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皆 さん、 明 けましておめでとうございます。

本日はたくさんの方に遠路かつご多忙にもかか

わらずお集まり頂き、誠にありがとうございま

す。 ことのほかご多忙の所、 経済産業省にお

きましては菅原製造産業局長をはじめ幹部の

方々、厚生労働省からは原医政局長をはじめ幹

部の方々、日頃ご支援賜っています高圧ガス保

安協会からは作田会長をはじめ幹部の方々、そ

して昨年からいろいろとご指導頂いています日

本医療ガス学会からは武田理事長をはじめ幹部

の方々にお越し頂いています。また、東京都庁、

東京消防庁等の関係諸団体の皆様、マスコミの

方からも大変たくさんのご来賓を賜っておりま

す。本日は本業界始まって以来の400名を超す

方々にご参列頂いており、誠にうれしい限りで

す。心より御礼申し上げます。

昨年も消費税増税をはじめとしまして尖閣・

竹島問題、TPP問題等がありましたが、原発停

止に伴う電気代値上げ問題は私どもの業界に最

も影響を及ぼしました。まだ昨年は東京電力だ

けでしたが、今年は皆様もご承知の通り、関西

電力をはじめ原子力発電所をお持ちでない沖縄

電力を除いた各電力会社が、価格の是正を考え

ておられます。これは間違いなく 4 月から我が

業界を襲う大きな波でございます。

以 前 から申 し上 げておりますように、 私 ど

もの業界は電力多消費産業です。コストの4割

を電力が占めており、業界で年間およそ90億

kWhの電 気 を使 っ ております。 このうち自 家

発電を除き、約70億kWhが今年値上げの対象

になるわけです。これがもし東京電力試算の値

上げとほぼ同じような考え方で実行されるとす

れば、我々の業界では今回の原発停止に伴う

値上げを含めて1kWhあたり約4円前後かかり、

だいたい年間280億円がコストとして加重され

て参ります。我々のガスの売り上げが昨年の

統 計 によりますと約7,000億 円 です。 いかに頑

張りましても10%前後が営業利益であろうと考

えられますので、280億円というと営業利益の

40%強が失われて行くことになります。今月21

日には関西電力にお願いに行く予定でおります

が、 私としましてはぜひ頑張って各電力会社

に、できる限り料金を下げて頂くようにお願い

をするつもりでおります。

この3年間、経済はいわゆる六重苦の中で荒

海に船出しているような状況です。しかもその

船は残念ながら羅針盤のない船で、国民は経験

が浅 い船 長 の統 卒 がとれていない船 に乗 せら

平成25年 賀詞交歓会

　　　　会長　豊田 昌洋

開会挨拶

　平成25年1月11日東京會舘にお
いて賀詞交歓会を開催しました。



産業ガスレポート vol.28 産業ガスレポート vol.28 2

平成 25 年賀詞交歓会

れ、年が変わるごとに私どもは不安の念を抱い

ていました。今年は幸いなことに若干円安の傾

向も見えて参りましたし、船長さんをはじめ経

験がおありになると思われる方が船員になって

おられますことは非常に喜ばしいことだと思い

ます。 決 して安 心 してはいけないと思 います

が、荒海の暗闇の中で遥かかなたに灯りが見え

てきたような気になりませんか。我々はその灯

りをめがけ、手を携えて頑張って行かなくては

いけないと思っております。特に産業・医療ガ

スの業界は社会のインフラであり、命のインフ

ラを預かっています。我々の業界がおかしくな

れば社会がおかしくなり、人の命にも関わりか

ねません。我々一人ひとりが預かっている仕事

をしっかりと守って社会に貢献して行くために

は、苦しいときだからこそ、全員が業界をよく

するために、業界全体が幸せになるような行動

をとって頂きたいと心から祈念しております。

私 は一 昨 年JIMGAの会 長 に就 任 して以 来、

共通で2つ、産業・医療部門でそれぞれ4つの

課題を掲げました。まずは共通の課題の一つ、

我々はコンプライアンスを大事に守らなければ

なりません。その主旨にのっとり、ありとあら

ゆる組織の運営を行い、ありとあらゆる会議を

進めて参りたいと思います。2つ目は何度も申

し上げますが、我々の役割は社会のインフラ、

命のインフラを預かっています。その仕事の重

要性、この業界の注目度を社会の皆様方にご認

識頂くために、広報の統一を図りました。今は

産業と医療が同じ広報部門で活動をしようとし

ています。

産業・医療両部門共に第一の課題は安全と保

安です。幸いなことに在宅酸素療法におけるい

ろいろな指導や広報活動の結果、昨年の患者宅

における火災事故は2件にとどまりました。今

年はぜひこれをゼロにすることを目標にして頂

きたいと思います。産業部門の2つ目の課題は、

不明容器あるいは放置容器の撲滅です。全国で

使われている1,500万本の容器を完璧に管理し、

事故の起こらないように法律的な運営も合わせ

て図るために平成19年からRFタグを研究して

おります。昨年は実用試験に入り、ただ今のと

ころ6社、50拠点でようやく22万本まで装着す

ることができました。 私 は平 成27年 までに少

なくとも310万本まで成し遂げたいと思ってお

ります。全国9つの地域本部の皆様方にもお伝

えしましたが、一つ一つの地域で1社でも2社

でも多く実施して頂くよう今年はお願いしたい

と思っています。本日ご出席賜っている、私ど

もが一番頼りにしております全溶連の深尾会長

にもお願いしているところでございますが、こ

の問題は全溶連の皆様と手を携えてしっかりと

した実績を上げて行きたいと思っております。

3つ目の課題は、医療と同じく、国際基準の整

合化です。国際基準は先手必勝だと私は思って

おります。日本で作った基準をできるだけ早く

世界各国の基準にすべく、IOMAを通じてある

いはアメリカ、ヨーロッパ、アジアの団体と協

議をしながら進めて行くことは、大変な労力と

人力、経費を要しますが、ただ今30件ほどが仕

上がりました。しかし、まだ30件ほど案件を持っ

ておりますので、更にこれを強力に進めて参り

たいと思います。

医療に関しては、世界のPIC/S加入の第一段

階として、昨年私どもは「医療用ガスに関する

製造管理及び品質管理の基準」というものを作

り、提出させて頂きましたところ、厚生労働省

から各都道府県の主管部署へ「本基準の内容を

日本産業・医療ガス協会に加盟していない貴管

下にも十分浸透するようにお願いしたい」とい

う内容の書面を出して頂きました。厚生労働省

並びに都道府県の皆様方のご支援も得ながら、

私 どもは昨 年10カ 所 でこの基 準 についての説

明会を行いました。また、医療ガスにおいては
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ボンベの取り違い事故が結構ございます。これ

については既に日本医療ガス学会の武田先生は

じめ皆様方と議論を始めておりますが、安全と

保 安 のためにするべきことは山 ほどあります。

国際的な基準の整合化のためには、まず自らす

るべきことを一つ一つこなし、完璧な形で次の

代に引き継いで行きたいと思っております。

以上それぞれ申し上げましたが、最後に残っ

ているのが電力問題です。私としては業界の生

死を左右する大問題だと思っております。この

問題については他の化学工業団体、鉄鋼関連団

体等と共に、政府の善処と電力会社の更なる合

理化に加え、我々自身の合理化が必要です。電

力消費量の原価率については、1990年を基準と

し、それぞれの業界に対して目標が設定されて

おりますが、我々は現時点で当時に比べて80%

にするように言われております。私どもの調査

によりますと、既に75%まで改善を進めており

ます。ぜひ電気代の値上げにつきましては、皆

様それぞれの立場やお考えで、ご使用先のご理

解を得られるようご努力をお願いしたいと思い

ます。こういうことは他に原因を求めずして自

らやらなくてはいけないことだと私は思ってお

ります。コストが上がれば十分な説明をしてお

得意様のご理解を得られるように、そして、我

が身の合理化により、何とかそれぞれの会社や

業界を維持できるように今年は頑張って参りた

いと思います。

冒頭で申し上げましたが、ようやく荒海の中

で前途に明るい灯りが見えて参りました。その

灯りを力にこれから一層、業界の発展のために

役員・職員一同、そして業界全員で頑張って参

りたいと思います。どうぞこれからもご支援・

ご指 導 賜 りますことを心 からお願 いいたしま

す。本日ご出席の皆様のますますのご健勝とご

多幸を心からお祈りいたしまして、挨拶とさせ

て頂きます。
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明けましておめでとうございます。私もいろ

いろな業界の賀詞交歓会に参加させて頂いてお

りますが、昨年に比べると随分皆さんの顔が明

るくなったという話を聞いております。最大の

理由はおそらく、会長のお話にもありましたが

円安や株高という年末年始からの動きや政権交

代など、少なくとも後ろではなく前に向かうと

いうことだけは確実になったということではな

いかと思います。年末年始で円は10円近く上

がり、 今 日 も89円 くらいだと思 いますが、 何

も変わらずにここまで上がってきました。人の

気持ちだけでこれだけ経済が変わるという一つ

の良い例だと思いますが、逆に言うとたかが雰

囲気に過ぎないということにもなります。皆さ

んの期待を現実のものにできるかどうか、これ

から新政権、それを支える我々行政が本当に試

されるときだと思っています。

この業 界 については、 円 安 その他 の好 要 因

とは逆に、電気料金の値上げという非常に大き

な問題を抱えていることは十分承知しておりま

す。ただ、もしあのまま政権が続いていたら今

回の値上げは1回では済まなかったということ

は明らかで、今回関西電力や九州電力が値上げ

申請をしておりますが、へたをすれば東京電力

を含めて2度、3度の値上げというのが将来的

にはあり得たかもしれません。何とか我々はそ

れを回避し、安全第一ではありますが、なるべ

く早く原子力を再稼働して安定供給という状態

を取り戻したいと思います。いろいろご批判も

あるかと思いますが、それが経済産業省の役割

だと思っております。

経済のことで言うと、日本経済再生本部で

緊急経済対策というものを決定させて頂きまし

た。 まさに先ほど申し上げた雰囲気を現実の

ものに変えて行く第一歩だと思っております。

今回我々はいろいろな提案をさせて頂きました

が、自民党政権になりまして、ほとんど引き受

けてくれた、もしくは大胆なものに仕上げて頂

いたと思っております。政権として着実に手形

を落とす第一歩の対策になると思います。いず

れにせよ、いろいろ採用して頂いたこともやっ

つけ仕事では変わりません。日本の産業界、特

に製造業がおかれている状況はやっつけ仕事の

対策で回復できるほど簡単ではないと思ってお

ります。まさに、新政権の誕生と共にこの半年

から一年、もっと言うと3年から5年の間に製

造業の復活に向けて何ができるのかということ

が問われています。経済産業省を含めた政府が

来賓ご挨拶

　　　経済産業省　製造産業局

局長　菅原 郁郎 殿
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きちんとした製造業の復活策を打てなければ、

