版ふるさと納税「企業と地方公共団体とのマッチング会」
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=869
　　　
2020.12.16　在宅酸素火災予防：HOT火災事故記事のご案内（12/15産経新聞夕刊及び電子版）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=866

2020.12.15　「空気液化分離装置の安全運転指針」発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=865
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2021.01.29　令和3年1月28日からの大雪に対する警戒と安全確認の対応について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=902

2021.01.28　大雪等異常気象時における輸送の安全の確保に向けたご理解とご協力のお願い
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=899

2021.01.27　改正独占禁止法を知って、賢くコンプライアンス！
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=897

2021.01.27　本人確認のデジタル化・厳格化について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=896

2021.01.27　まだマイナンバーカードをお持ちでない方へ交付申請書が順次発送されています
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=895

2021.01.22　(一部改定)2020年度及び2021年度新卒者等の採用維持・促進に向けた特段の配慮について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=894

2021.01.20　国内外の日本企業へのNEDO実証のPRを目的としたオンラインセミナー
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=892

2021.01.20　国際エネルギー実証/実証要件適合性等調査第1回公募予告開始について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=891

2021.01.20　2020年10月 高圧ガス容器全国一斉特別回収結果について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=890

2021.01.20　「プロセスの安全管理指針」発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=889

2021.01.15　新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に関する要請について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=888

2021.01.14　新型コロナウイルスワクチン優先接種に関する整理
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=887

2021.01.14　【内閣官房】水際対策強化に係る新たな措置
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=886
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2021.01.12　【内閣官房】新型コロナウイルス感染症対策ページのご紹介と水際対策強化について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=882

2021.01.11　三者合意事項の実行策に関するアンケート調査結果の修正について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/login/?r=1

2021.01.08　緊急事態宣言発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感染症への感染
　　　　　　予防及び健康管理について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=879

2021.01.08　緊急事態宣言に伴う政府基本的対処方針の徹底のお願い
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=878

2021.01.07　マイナンバーカードを取得しましょう！
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=877

2021.01.06　令和3年1月7日からの大雪に対する警戒と安全確認の対応について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=876

2021.01.06　薬事関連通知の押印等の取扱いについて（厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=875

2021.01.01　「異常気象時等におけるローリ運行指針」発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=871

2020.12.25　ブレクジット関連情報
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=874

2020.12.25　JIMGAnews 第61号発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=872

2020.12.22　オリパラ特措法等の一部改正する法律の施行に伴う祝日の移動について
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=870

2020.12.21　企業版ふるさと納税「企業と地方公共団体とのマッチング会」
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=869
　　　
2020.12.16　在宅酸素火災予防：HOT火災事故記事のご案内（12/15産経新聞夕刊及び電子版）
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=866

2020.12.15　「空気液化分離装置の安全運転指針」発行のご案内
　　　　　　https://www.jimga.or.jp/news/detail.php?id=865
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気ままに
コラム

去年、オリパラのチケットがことごとく外れた。あき

らめて、大画面テレビを買って観戦しようと思ってい

たのだが、オリパラ延期できっかけを失い、結局、10

年選手の26V型液晶テレビを使い続けていた。

正月に、一人暮らししている娘が、「部屋にあるテレビ(20V型)より少し画面が大きいの

がほしいねん。」と言い出したので、「おとうちゃんの古いのあげよか？」と冗談でオフ

ァーしたところ、「それでええよ。ちょうだい。送って。」ということになってしまった。

あわてる必要はなかったのだが、物欲が激しく頭を揺さぶり始め、一週間も経たないう

ちに43V型の4K液晶テレビが部屋に鎮座していた。4K放送の良さはイマイチわからない

が、やっぱり大画面はいい！シ

ーサーもご機嫌だ。

古いテレビは宅急便で娘に送っ

た。「でかい！！ちょうどハマっ

たわ。」とメールが届いた。時

をおかず、不要品となった小さな

テレビが返送されてきた。ん？ 

着払いだ。ちゃっかりしている。

さすが、我が娘だわ。    

                   (広報担当　岩戸 康人)

　　　　