10年後の日本の製造業はないに等しくなる可

能 性 もあるというくらい危 機 感 を感 じていま

す。民間の声を十分に政権政府として取り入れ

て具体策を打ち出す体制を整え、魂を込めて政

策に仕上げて行きたいと思っております。皆さ

んの窮状は十分承知のつもりですが、皆さんの

お客様も含めて日本のものづくりがもう一度復

活することが、当面の日本の産業経済の第一の

課題だということを腹にすえてやって行きたい

と思っております。従前以上に皆さんのいろい

ろなご意見をどうぞぶつけてください。可能な

限り、政策に仕上げて行きたいと思います。

本日ご列席の皆様のご健勝と業界の更なる

発展、そしていろいろな困難をぜひ乗り越えて

行かれることを祈念いたしまして、新春の挨拶

とさせて頂きます。
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新年明けましておめでとうございます。協会

におかれましては昨年10月に東日本大震災を

踏まえて「医療ガスと医療ガス設備　大震災の

教訓と防災対策」を取りまとめられました。私

も医療行政に長く携わっていますが、平成7年

の阪神・淡路大震災のときも医療の問題が大き

く取り上げられました。例えば水がないために

人工透析ができないとか、医療ガスの問題もあ

りました。震災があったときに健常な人は何と

か数日間は生き延び、その間に助けの手を差し

伸べることができますが、患者さん、特に協会

が関係されている在宅酸素療法の患者さんなど

在宅で療養されている方々にとりましては、そ

の日にちを待っていられない状況であります。

そのためにさまざまな補完的な措置が必要にな

るでしょうし、更には酸素の供給に取組んで頂

かなければなりません。そのためにも災害時の

対応が重要になると以前から考えていましたと

ころ、協会ではその対策を「教訓と反省」とい

う形でまとめられました。また、各都道府県と

「災害時における防災協定」を締結し、しっか

りとした災害時の体制を積極的に構築されてい

ると伺っており、誠に感謝する次第です。

医療につきましては一般の産業と異なり、こ

れからも着実に需要が増えて行きますが、その

需要は予測可能な程度の伸びであります。人々

の高齢化と共に確実に病気は増えて行きます。

これから十数年あるいは20 ～ 30年は医療の需

要は拡大して行くのは間違いありません。かた

やそれに対する医療の提供体制をどうして行く

かということを考えますと、私は従来の体制の

ままでは立ち行かなくなるだろうと思っており

ます。そのためには効果的で効率的な提供体制

を考えて行かねばなりません。その中で在宅で

のさまざまな療養形態が今後ますます増えてく

る訳でありまして、例えば在宅酸素療法などに

つきましてもいろいろなニーズが増えてくるも

のと考えており、協会の皆様にも対応をお願い

することになると思います。いずれにしても安

全で安心できる体制を作り上げて行くことが肝

要だと思っております。これからも皆様方のご

協力をお願いする次第です。

協会のますますの発展と皆様方のご健勝と

ご活躍をお祈りいたしまして新年の挨拶とさせ

て頂きます。

来賓ご挨拶

　　　　　　厚生労働省　医政局

局長　原 德壽 殿
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皆様、明けましておめでとうございます。本

年もどうぞよろしくお願いいたします。一説に

よりますと、巳年というのは万物の内に秘めた

るエネルギーが一斉に放出し、発展するという

大変おめでたい年だと言われております。こう

したことを踏まえて、果たしてどういう年にな

るのかということですが、先ほど豊田会長から

もお話がありましたように、昨年の暮れに新政

権が発足されました。長年混迷を極めておりま

した民主党政権から自民党政権に変わり、円高

の是正、金融緩和等々の政策があり、いち早く

マーケットが反応し、円安あるいは株高という

形で推移しております。しかし、実態がそんな

に変わったわけではなく、やや期待先行の感が

ございますので、この内閣が具体的な実行政策

の実現にとまどっているとやがて期待が失望に

変わり、その反応は決して小さくないだろうと

いう気がしています。いずれにしましても、新

政権に対しては冷静に推移を見守らせてもらお

うと思っております。

確かに安倍政権はさまざまな対策、政策を打

ち出しております。先ほど菅原局長からもお話

がありました緊急経済対策などがありますが、

私たちがやはり一番関心があるのは、日本経済

再生本部の成長戦略、中でも産業復興プランで

す。これはもっともな政策でございますのでぜ

ひ進めて頂きたいと思いますが、この産業の再

生・復活の前提条件は安全・安心・保安の確保

が不可欠だろうと私は思っております。残念な

がら、現在のところ安全・安心・保安の確保と

いう観点が若干欠けているのではないかと感じ

ておりますので、ぜひともそのあたりをご配慮

頂きたいと思っております。

一昨年の東日本大震災、または福島第一原発

の大事故を契機に国民の安全・安心に対する関

心は非常に高まりました。そして、私どもも関

係の深い、最近の大事故を見ますと、やはり産

業の復興は保安の確保であり、安全・安心の確

保が不可欠だと思っております。最近歴史的な

大事故が3件起きましたが、事故の再発防止には

産業の保安システムを若干改善する、あるいは

規制を強化するというようなことでは到底対応

できないと感じております。日本の産業の総力、

あるいは日本の基礎体力にいろいろな問題が表

れているのではないかと思 います。 従 っ て、 事

故の再発防止には、単に高圧ガス保安法の範疇

ではなく、産業政策を含めた本当の意味での基

礎体力をどう強化するかというのが非常に大切

来賓ご挨拶

　　　　　　　　高圧ガス保安協会

会長　作田 頴治 殿
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です。せっかく今回、製造業の復興プランとい

う大変幅広い対策がとられているので、その中

にぜひとも保安の確保、安全・安心の確保を取

り込んで頂きたいと思います。今日は行政の方

がいらっしゃいますので、ぜひとも復興はもちろ

んですが、その前提は安全・安心なのだというこ

とを踏まえて対応を考えて頂きたいということを

お願いする次第でございます。以上、いろいろと

お伝えしましたが、本年が災害防止の年になりま

すように、そして、皆様にとりまして良い年にな

りますように祈念いたしまして、挨拶とさせて頂

きます。

皆様、明けましておめでとうございます。私

も今年の正月は期待と不安と両方の面からいろ

いろ考えました。期待というのは、昨年の暮れ

に発足された第二次安倍内閣に伴ういわゆるア

ベノミクスで、日本の産業再生に対していろい

ろな政策を打って頂き、これが後々効いてくる

だろうという意味での期待です。先ほど菅原局

長のお話にもございましたが、経済産業省も日

本の産業再生のために頑張って頂けるという大

変力強いお言葉を頂き、本当に今日来てよかっ

たなと思った次第です。

それに立ちはだかる不安というのは、豊田会

長からもお話がありました電力料金値上げの問

題です。これは今の流れの中ではそう簡単には

片付きません。我々は当然のことながら最大の

努力をし、効率化・合理化を進めて参ります。

我々が努めるべきは、産業も医療もガスを売る

ということは安全を売ることだという原点に立

ち返ることです。今年は更に覚悟を決めて進ん

で行きたいと思っております。

また、国際整合化の問題については、容器

RFタグの仕様がISOの方でいろいろ議論されて

いますが、日本の我々が進めている仕様がおそ

らく世界基準としてほぼ採用されるのではない

かと思 います。 今 年 の春 先 には方 向 性 がより

はっきりすると思いますが、引続き貢献して行

きたいと思います。

我々の産業界、ガス業界がますます元気にな

ると共に、本日ご来席の皆様のご健勝と会社の

ますますのご発展を祈念いたしまして、声高ら

かに新春の覚悟の杯を上げたいと思います。

　　　　副会長　松枝 寛祐

乾杯挨拶
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先 ほどからお話 が出 ていますが、 今 年 は経

営者の方の顔が明るいという話を聞きます。確

かに昨年の12月16日を境に円は安くなり、株

も上がり、経営者の顔つきは明るくなってきて

いると思います。ただそう思いながらも、自分

たちの売り上げの数字を見ると愕然とするわけ

で、我々の実際の仕事の中に影響してくるのは

まだ半年くらい先だろうと感じています。その

間、やはり地道にコツコツと仕事をしなければ

なりません。明るい気持ちを持ち続けることは

大事だと思いますが、それに浮かれて仕事をお

ろそかにして事故を起こさないように気をつけ

なければいけないと思います。

また、日本の経営者に一番必要なものは度胸

であると感じています。よその会社がどうでも

自分たちだけはやる、という度胸です。なぜこ

んなに良い車や良い製品を作っているのに、安

く売らなくてはいけないのでしょうか。だから

その部品や材料を売っているメーカーやガス屋

が苦労するのだと思います。日本全国で値上げ

をしてもらえれば、デフレが一発で解消します

し、みんなが幸せになれます。値上げをしたか

らお客様が逃げて行くという心配は、実際に逃

げて行ってからすればいいわけで、そういう度

胸を持った少し乱暴な経営をして行くべきでは

ないかと思います。日本に今欠けているのはそ

ういうことだろうと思いますので、度胸のある

JIMGAになっ て行 こうという願 いを込 めまし

て、挨拶とさせて頂きます。

　　　　副会長　鈴木 慶彦

中締め挨拶
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日　時：平成24年11月28日（水）14:00 ～ 16:45

会　場：メルパルク大阪

議　長：会長  豊田　昌洋

議　事：

1．定数の報告

理事会は理事定数20名のうち出席者17名、評

議員会は評議員定数38名のうち出席者・委任状

を合わせて38名にてそれぞれ定足数に達し、 本

会議が成立する事が宣言された。

2．議長選出

理事会運営規程第5条に基づき、豊田会長が議

長席に着いた。

3．議事録記名人選出

理事会運営規程第6条により、鏑木副会長、鈴

木副会長及び藤井監事を選出した。

また、評議員会運営規程第7条により、吉坂評

議員および曽我部評議員を選出した。

4．決議事項

第1号議案　入会希望事業者審査の件

事務局より入会希望事業者（医療ガス部門3社）

の提案がなされ、審議の結果拍手をもって提案通

り承認された。

以上にて決議事項は終了し、報告事項に入った。

5．報告事項

（1） 平成24年度産業ガス部門上期活動報告

　　（主要課題抜粋）

1）広報活動の強化

5月9日の委員会において、広報委員会の活動

範囲を医療ガス部門に拡大することを決議し、こ

れに伴い広報委員会運営規程の変更を行った。

また、定時総会において、広報活動に関する

アンケート調査を実施し、115名から回答を得た。

この結果を今後の方針決定に活用する予定。ま

た、主な活動詳細は以下の通りである。

①　ウェブサイトの内容の充実

会員専用ページに「取引契約書モデル」、「容器

管理指針発行状況」ページを設けた。出版物ペー

ジのJIMGAnews掲載ページに記事の見出しを記

載し、内容を解りやすく改善した。

②　産業ガスレポートの発行

9月末に秋号Vol.27を発行した。定時総会、本

年度の役員、評議員、常設部会・委員会名簿、組

織表、技術・国際ニュース、地域本部活動報告、

統計データ等を掲載した。今回から名簿を本部、

地域共にWGまで拡大し、役員の写真を掲載。「地

域本部の活動報告」の内容充実に努めた。

③　JIMGAnewsの発行

第9号（4月末）～第11号（8月末）を偶数月月末に

発行した。各号4ページで定時総会や理事会・評議

員会のイベントの報告や電力問題への対応の進捗

状況、国際会議報告、出版物紹介などを実施した。

④　マスコミへの発信

6月13日定例会長記者会見を開催し、電力問題

への対応、JIMGA主要課題及び取組み状況を発

表。14社17名が出席し、11紙（内一般紙1紙）で

記事となった。

2）RFタグ普及進捗状況

2011年4月 からの全 国 展 開 フ ェ ー ズ ｢Step4｣

が2年目に入り、会員各社は引続き、導入・展開

を進めている。導入は中国、四国、九州、近畿地

域から先行していたが、関東、東北地域へも広が

りつつある。今上期は、複数のディーラーによる

RFタグ運用の参画に加え、特に2社では、充て

平成24年度第2回理事会・評議員会合同会議 議事録
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ん所においてRFタグ装着が開始され、新たな流

れが生まれた。

運用上の課題はWGと技術SWGで連携し、解決

を図 りながら進 めている。 また、JIMGA規 格 を

ISO規格に包含する提案をしており、会議テーマ

として議論が進み、活動の幅が世界に広がってい

る。電波法改正に伴う周波数帯移行に向けて、技

術面の検証の実施や産業ガス業界として混乱を抑

えるべく全国一斉移行を要望し、ソフトバンクモ

バイル社（SBM社）と協議を開始した。また、主

な活動詳細は以下の通りである。

①　Step4（全国展開）実施

各社実施拠点での運用・技術課題を共有し、整

理。課題件数69件中、59件が完了。9月末時点の

RFタグ装着は8社46拠点となり、RFタグ装着数

は約19万個に到達。

②　普及・推進活動

JIMGA本部や各地域本部が説明会を開催する

際の資料作成や運営協力を実施。

③　ISO規格化に向けた取組み

7月にベルギーで開催の会議に参加。JIMGA案

を記入した改訂案を提出し、基本的に合意。

④　周波数帯移行への取組み

SBM社に対し、移行方法についての要望書を

提出。SBM社と共に課題の抽出作業を実施。

3）長期停滞容器回収推進

長期停滞容器による事故撲滅を目的に、主に以

下の活動を行った。

①　 各地で発行された「容器管理指針」や昨年度

改訂した契約書のモデルをウェブサイトに掲

載した。契約書モデルについては、豊田会長

の地域巡回会議にて紹介し、地域本部の意見

を求めた。

②　 「容器管理指針」の発行支援では、平成24年

8月の静岡と平成8年に発行済みの長野を含

め、発行済みが24都府県となった。

③　 貸出容器の有償化に関して、考え方の意見交

換を実施。引続き、延滞料、容器使用料、強

制回収方式の導入について具体的に検討を行

う予定。

④　 RFタグ普及状況を確認する過程で、高い割

合で長期停滞化が判明。引続き容器RFタグ

運営委員会WGと連携をとり、タグ化推進の

役割を果たす。

4）グリーン物流

地球環境問題を広義に捉え、業界として取組み

可能な課題を取り上げ、幅広く議論を実施した。

また、地球温暖化対策WGと情報を共有するため、

それぞれの会議にWG長、事務局が出席し、検討内

容を確認した。主な活動の詳細は以下の通りである。

①　液化ガスローリのCNG化検討

会員会社のCNG走行試験進捗を確認。2月の走

行試験結果が判明した時点で、WGとして内容を

把握し、水平展開の可能性を探る。

②　CO2 排出量統計の実施

タンクローリによる製品輸送に係るCO2 排出

量統計にて2006年度を100として燃料原単位で

101.9となった。東日本大震災によるプラント停

止や、ウエハーメーカー等の稼働減少が酸素、窒

素、アルゴン、CO2 それぞれのガスの輸送効率に

大きく影響し、燃料原単位を悪化させた。

5）放置容器・所有者不明容器の撲滅

容器処理WGでは、「高圧ガス容器特別回収プ

ロジェクト」との合同会議を開催し、例年10月

に実施する高圧ガス容器特別回収活動の開催と運

営方針を決定した。

日時：平成24年7月25日（水）14:00 ～ 17:00

議題：

①　 平成23年度高圧ガス容器特別回収結果資料

審議（回収集計表報告、回収場所調査報告、

放置・所有者不明容器撲滅対策）
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②　 平成24年度高圧ガス容器特別回収配布文書

審議（お願い文、回収要領、回収場所調査票、

ポスター）

③　放置容器処理事業特別枠中間報告

④　不明容器、放置容器撲滅を目指して意見交換

⑤　CRC西日本トピックス紹介

注） 技術・保安、環境・安全、国際部会の活動報告は、

技術・国際ニュースと重複する部分が多いた

め、技術・国際ニュースを参照ください。

（2） 平成24年度JIMGA中間決算収支計算書報告

の件

 　 中 間 決 算 収 支 計 算 書 に基 づき、 事 務 局 より

JIMGAの平成24年度上期（4月1日～ 9月30日）の

総合収支予算・実績対比が報告された。

（3）豊田会長の地域訪問の件

 　本部と地域本部の連携を密にした一体運営を

目指し、豊田会長が9月以降、各地域本部を訪問

し、意見交換を実施した内容について事務局から

報告した。

（4）電力・エネルギーの取組み

 　事務局から東京電力の値上げ、今夏の電力需

給、再生可能エネルギーの特別措置法、エネル

ギー・環境に関する選択肢のそれぞれについての

対応状況を報告した。

（5）内部監査報告について

 　事務局から内部監査結果について特に問題は

ない旨の報告をした。

（6）その他報告事項

 　事務局より、会員の現状及び今後の主要日程に

ついての報告があった。

以上すべての決議事項、報告がなされ、16 時

45 分に平成 24 年度第 2 回産業ガス部門理事会・

評議員会合同会議を閉会した。

会場の様子

議事を進行する豊田会長

スライドを使った活動報告

会議後の懇親会にて
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今後の主要日程・会員の現状

1．今後の主要日程

行　事　名　称 開　催　予　定　日 会　場

平成25年度第1回
理事会・評議員会合同会議

平成25年5月22日（水）
産業ガス部門　　12:00 ～
医療ガス部門　　15:00 ～

東京會舘

平成25年度定時総会 平成25年6月12日（水）　　16:00 ～ 東京會舘

平成25年度第2回
理事会・評議員会合同会議 平成25年11月28日（木）　  14:00 ～ メルパルク大阪

平成26年賀詞交歓会 平成26年1月15日（水）　　17:00 ～ 東京會舘

2．会員の現状について
　　　　　　　　　平成24年11月28日現在

医療ガス部門 産業ガス部門 合　計

正　会　員 769社 302社 1,071社

賛 助 会 員 0社 23社 23社

海 外 会 員 0社 5社 5社

合　計 769社 330社 1,099社
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長期停滞容器回収推進WG 
の活動について

司会：容器回収の目的は、基本

的には保安や安全が主体です

が、その推進のためには早期回

収や効率的な運用等によるコス

トダウン、延滞料や使用料など

契約化が有効です。本日は長期

停滞容器の回収についてお話頂

きたいと思いますが、初めに

JIMGAの長期停滞容器回収推

進WGのグループ長である柳田

さんからWGの活動についてお

話頂きたいと思います。

柳田：このWGは、平成17年10

月に容器契約化推進WGとして

立ち上がったものです。途中

で、容器の契約化がほぼ根付

いたことから商慣行改善WGに

名前を変更しましたが、より具

高
圧
ガ
ス
容
器
の
早
期
回
収
と
海
外
の
容
器
で
の
取
引
の
現
状
に
つ
い
て

座 

談 

会

日　時：2013年2月18日（月）15:00～17:00
場　所：メルパルク東京
出席者：柳田　裕久	 JIMGA企画部会　長期停滞容器回収推進WG長
	 	 （大陽日酸株式会社　執行役員		ガス事業本部パッケージガス事業部長）
	 小林　誠一	 JIMGA企画部会　長期停滞容器回収推進WG委員
	 	 （日本液炭株式会社　専務取締役		営業本部長）
	 椎名浩太郎	 JIMGA企画部会　長期停滞容器回収推進WG委員
	 	 （エア･リキード工業ガス株式会社　事業推進本部長）
	 鈴木　敬治	 JIMGA企画部会　特殊ガス企画委員会	副委員長
	 	 （高千穂商事株式会社　本社営業部	部長）
	 三堀　　清	 JIMGA顧問弁護士
	 	 （三堀法律事務所）
	 豊澤　幸平	 JIMGA専務理事
	 高橋　宏史	 JIMGA北海道地域本部事務局長
司　会：高橋　義郎	 ガスメディア社編集長	 （敬称略）

高圧ガス容器の早期回収と海外の
容器での取引の現状について
高圧ガス容器の早期回収と海外の
容器での取引の現状について
高圧ガス容器の早期回収と海外の
容器での取引の現状について

三堀さん 豊澤さん 高橋（宏）さん 柳田さん 高橋（義）さん鈴木さん 小林さん 椎名さん
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体的に活動内容をはっきりさ

せるため、現在の名前になり

ました。

WGの第 一 の目 的 は保 安 で

す。全国に長期停滞している容

器が非常に多いので、不明ある

いは放置容器をなくすため、容

器を早く回収するためにはどう

いう手を打てばよいかというこ

とを考える中で、容器契約をき

ちんと締結し、返却期限を決め

たり、期限を過ぎたものに関し

ては延滞料を請求したりという

ことをやっ ています。 しかし、

この契約はメーカーとディー

ラ ー の間 でできても、 デ ィ ー

ラーとユーザーの間でできない

という問題があり、なかなか進

んでいません。

容器契約締結のためのツー

ルとして、WGではJIGA時代か

らあった容器契約書のひな形を

JIMGAとして新たに作り直し、

契約する際にそのひな形を使っ

てもらえるようにしました。

また、地域行政と官民一体

となった保安体制を確立するた

め、各県単位で容器管理指針を

発行してもらうよう働きかけて

います。行政からのお墨つきが

あれば、末端ユーザーにも話を

しやすくなります。

WGでは皆さんの意見を積極

的に出して頂きながら、容器回

収につながるツール作りを進め

ています。

司会：業界全体としてだいたい

何本くらいの容器が停滞してい

る状況でしょうか?

柳田：業界にある容器は 1,500

万本といわれていますが、私ど

もの感覚だと在籍しているうち

の約半分くらいが現役として動

いていて、更にその半分が停滞

している状況だと思います。

アメリカにおける 
容器での 取引の現状

司会：アメリカでは容器回収が

うまくいっていて、容器使用料

で利益を上げるというケースが

かなりあると聞きますが、アメ

リカの現状についてはいかがで

しょうか?

柳田：アメリカの場合、私ども

の子会社であるマチソン・トラ

イガスは、取引先の 9割が末端

ユーザーで、ディーラーを介さ

ずに直接ユーザーとやり取りし

ています。

最初は保証金制度のような

形で、売るときに容器代も全部

預かり金のようにして、紛失し

たときに弁償金扱いにしていた

ようです。コンピュータが整備

されてきたことによって容器の

滞留期間が証明できるようにな

り、1990年代頃から容器使用料

という制度が浸透し始めたとの

ことです。その頃は日本と同じ

ようにガス代1本いくらという

形でやっていたので、ガス代と

容器代を分離して容器代を明確

にし、ガス代を少し値引きする

ことでトータルのガスコストは

変えずに容器使用料制度の導入

を推進しました。こうして、エ

リアによって若干商慣行に違い

があるものの、容器がお客様の

ところに行っている限り、容器

代として使用している本数分を

きちんと請求する仕組みを作り

出しています。

しかし、一番大事なのは、入

力作業を習慣づけることです。

いくら容器管理システムをき

柳田　裕久
大陽日酸株式会社　執行役員　ガス事業本部パッケージ
ガス事業部長／
JIMGA企画部会　長期停滞容器回収推進WG長

高橋　義郎
ガスメディア社編集長
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ちんとしていても、帰着入力が

しっかりできていなければお客

様に対する信用を失います。ア

メリカの場合は、1日に何度も

帰着入力を行い、容器調書の精

度を高めています。

ヨーロッパにおける 
容器での取引の現状

司会：アメリカではうまくいっ

ているようですが、ヨーロッパ

ではいかがでしょうか?

椎名：ヨーロッパでも容器使用

料は普及しています。日本では

使用料というと延滞料のイメー

ジが強いと思いますが、貸し出

した月から料金が発生するやり

方です。1970年代から普及して

いて、実施率もほぼ 100%にな

ります。ただ、それだけでは不

十分ということで 2000年頃か

らは延滞料という仕組みも導入

し始めているそうです。そちら

はまだ完全に普及していないよ

うですが、それでも 9割くらい

は普及しているという話を聞い

ています。顧客にとっては、長

く保管すると使用料が多く発生

してしまうので、容器の回転

もよくなり、安全につながると

いったようにうまく循環してい

ると思います。

炭酸ガス業界における容器 
での取引の現状と問題

司会：だいたい酸素、窒素、ア

　“怪傑・瓶々丸”

　か い け つ ・ び ん び ん ま る

Ｒ シリーズ

資料請求・訪問デモの
お申し込み随時受付中！

アシスト・ワン ホームページ
http://assist1.co.jphttp://assist1.co.jp

神鋼商事(株)
東日本溶材部　 TEL(03)3276-2345
西日本溶材部　 TEL(06)6206-7186
西日本中国グループ TEL(082)228-7444
西日本九州グループ TEL(092)431-4911
名古屋支社 機械・溶材部 TEL(052)563-8201

取 扱 店
(株)富士通マーケティング

開 発・販 売 元
株式会社　アシスト・ワン

産業営業本部 TEL(03)5804-8241
東海営業本部 TEL(052)211-1761
神戸支店 第二営業部 TEL(078)371-8582
九州支社 ビジネス営業部 TEL(092)472-4711

東京本社 〒169-0075　東京都新宿区高田馬場一丁目24番16号(内田ビル)
TEL(03)6233-9810(代)　FAX(03)3232-2551

大阪支社 〒556-0011　大阪市浪速区難波中一丁目9番10号(マッセ難波ビル1号館)
TEL(06)6648-7780(代)　FAX(06)6648-7788

� ハンディの特長
大容量小型高性能ハンディ・RFタグ対応
バーコード読取性能ＵＰ（弊社従来機比較）

� 現場での作業効率を大幅に向上
作業効率改善・ミス防止を強化（詳しくはお問合せ下さい）

おかげさまで容器管理システム納入実績NO.1 
パソコン1台から大規模環境までご要望にあわせたご提案をさせて頂きます

新型RFﾀｸﾞ
対応ハンディ

Ver 8.0 シ リ ー ズ
新 登 場

（R F タ グ 対 応 版）

随時処理
システム

財務連携
システム

保安管理
システム

バーコード
システム

ＬＰＧ管理
システム 在宅管理

システム

情報端末

ＣＴＩ
システム

充てん
システム

容器検査
システム

受注
システム見積

システム

容器管理
システム

アセチレン管理
システム 医薬品製品情報

コード対応

システム
概念

ＲＦタグ対応
システム

ハンディ
システム

取引先
データ連携

発注
システム

販売管理
システム

改正薬事対応
システム

内部統制対応
システム

か い け つ び ん び ん ま る
《 トータル型管理システム 》

“怪傑・瓶々丸”
か い け つ か ん た ん び ん
《 小型容器管理システム 》

“怪傑・簡単瓶”○Ｒ
か い け つ ら く ら く び ん

《 オールインワン簡易型管理システム 》

“怪傑・楽々瓶”○Ｒ
Ｎシステム・Ｎ-Liteシステム Ｊシステム（自社導入型）

Ｕシステム（最終消費先活用型）簡易容器管理 簡易販売管理

保安管理
☛ PICK UP SYSTEM 

� 周知書
毎年発行の周知・受領書の印刷により、周知業務の改善

� 保安台帳
周知記録・MSDS記録・点検記録を保安台帳に反映

� ガス貯蔵量チェック
最終消費先 及び 自社の貯蔵量チェック、貯蔵量違反防止

� 点検記録
各種点検の記録（社内・始業・充てん設備・最終消費先 等）

法令順守の保安管理システム発売中

RFタグ対応
☛ PICK UP SYSTEM 

新電波法（920MHz帯）対応のハンディ近日発売

椎名　浩太郎
エア･リキード工業ガス株式会社　事業推進本部長／

JIMGA企画部会　長期停滞容器回収推進WG委員
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ルゴンなどが多いと思います

が、炭酸ガス業界では、小林さ

んいかがでしょうか?

小林：炭酸ガスの場合は、若干

事情が違います。大きく違う点

のひとつは、ビール会社の押し

出し用のボンベを数多く扱って

いることです。ビール会社の所

有している容器は、正確ではあ

りませんが 100万本近くになり

ます。これが全部回転してい

るかどうかは別ですが、おそら

く 1/3 くらいは動いているだろ

うと推測しています。ただ、保

証という形で容器代を最初から

頂いて、容器が返ってきたらそ

れをお返しするという仕組みが

昔からきちんとなされているの

で、リスクが軽減されていると

理解しています。　

ビール以外でいうと、ディー

ラー向けは、大半が固定貸付と

いう形でまとまった数量のボン

ベをお貸ししてリース料を頂い

ています。リース料を頂けない

場合は、それに見合う量の液化

炭酸ガスを買って頂いて、容器

のリスクを軽減しています。直

販についてはさまざまで、容器

の貸借契約を結んでいるところ

もあれば、結んでいないところ

もあります。弊社の場合、容器

貸借契約では6カ月以上停滞し

たら月ごとに延滞料を頂くこと

になっているのですが、請求書

を出すかどうかについては徹底

されていません。請求書を出し

て延滞料が入金されれば良いの

ですが、入金されないと未回収

という形で会計処理がややこし

くなるため、なかなか請求書が

出しにくいという問題を抱えて

います。

特殊ガス業界における 
容器賃貸料の現状

司会：特殊ガスについては貸付

期間がおそらく一番長いと思い

ますが、高い容器を貸しつけ

て返って来ないと利益率が悪

くなると思います。鈴木さん

からみて、現状はいかがでしょ

うか?

鈴木：私どもの会社では基本的

に賃貸借契約を結んで行く方向

なのですが、契約を結ぶユー

ザーを限定しています。放置さ

れると危険な毒性の強いもの、

長期に安定した品質保証をする

ために特殊なコーティングをし

たもの、少量容器などは回収が

難しいこと、コストの面などを

考慮して容器賃貸料を設定して

います。また、容器そのものが

非常に高いアルミ容器も、品質

安定に重要な要素があります。

そういった特殊ガスの中で特殊

な容器に対してのみ容器賃貸料

を設定して契約をお願いしてい

ます。

北海道の有償化の成功事例 
について

司会：北海道地域ではうまく

いっているという話ですが、高

橋さんからお話頂けますか。

高橋（宏）：北海道における容器

使用料の契約状況は、各社及び

地域によって若干違いはありま

すが、契約されているお客様で

だいたい 70 ～ 80%、本数でお

おむね 60%くらいというのが現

状です。逆に使用料の徴収が進

んでいないところは、官公庁、

大学、病院、研究機関、ゼネコ

ンなどですが、進んでいないと

鈴木　敬治
高千穂商事株式会社　本社営業部 部長／
JIMGA企画部会　特殊ガス企画委員会 副委員長

小林　誠一
日本液炭株式会社　専務取締役　営業本部長／
JIMGA企画部会　長期停滞容器回収推進WG委員
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ころに対しても各社積極的に説

明を繰り返していて、昨年は一

部国立大学と契約できたという

実績もあがっています。

北海道で契約が進んだ要因は、

マーケットが小さいということ

がひとつ、あとは北海道地域で

は代理店を通さずにメーカーが

直接販売するのが主流だからだ

と思います。容器の早期回収や

使用料に関しても、メーカーの

要望をお客様に直接相談できる

ため、先ほどのお話にあったよ

うな、メーカーと代理店の間で

契約できても、代理店とお客様

でうまくいっていないというこ

とがほとんどありません。

また、成功したポイントは3

点ほど考えられます。ひとつは、

やはり容器管理がきちんとでき

ているということです。昔は容

器整理カードという形で、充て

ん、納品、引き取りといったも

のをカード化して請求に使用し

ていましたが、事業者間の取引

などはきちんと管理されていま

せんでした。そこで、容器管理

をシステム化するため、1990年

代初めにバーコードが採用さ

れ、より正確なシステムができ

上がりました。2つ目は、地域

で商習慣の改善ができたという

ことです。3つ目は、お客様に

対して懇切丁寧に繰り返し説明

をしたということです。それら

の結果、現在北海道の徴収率が

上がっているという事態になっ

たのだと認識しています。

コンプライアンスに関して

司 会：JIMGAが組織として契

約書のひな形を作り、皆でそれ

を実行しようとすることは独禁

法などいろいろな問題に絡んで

くるのではないかと思います。

現状について三堀弁護士からア

ドバイスやご意見をお伺いした

いと思います。

三堀：独占禁止法は、自由競争

の場を保持することが究極の目

的のひとつです。ガス業界の場

合、例えばAという会社が容器

をタダで貸してくれるのに、B

という会社は使用料を取るとい

うことになると、ひとつの競争

手段になってしまいます。業界

全体で長期停滞容器を回収する

という公益的な目的であったと

しても、それを加盟の各企業に

強いることは、業界団体が自由

競争の選択肢を奪ってしまうと

いうことになるので、容器使用

料あるいは延滞料を取らなくて

はいけないと強いることはでき

ません。

ただし、コンプライアンスを

突き詰めて行くと、容器はメー

カーやディーラーが必ず回収し

なければいけない循環の中にあ

るものですから、そのまま放置

されていること自体がコンプラ

イアンスの点で問題があり、改

善しなくてはいけません。

ひとつの方向性としてやり方

を提案する、あるいはJIMGAの

考え方として提示するのはまった

く問題ありませんが、使用料や延

滞料を導入するかどうかは、各

企業の判断で決めるということ

になります。導入しなかった場

合も、JIMGAとしてペナルティ

を課すことは、競争手段を制限

することになってしまうので独

禁法的には許されません。

三堀　清
三堀法律事務所／
JIMGA顧問弁護士

高橋　宏史
JIMGA北海道地域本部事務局長
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このような難しさがあるので、

むしろ法律によって、使用料や

延滞料を取ることを含めた容器

回収の枠組みを決めてもらって

もいい分野だと思います。

今後の方向性 
延滞料から使用料へ

司会：容器使用料を取ることを

前提にすると、アメリカのよう

にガス代と容器代それぞれの金

額を出して、合算したものをガ

ス料金として請求するのがいい

と思いますが、そういう問題ま

で踏み込んで行こうという考え

方はありますか?

柳田：直接お客さんと会話で

きるならいいのですが、ディー

ラーを介する場合、ディーラー

がユーザーと交渉してもらわな

いとできません。日本の場合

は、アメリカと逆で 90%くらい

がディーラー経由で販売してい

て、北海道を除いて全国的に

見ると直販売は少ない環境なの

で、難しいところだと思います。

　ただ、ひとつモデル地区を

作って、ガス代と容器代を分離

して請求するという形でやって

みてもいいかと思っています。

ディーラーに納得してもらうこ

とが前提ですが、助走期間を設

けながら、どういう反応がある

のか試してみてもいいかと思い

ます。もちろん強制するわけで

はなく、我々がある程度シェア

を持っている地区を使って、独

自でやって行くということにな

ります。

司会：毎年10月にやっている特

別回収では、長期停滞容器はか

なり回収できていますか?

柳田：継続的な活動が功を奏し

所有者不明容器の回収本数は減

少傾向にありますが、長期停滞

容器の回収はまだまだ努力が必

要です。

　事故を防止するためには、所

有者を明確にする必要がありま

す。容器契約も必要ですが、情

報が埋め込めるRFタグは、単

なる情報の読み書きにとどまら

ず、保安という意味においても

活用できると思います。

司会：WGでは、今後の具体的

な改善策は出てきていますか?

柳田：まずはツールを整備し、

それをJIMGAのホームページ

に掲載して会員の皆さんに見

てもらえるよう働きかけて行

きます。

　また、JIMGAとしてRFタグ

を推進しているのでWGも連携

します。容器管理をきちんと

するにはシステムを導入しない

とできませんが、全溶連に加

盟している 1,500社くらいの中

で、機械で管理されているとこ

ろはまだ約30%だといわれてい

ます。今後は容器管理システム

の普及・推進を考えて行かなく

てはいけないと思います。以前

はシステムを変えるために、何

百万円もかけてサーバーを入れ

なくてはいけないなど負担が非

常に大きかったのですが、今

はクラウド式という形で、ハン

ディターミナルさえ持っていれ

ば数万円ですぐにシステムが使

えるようにもなってきていま

す。そういうことをどんどん末

端にまで普及させ、まずは容器

管理の仕組み作りを推進する必

要があります。RFタグは容器

管理のためのひとつのツールに

なると思います。

司会：JIMGAとしては、今後ど

のようなことを考えていますか?

豊澤：豊田会長も容器管理はガ

スビジネスの根幹であるという

ことで、就任以来4大方針のひ

とつに挙げていますし、地域か

らも改善要請の声も多いので、

皆さんにご賛同して頂けるので

あれば、協会としては欧米も見

習い延滞料ではなく使用料の方

向でやって行くことが望ましい

と思っています。

　しかしながら、容器管理の基

豊澤　幸平
JIMGA専務理事
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本はデータの整備だと思いま

す。容器使用料を頂くにしても、

データがきちんと管理されてい

ないとできません。そのため

に、RFタグは容器管理の最大

のツールとして活用したいと考

えています。

　また、協会としての試案をま

とめて、協会のメッセージのよ

うなものを発信することを考え

ています。強制力を持つもので

はなく、協会なり豊田会長の考

えを伝えるものとして、皆さん

にご相談しながら今年のしかる

べき時期にやってみたいと思っ

ています。その際にはまた皆さ

んにご意見をお伺いしたいと思

いますので、ご協力をお願いい

たします。
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恩師Ｓ先生
高圧ガス工業株式会社　竹内　弘幸

　休日の朝、『何だかご機嫌ね・・・今日
は同窓会?　じゃあ晩御飯もいらないのね』。
妻への返事もそぞろにいそいそと自宅を出
た。1年前から決まっていた高校（昭和40年
3月卒）の同窓会だ。
　四国高松から関西地区に進学した同じク
ラス仲間数人が、就職後も互いに声を掛け
合い集まっていたが、年を重ねるごとに会
う回数が減ってきた。そこで少なくとも年1
回は事前に日を決めておいてできる限り集
まるようにと、当初は成人の日（1月15日）、
その後、祝日法の改正があってからは、成
人の日の連休から日を選ぶことになった。
　今年は 1月12日（土）正午に 16名が大阪梅
田に集合、鍋を囲んで談笑。予定の 3時間
があっという間に過ぎ、その後は「カラオケ
組」と「麻雀組」に別れる。更に「ゴルフ組」は
翌日ゴルフをして解散。第一線を退くもの
が増え始めた頃から、関西地区からだけで
なく高松や東京からの参加者が互いに誘い
合うようになり徐々に増えてきた。
　40数年間、毎年欠かさず続けられている
原動力は何だろうかと考えてみると、やは
り、3年生のときのクラス担任・S先生に行
き着く。S先生との出会いは、2年生になっ
て初めての英語の授業で、いきなり質問を
され、答えられなかった。小柄な体からは
想像できないような大きな声で『立っとれ』
と一喝された。当時流行っていたトランジ
スタラジオの伸縮するアンテナの部分だけ
を取り外して、それを引き伸ばしながら手
に持って近づき、いきなり机の上を思い切
り叩いた。バシッという音とともに、教室
の空気が一変した。

　春休み、進級前に組替えがあり担任の先
生も決まる。結果が一斉に体育館内に張り
出され、3年生の組替えで、最も恐れてい
たS先生の組に私の名前があった。最終学
年は地獄かと思っていたところ、授業は相
変わらず厳しかったが、進路相談などでは
親身になって適切なアドバイスをいただい
た。『進学の目的は単に知識を得るだけでは
ない。社会から隔離されたところで、互い
に損得勘定抜きで付き合い、ときには議論
してぶつかり合うことがあっても、互いを
認め合いながら交友を深めていくまたとな
い機会だ。それも、人生のなかでこの時期
しかない。社会に出れば様々な問題にぶつ
かるが、そのときどの様に解決していった
らいいのか。学ぶことはいくらでもある』。
　S先生は、ご自身も学び続けるという信念
と実行力を持っておられ、様々なハンデを
乗り越えて、高松市と米国の姉妹都市にあ
る高校の公費留学試験に挑戦して見事合格
し、留学されたことを卒業してから聞かさ
れた。『人間一生勉強』を口癖に生徒に厳し
いが自分にも厳しく、大声で怒鳴ることは
あっても体罰は一切なかった。生徒の能力
を如何に発揮させるかに情熱を注いでおら
れ、生徒にもそれが充分伝わっていた。
　「叱られ組」には妙な連帯感が生まれ、就
職してから暫らくの同窓会では毎回S先生
に叱られた話題で盛り上がった。
　もし、S先生に出会わなかったら、全く
別の人生を歩んでいたと思う。クラスの中
にも同じ思いの者がいる筈だ。私の出身中
学は、今は合併されて高松市になっている
が、郡部の香川町立中学で、高松市内の高
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校に進学する者はクラスから多くて数名と
いったところで育ち、高校生になってから
も、県外に出ることは全く考えていなかっ
た。S先生の強い勧めもあって関西の大学
を受験したものの、進路を決めかねていて、
合格してから先生に相談して進学を決心し
たほどだ。当時は宇高連絡船を利用して岡
山から大阪へ出た。布団袋に身の回りのも
のを詰めて、チッキで国鉄高松駅から荷物
を送り、連絡船に乗り込んだ。岸壁から離
れる時、銅鑼が鳴り、見送りの者が一斉に
色とりどりの紙テープを投げ、別れの声を
掛け合うなか、船はゆっくりと沖に向かっ
て離れていく。希望と不安の入り混じった
何ともいえない思いが込み上げて来たもの
だ。今となっては、あの何ともいえない時間
が懐かしくなるときがある。
　平成7年の同窓会は、S先生の古希祝と卒
業30周年記念を兼ねて、高松で行なった。
翌日（1月15日）讃岐カントリーでゴルフを
して、その夜遅くフェリーで神戸まで戻り、
阪神高速神戸線を通って帰った。その二日
後（1月17日）の未明、阪神・淡路大震災に襲
われた。後で高速道路の崩れる映像を観て、
一歩間違えば被害にあっていたかもしれな

いと、肝を冷やした。このときもS先生は
関西地区に住む者に被害はなかったかと大
変心配をされ、間もなくクラスの大勢の有
志から義捐金が届けられた。
　今年の同窓会も宴たけなわの時、S先生
の携帯電話に繋がった。『今年の秋、先生の
米寿のお祝いをすることが決まりました。
楽しみにしていてください』。喜んでもらえ
ると思ったら『わしはまだまだ元気や。毎日
歩いている。それより、2年後あんたらの学
年は卒業50周年や。あんたらのクラスだけ
でなく、学年全体で合同の卒業50周年記念
同窓会をやれと、地元（高松）の幹事にハッ
パをかけている。あんたらも応援して、必
ず高松へ帰って来いよ』。幾つになっても、
先生と生徒の関係は続く。

平成 22 年 9 月 4 日 桜紫会（高松の同窓会の名称）
の関西地区の同窓会にＳ先生が来賓として出席。Ｓ先
生 左隣 筆者。

平成 25 年 1 月 12 日 関西地区 同窓会。右端 筆者。平成 7 年 1 月 14 日 高松にて同窓会。前列中央Ｓ先
生ご夫妻、Ｓ先生 左斜後 筆者。
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1.　技術・保安部会

容器技術　WG

容器に関するISO規格の改訂・新規規格化案件

への対応を中心に活動しています。特に今年度

は、JIMGA仕様のRFタグのISO規格化と、AT試

験による容器再検査のISO規格化動向を注視して

います。

RFタ グ については、RFタ グ 運 営 委 員 会 メ ン

バーの協力により、既に次回見直し案としてのド

ラフトが作成されており、昨年TC58/SC4 WG6に

設置された専門家による会議への参加に引続き、

2月 に開 催 されるSC4の総 会 とWGの会 議 に参 加

して討議する予定です。

また、RFタグの運用を実際に行っている充て

ん所の見学を兼ね、WGの定例会議を西海総合ガ

スセンターにて1月24日に開催しました。当日は、

容器の入出庫、充てん情報の書き込み、容器置き

場での所在確認、トラックゲートによる読み込み

等、各工程での運用状況を確認することができま

した。

国内での実用化が期待されるAT試験について

は、昨年の勉強会開催に引続き、DOT（米国高圧

ガス容器規格）やCGA（北米の産業ガス協会）にお

ける関連情報の入手に努めています。今後は、国

内外の関連情報や関係者へのコンタクトを積極的

に行う予定です。

超低温貯槽　WG

平成24年度、当WGは次の4点の事項について

重点的に活動しましたが、今年度下期も積極的に

活動を継続して行きます。

（1）自主基準の作成

平成23年度のねじはめ輪への安全対策に関す

る成果を反映させるべく、CE設置事業所・ロー

リー運行事業所関係基準（JIMGA-T-S/11/08）の改

訂に着手しました。

（2）ISO/TC220（超低温貯槽）への参画

従来のOメンバー（投票権なし）からPメンバー

（投票権あり）への移行のための活動を継続しま

した。また、TC220国際会議にも積極的に参加し、

ISO規格案に対する国内意見の反映、情報の収集

･発信に努めました。

（3）規制改革要望の抽出･実現

「超低温容器の容器製作用鋼板の表裏区別の廃

止」、「容器製造時の膨張測定試験の廃止」、「超低

温貯槽向けガス耐圧試験用流体（空気・窒素）の

明記」についての各規制改革要望案を、規制改

革WGを通じて経済産業省に直接提出しました。

（4）高圧ガス販売事業者保安セミナーでの講演

「CEの構造と安全な取扱い」、「ねじはめ輪の安

全対策」、「超低温液化ガス（酸素・窒素・アルゴン）

充てん用ステンレス製フレキシブルホースに関す

る取扱い自主指針」をテーマに各地域本部（四国・

東海・北海道・中国）にて講演を行いました。

充てん技術　WG

当WGでは今年、次の3点について取組んでい

ます。

（1）「充てん工場の地震対策指針追補版」の作成

本指針は平成22年11月に制定し、発行しまし

た。しかしその後、残念ながら東日本大震災が発

生したため、その貴重な経験を充てん工場の地震

対策に活かすべく、急遽追補版として「充てん

工場の地震対策指針追補」を作成し、平成24年

11月に発行しました。この作成にご協力頂いた

JIMGA東北地域本部技術・保安部会の皆様には、

改めてお礼申し上げます。本追補版が会員各位の

保安向上に資すれば幸いです。

（2）「カードル技術指針」の作成

平成25年1月より作成作業を再開し、今後も精

技術・国際ニュース
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技術・国際ニュース

力的に進めて参ります。

（3）見学研修会を実施

当WGメンバーのスキルアップのため高圧ガス

容器処理施設であるCRC西日本株式会社の見学研

修会を実施しました。同社は設立から10年を越え

ました。会員各位の積極的な活用をお願いします。

保安対策　WG

CE（液化酸素・液化窒素・液化アルゴン・液化

炭酸ガス）の自主保安検査指針については、骨子

が完成し、現在、WG内にタスクフォースを設置

すると共に、KHKと協働し、保安検査基準（KHKS）

の策定に向けて活動中です。

高圧ガスの販売事業所の保安対策として、全

国 高 圧 ガ ス 溶 材 組 合 連 合 会 と協 議 を実 施 し、

JIMGA発刊の「高圧ガス販売事業所自己診断指

針」（平成19年12月）をベースに中小販売事業者

を対象とした指針を作成することについて検討を

開始しました。

また、大規模自然災害発生時に病院等への医療

用酸素を滞りなく供給するための標準ジョイント

の配備については、JIMGAの医療ガス部門にそ

の活動を移管しました。

昨年、改訂版を発刊した「高圧ガスハンドブッ

ク」の累計発行部数は、本年1月31日現在、8,558

冊となっています。

教育研修　WG

（1） 安全教育用教材（e-ラーニング【高圧ガスの

安全基礎知識】【水素編】）の活用推進・PR

現 在、JIMGAのウ ェ ブ サ イ ト にて公 開 中 の

e-ラーニングについて、JIMGA主催の講習会等で

教材として使用するほかに、会員企業等での教育

用として活用して頂けるよう積極的にPRしてい

ます。

（2） 安全教育用教材（e-ラーニング第3弾【炭酸

ガス編】）の作成　

講義形式のe-ラーニング第3弾として、【炭酸ガ

ス編】を作成中です。JIMGA会員企業の関係者

向けとしてだけでなく、一般ユーザーにも炭酸ガ

スの基礎知識の習得や危険性、取扱い方法につい

て広く知ってもらうことを目的にしています。内

容は昨年作成した水素編と同様、用途・製造方法・

供給形式・物性等を中心に、安全に関する注意事

項、事故事例等を盛り込む予定です。

安全統計　WG

（1）JIMGA安全ニュースNo.7の発行

毎年、高圧ガス保安協会が公表している高圧ガ

ス関係事故データを「産業ガス業界に係る事故」

として再分類・再集計してウェブサイトに掲載し

ています。事故件数は依然として増加傾向である

ため、事故の推移と傾向を参考にして頂き、事故・

災害の防止に努めて頂きますようお願いします。

（2）労働災害統計調査の実施

平成23年の会員企業の労働災害について、過

去最多の217社から回答を頂き、9月に報告をし

ました。死傷者数、度数率、強度率共に、平成

22年のJIMGA実績を大幅に上回っています。今

後共、労働災害統計調査を継続し、産業ガス業界

の傾向を把握し、事故・災害防止の資料として提

供して参ります。

（3）ヒヤリハット事例集の作成

平成24年度は、会員会社からヒヤリハット事

例を集め、事例集として発行することを計画して

います。製造、充てん、移動、消費の作業区分ご

とに事例を取りまとめる予定です。

（4）事故情報の収集

会員会社等の事故情報について、原因・対策を

検討してウェブサイトに掲載していますが、今年

度はまだ報告がありません。会員の皆様の事故情

報の提供をお願いします。                                                                
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ヘリウム技術　WG

（1）「液化ヘリウム取り扱い指針」改訂について

現行の「液化ヘリウム取り扱い指針」に供給、

安全確認、物性、MSDS、ラベル等の最新内容を

織り込んで内容を充実させるべく、改訂作業に取

組んでいます。来年度、JIMGAのウェブサイト

に掲載予定です。

（2） デュワー容器での液化ヘリウムの輸出入と航

空機輸送に関する情報収集について

容器メーカーへのヒアリング、IATA（国際航

空運送協会）規定の調査等を実施し、ヘリウムコ

ンテナと同様の扱いであることを確認し、高圧ガ

ス保安法を適用した容器での輸入が必要との見解

をまとめました。 輸 出 については特 に規 定 はな

く、輸出国の基準に準じるとしました。

（3） ヘリウムに関する技術情報、海外情報の収集

と共有化について

米国でのプラント停止の長期化、港湾スト等に

よるヘリウムの供給不安から、より一層の安定供

給が求められています。引続き各種情報収集に努

め、共有化が図れるよう取組んで参ります。

2.　環境・安全部会

地球温暖化対策　WG

昨年11月26日～ 12月8日にかけて、カタール・

ドーハ市で開催されたCOP18では、2020年以降

の将来枠組みに関する2015年の合意に向けた大

まかな予定が合意されました。また、2国間オフ

セット・クレジット制度の構築に向けた枠組みを

国連のガイダンスの下で創設することが決定され

ました。更に2020年の削減目標の見直しと計画

の策定が急務となっています。

政府の地球温暖化政策は、我々産業ガス業界に

とって大きく影響を及ぼすこととなります。再生

可能エネルギー全量買取り制度や地球温暖化対策

税の今後の動向、国内排出量取引制度の導入、更

に「革新的エネルギー・環境戦略」の具体的な計

画の策定に対して、日本経団連、日本化学工業協

会と連携して対応して参ります。

本年も当業界として大きな問題である、関西

電力㈱、九州電力㈱ほかの電気料金値上げへの対

応、夏・冬場の電力需給対応等、産業ガス業界と

しての意見や要望をまとめ、活動して行きます。

環境保全　WG

2010年度の地球温暖化抑制活動結果として、

産業ガス業界の「ガス酸素・窒素」、「液化酸素・

窒素」、「液化アルゴン」、「液化炭酸ガス」の生産

エネルギー使用実績、グリーン物流WGが集計し

た液製品輸送（タンクローリ）エネルギー使用実

績をLCI（ライフサイクルインベントリー）データ

としてまとめました。その結果から「産業ガス業

界の環境自主行動計画フォローアップ調査」報告

書を作成し、日本化学工業協会（日化協）を通し

て日本経団連に提出しました。

JIMGAは日本経団連が発表した2013年以降の

次期行動計画「低炭素社会実行計画」に参加する

ため、産業ガス業界各社を取りまとめ、日化協の

枠組みに参加します。「低炭素社会実行計画」を実

現するために産業ガス業界の生産エネルギー使用

実績管理などを行い、BAT（最先端技術）による

今後の生産エネルギー削減ポテンシャルを調査・

検討した結果を反映させて行きます。

経済産業省カーボンフットプリント・ルール

検討委員会発行文書などを参考に「ライフサイク

ル全般（原材料調達から廃棄まで）でどの程度CO2

を排出しているか」を表示するための基本的な考

え方を「産業ガス業界におけるカーボンフットプ

リントの手引き」としてまとめました。

化学品安全　WG

現在、アルゴンのJIS改訂の準備を進めていま

す。現JISでは、アルゴン中の窒素分の分析法と

してガスクロマトグラフ分析法が規定されていま
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すが、これに追加して、放電スペクトル法を加え

る予定です。この改訂にあたっては、産業技術総

合研究所のご指導・ご意見を頂きながら進めてお

り、2015年に発行予定です。

当WGで2011年に作成し、JIMGAのウェブサイ

トに掲載している「GHSに対応した産業ガスの分

類・表示・MSDSガイドブック」は、新たにJIS Z 

7253（2012）※ 1 と「GHS対応ガイドライン」（日本

化学協会編）が発行・出版されたことから、現在、

見直し作業を行っています。

今後、JIMGAのウェブサイトに掲載している

MSDSやGHS対応ラベル（ボンベ胴・肩ラベル）に

ついても見直し作業を行う予定です。

※1） JIS Z 7253（2012）「GHSに基づく化学品の危険有

害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示

及び安全データシート（SDS）」

3.　ガス別技術WG　

炭酸ガス技術　WG

炭酸ガス事業に関係するJIMGA会員21社参加

の「炭酸ガス技術WG」は、総会を5月18日に開

催し、前年度活動報告と新年度活動計画に関して

討議しました。

その後、代表8社による定例会議（第1回：6月

20日、第2回：7月18日、第3回：9月28日、第4回：

12月18日、第5回：2月25日）を開催して活動し

ました。同会議では、JIMGA各WG活動での取組

み並びに活動内容の報告を実施しています。

また、各関係者（炭酸ガス技術WG21社、地域

本部事務局）へ議事録を送付し、情報の共有化を

図りました。今年度は3年ごとに開催されてきた

「第16回 炭酸ガス保安講習会」の開催年度にあた

り、地域本部の希望による「共通で使用可能な講

習会資料」を作成したことにより、講習会で活用

することができました。各地域本部における炭酸

ガス保安講習会結果は、下記の通りです。

　・ 9月26日　九州地域本部

　　　会　場：福岡商工会議所

　　　受講者：80名

　・ 11月7日　関東地域本部

　　　会　場：大田区産業プラザ　

　　　受講者：162名

　・ 11月9日　東北地域本部

　　　会　場：仙台ガーデンパレス　

　　　受講者： 58名

　・11月14日　東海地域本部

　　　会　場：愛知産業労働センター

　　　受講者：113名

　・11月16日　近畿地域本部

　　　会　場：大阪府商工会館　

　　　受講者： 90名

　・11月20日　中国地域本部

　　　会　場：広島・広成ビル

　　　受講者： 55名

更に「我が国における炭酸ガス事業の変遷」（平

成16年12月発行）の内容の見直しを図り、改訂版

（平成25年2月発行）を作成しました。

今後も会員各社の協力を得て、高圧ガスの保

安・ガスの取扱い等の向上に努めると共に講習会

資料の充実化を図って行きます。

溶解アセチレン技術　WG

溶解アセチレン技術WGは、平成24年度の活動

を以下の日程で開催しました。

　・第1回定例会議：6月1日

　・第2回定例会議：10月2日

　・第3回定例会議：11月27日

主な活動内容は次の通りです。

（1）地震対策の再考

全国で稼働している39事業所に対し、地震・

津波対策のアンケート調査を実施したところ、32

事業所より回答が寄せられ、集約結果を関係各社

にフィードバックしました。アンケートの結果、

各事業所は少なくとも防災訓練など定期的な取組
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みを早急に心がけることが必要です。

（2）カーバイド残
ざん

渣
さ

の処理テストの実施

長年の検討課題であったカーバイド残渣の処

理について、赤見製作所の協力で「ラジアル炉」

を用いたテストを実施し、高含水率（80%）のまま

消石灰、生石灰に乾燥・焼成できることを確認し

ました。

（3）その他

基準、規定類の見直しに関する検討やRFタグ

の現状に関する討議等を実施しました。

水素技術　WG

平成24年度は、「水素ガス消費基準」の第3次

改訂版を発刊しました。本基準は水素ガス消費の

自主保安の確保・向上のために有効活用して頂け

る内容にすることをポイントに改訂を行いまし

た。サブ WGで「水素ガス消費基準」の講習会用

資料を作成し、平成25年2月と3月に関東・東海・

近畿・中四国・九州の各ブロックにて保安講習会

を開催します。

WG会議を東京、北海道、大阪において開催し

ました。第2回WG会議では、北海道稚内市の新

エネルギーサテライトを訪問し、会員各社の技術

と知識向上を図りました。 第4回WG会議は3月

にJIMGA本部にて開催予定です。

また、HySUT（水素供給・利用技術研究組合）、

JPEC（石油エネルギー技術センター）などの関連

団体へ委員を派遣し、情報の共有化を行いました。

特殊ガス技術　WG

（1）GHS対応ラベル作成について

今年度、GHS対応としてJIS Z 7253（2012）対応

警告表示ラベルを作成し、貼付できる準備をして

います。WG会議で書式や記載内容を決定し、そ

れを基に各社で分担して作成中です。今年度の完

成を目指し、来年度上期の技術審議委員会に上程

できるよう進めています。

（2）国際部会への協力について

AHTF（特別小員会）に委員を派遣し、昨年度

から作成に取組んできた「セレン化水素の安全な

取扱指針」が、11月21日に開催された第2回技術

審議委員会で承認されました。指針は書籍または

JIMGAウェブサイトで閲覧できます。

（3）RFタグについて

特殊ガス容器へ採用するには厳しい条件があ

りますが、容器RFタグ運営委員会WGに委員を派

遣し、入手した情報（進捗等）をWG会議で報告・

周知しています。

（4）NF3のMSDS改訂について

2012年6月27日付けでNF3 に係る例示基準が改

正されたので、NF3 のMSDSの関連する箇所を見

直し中です。

4.　国際部会　

IHC対応　WG

昨年11月12 ～ 13日に南米チリのサンティアゴ

にてIOMA総会並びに講演会が開催され、世界各

地から200名が参加しました。12日に開かれた晩

餐会では、2011年にIOMAグローバル委員会より

国際整合化基準活動へ貢献したとして表彰された

元当協会専務理事の鷲津隆氏が今回正式にIOMA

会員の前で受賞を紹介されました。

昨年11月21日には技術審議委員会が開催され、

国際整合化基準2件（往復動超低温ポンプ据付指

針、セレン化水素の安全な取扱い指針）が承認さ

れました。

今後共、基準の整合化につきましては、委員会・

WG並びに会員会社のご協力を得ながら着実に進

めて参りたい所存ですので、よろしくお願い申し

上げます。

東日本大震災により開催が延期になっていた

台湾高圧ガス産業協会（THPGIA）とJIMGAとの

技術交流会が12月10 ～ 11日の2日間、台湾にて

開催されました。今回のテーマは「医療ガス」で
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したが、JIMGA医療ガス部門の全面協力により

無事終了することができました。次回は今年、日

本にて開催予定です。

今年3月5 ～ 7日には、第32回IHC会議が京都で

開催され、国際整合化活動の今後について議論す

る予定です。決定内容については、順次JIMGA発

行の広報誌を通じてお知らせします。

また、4協会で検討中の整合化基準の作業をよ

り効率的に進めることを目的として、基準案検

討作業をウェブ上で管理するシステムの開発が

CGAで進められています。これまで各協会が別々

に行っていた基準案へのコメントや検討、提出、

調整がウェブ上で可能となります。2013年内に完

成・運用開始を予定しています。

規制改革　WG

従来からの会員各社並びにWG委員等からの規

制改革要望につき、実現を図る活動を積極的に

進めています。既にご存知のように、規制改革の

要望は、基本的には内閣府が窓口となって進めら

れている「国民の声」があり、これは年2回実施

されています。JIMGAも要 望 を提 出 しています

が、なかなか要望通りの結果が出るに至っていま

せん。一方、規制改革要望を実質的に受ける部署

は経済産業省であり、その商務流通保安グループ

保安課（旧原子力安全保安院保安課）への直接の

規制改革要望を進めています。昨年8月末には、

「超低温容器弁（付属品検査受検品）の弁本体以外

の組立部品一式交換」、「酸素充てん容器の定期点

検」、「在宅液化酸素装置の製造届出に関する要件

緩和･見直し」の3件について直接の要望、打合

せを実施しました。これらについては要望がその

まま認められることはありませんでしたが、実務

上ある一定の進展を確認することができました。

この直接の要望･話し合いについては、今後も積

極的に進めて行く予定です。

従来から進めている個別案件で、窒素指定設備

老朽化対策については、基本的な案は既にKHK

から経済産業省に提示されているものの、水素ス

テーションの案件との抱き合わせ対応とされてお

り、なかなか窒素指定設備の要望が進められない

ため、今後保安課との話し合いの際にも逐次確認

を入れることとしています。

規制改革要望については、2001年以降引続き

の案件等もあり、現在それらの【優先度】、【現状】、

【今後の対応】をまとめ、今後更に要望実現に向

けて活動して行く予定です。
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１．視察会

日　時 : 平成24年10月5日（金）9:50 ～ 17:00

視察先 :  独立行政法人 産業技術総合研究所 北海

道センター メタンハイドレート研究セン

ター（札幌市）、防衛省技術研究本部 札幌

試験場（千歳市）

参加者 : 15名

内　容 : 

今回は、日本周辺海域にも分布し、新たな天然

ガス資源として期待されるメタンハイドレート資

源開発研究の中核拠点である「独立行政法人 産

業技術総合研究所（以下産総研）メタンハイドレー

ト研究センター」と航空機及び誘導武器等のエン

ジン性能・空力性能について試験を行っている「防

衛省技術研究本部 札幌試験場」を視察しました。

まず、産総研メタンハイドレート研究センター

を訪れ、成田研究センター長より概要説明を受け

ました。本研究センターは、我が国の排他的経済

水域内に賦存し、新たな天然ガス資源として期待

されているメタンハイドレート資源から天然ガス

を経済的かつ安全に生産するための技術整備を行

うと共に、ガスハイドレートの物理的特性を活か

した省エネルギー技術など新たな産業を創出する

ための取組みを行っています。また、将来的なメ

タンハイドレート産業分野の研究者・技術者の人

材育成や技術移転及び情報発信を行い、世界的な

中核拠点としての役割を果たしています。 説明

後、分解過程可視化装置や大型室内産出試験装置

等の試験研究設備を見学し、実際にメタンハイド

レートを手に取り、燃焼状態も見せて頂きました

が、まさに「燃える氷」でした。

次に、防衛省技術研究本部 札幌試験場を訪れ

ました。初めに澤枝札幌試験場長（一等陸佐）の

ご挨拶があり、概要説明を受けました。札幌試験

北海道地域本部

成田研究センター長による概要説明 メタンハイドレートの燃焼状態

澤枝札幌試験場長による概要説明 車両定地試験解析棟における説明
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場は、装備品等の寒地・積雪地及び泥濘地におけ

る性能に関する試験、航空機用及び誘導武器用原

動機の性能に関する試験並びに航空機及び誘導武

器の機体並びに弾火薬類の空力性能に関する試験

を行っています。説明後、三音速風洞装置（航空

機及び誘導弾等の飛行速度に相当する亜音速から

超音速までの空気流を発生させ、その空力性能を

模型により試験評価する装置）、燃焼風洞装置（誘

導弾用空気吸込型エンジン等の実飛翔状態を模擬

し、燃焼及び空力特性を試験評価する装置）、エ

ンジン高性能試験装置（航空機用ジェットエンジ

ンの高空における飛行状態を模擬し、性能・機

能を評価する試験装置）、車両定地試験施設（装

軌車及び装輪車の軌道性能を評価する平坦直線

路、機動試験路、緩斜面路及び曲線路を結ぶ延長

4.3kmの周回路、登坂路、斜面横行路並びに試験

解析棟からなり、最高速度・加速・燃費・登坂・

斜面横行・旋回などの試験、解析及び評価を行な

うための施設）を見学しました。最後に車両定地

試験路をバスで1周し、登坂路を参加者全員で実

際に登り、視察会を終了しました。

 

２．保安セミナー

日　時 : 平成24年10月29日（月）13:30 ～ 15:45

会　場 : エア・ウォーター北3条ビル

受講者 : 44名

共　催 : 北海道溶材商業会

内　容 :

①　 「e-ラーニング 高圧ガスの安全基礎知識編・

水素の安全な取扱い編」

　　JIMGA常務執行役員　逵　　嘉樹

②　 「超低温液化ガス（酸素・窒素・アルゴン）充

てん用ステンレス製フレキシブルホースに関

する取扱い自主指針」の解説と「ローリ止め

弁ネジ部損傷対策」

　　JIMGA技術・保安部会 超低温貯槽WG

　　　細谷　公憲　氏

北海道地域本部 曽我部本部長の開催の挨拶に

続き、「e-ラーニング」について保安教育教材と

して幅広く活用するための解説を行いました。ま

た、「フレキシブルホースの自主指針」と「ロー

リ止め弁対策」について、指針の普及啓蒙と損傷

対策の実施に関する解説をし、無事にセミナーを

終了しました。

セミナー風景①

セミナー風景②
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１．製造保安責任者試験対策法令セミナー

日　時 : 平成24年10月25日（木）13:00 ～ 17:00

会　場 : ホテル法華クラブ仙台

受講者 : 18名

内　容 :

東北地域本部では、高圧ガス製造保安責任者試

験を受験される方を対象にした、試験対策法令セ

ミナーを開催しました。講師から「今年は、何と

しても法令試験を突破するとの決意で取組んで欲

しい。幸い最近は、高圧ガス保安法に大きな改正

がないのでねらい目である。重要ポイントをしっ

かり勉強して行けば必ず良い結果に結びつく」と

の激励がありました。受講者はテキストや法令集

にマークを入れたり、メモを取りながら、熱心に

講義を聞いていました。

２． 経済産業大臣表彰及び高圧ガス保安協会会長

表彰受賞

日　時 : 平成24年10月26日（金）13:00 ～ 18:10

会　場 : ANAインターコンチネンタルホテル東京

内　容 :

第49回高圧ガス保安全国大会において、東北

地域本部管内から、経済産業大臣表彰の優良販

売業者として高圧ガス工業㈱ 仙台営業所、また、

高圧ガス保安協会会長表彰の優良販売業者として

㈱千代田 仙台営業所がそれぞれ受賞されました。

３． 炭酸ガス保安講習会

日　時 : 平成24年11月9日（金）13:30 ～ 16:30

会　場 : 仙台ガーデンパレス

受講者 : 58名

内　容 :

（1）「高圧ガスとは」

　　JIMGA東北地域本部 炭酸ガス技術WG

　　　小田島秀樹　氏

（2）「炭酸ガスの取扱いについて」

　　JIMGA東北地域本部専任講師 

　　　遠藤　寛之　氏

（3）「炭酸ガス CEの構造と取扱い方法」

①　「炭酸ガス CEについて」

　　　JIMGA東北地域本部 炭酸ガス技術WG

　　　　原田　敏兆　氏

②　「炭酸ガス気化器について」

　　　㈱千代田精機 

　　　　後出　明利　氏

炭酸ガス保安講習会の受講風景

４．東海地域本部との災害時対策に関する合同会議

日　時 : 平成24年12月4日（火）15:00 ～ 17:00

会　場 : 名駅三喜ビル

出席者 : 21名 （東海地域本部 災害時対策委員会委

員、企画部会委員、事務局）

　　　　 1名（本部医療ガス部門事務局）

　　　　 2名 （東北地域本部 技術保安部会委員、

事務局）

東北地域本部

経済産業大臣表彰
優良販売業者

（高圧ガス工業㈱ 仙台営業所
加藤尊康所長）

高圧ガス保安協会会長表彰
優良販売業者

（㈱千代田 仙台営業所
山木俊一副社長）
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内　容 :

東北地域本部 技術保安部会が中心となって編集

した「高圧ガス事業者の3.11東日本大震災被災体

験事例集」が発行されました。それに伴い、東海

地域本部において、本冊子を使用した災害時対策

に関する合同会議が開催されました。東北地域本

部から2名がこの合同会議に出席し、突然の大災

害時に現地の人々がどのように考え、行動したか

について、動画や本冊子を使用して紹介しました。

また、今後の大規模災害の対策としてぜひとも

おさえておきたいポイントについて意見交換を行

いました。東海地方は東海、東南海、南海連動地

震で大きな被害が想定されており、東海地域本部

の各委員からは実際に地震をシミュレーションし

た具体的な質問が多数出され、関心の高さが伺え

ました。

５．東北地域本部統一正副本部長会議

日　時 : 平成25年1月24日（木）15:45 ～ 17:00

会　場 : 仙台国際ホテル

出席者 : 12名

内　容 :

東北地域本部産業ガス部門及び医療ガス部門

の各正副本部長による「統一正副本部長会議」を

行いました。本会議開催にあたり、山口代表本部

長より「一昨年の東日本大震災から、津波や原発

の被災地をはじめとして東北地方には厳しい年月

が流れており、全体としても経済状況はまだ期待

するように回復していないようです。大震災後2

回目の新年が明けました。皆で新たな気持ちに切

り替え、保安向上のための事業を進めて行きま

しょう」との挨拶がありました。会議では、平成

25年度の主要な事業計画（平成25年度役員会や

定時総会の日程、保安講習会計画、RFタグ推進、

災害時の医療ガス供給協定等）に関して協議を行

いました。
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１．溶解アセチレン技術グループ研修会

日　時 : 平成24年9月24日（月）

研修先 : 日本航空安全啓発センター

参加者 : 11名

内　容 :

日航機事故資料の見学と説明。安全堅持のため

の行動をあらためて考える機会とした。

２． 水素技術グループ&エア・ガス技術グループ

合同研修会

日　時 : 平成24年10月18日（木）

研修先 : 九州電力八丁原地熱発電所

参加者 : 9名

内　容 :

日本最大の地熱発電所を見学。原子力に頼らな

いエネルギー活用の必要性を考えるための知識を

習得。

３．第16回炭酸ガス保安講習会

日　時 : 平成24年11月7日（水）

会　場 : 大田区産業プラザ

受講者 : 162名

内　容 :

①　｢高圧ガス保安法の要点｣

　　高圧ガス保安協会　井口　充弘　氏

②　｢低温バルブの構造と取扱い｣

　　　共栄バルブ工業㈱　磯江　　學　氏

③　｢炭酸ガス CEの構造と取扱い｣

　　　日本液炭㈱　　　　安田　　匡　氏

４．容器RFタグ推進グループ研修会

日　時 : 平成24年11月21日（水）

研修先 : 株式会社ダイオー　加古川工場

参加者 : 12名

内　容 :

容器RFタグに関する説明を受けた後、容器RF

タグの一括読取りに関して、種々の実証実験をさ

れている現場を見学。

５．容器RFタグ説明会

日　時 : 平成24年12月12日（水）

会　場 : 日本教育会館

参加者 : 60名

内　容 :

①　容器RFタグ　現在の普及状況について

②　容器RFタグ　準備から運用開始まで

　　JIMGA執行役員　和田　　彰

関東地域本部

講習会風景

研修会風景
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６．平成25年新年賀詞交歓会

日　時 : 平成25年1月16日（水）

会　場 : ホテル JALシティ田町 東京

出席者 : 170名

内　容 :

主催者を代表して挨拶に立った小池代表地域

本部長は、｢昨年末に交代した新政権の経済政策

で世の中が明るい雰囲気になっており、デフレ不

況を克服して景気の回復に期待しています。一

方、東日本大震災から2年が経ちますが、まだま

だ復興が十分ではありません。新政権にはこれら

への対応も期待したいと思います。当協会では、

地域防災協定の締結が1都9県となりました。そ

の中で、防災訓練のあり方も今後の重点テーマと

してやって行こうと思っております。脱皮して成

長して行くヘビにあやかり、我々も更に発展して

行く一歩を踏み出す一年になることを祈念いたし

ます｣ と挨拶しました。

続いて、来賓を代表してJIMGAの豊田会長は、

｢私はこの3年間、年が明けるごとに『今年は大

丈夫か?』と思い続けてきましたが、新政権への

期待感から円安・株高になっており、産業界も明

るい兆 しが見 えるようになっ てきました。 新 政

権の今後の動きに注目して行きたいと思います。

我々のビジネスは得意先が栄えることが事業の根

幹であり、各需要業種の先行きに明るさが見え始

めた中、我々も今一度、ビジネスを大きく、豊か

にして行くことが今年課せられた仕事だと思いま

す。皆で夢を持ちながら互いに手を携えて、業界

の存在価値を更に高めて行きましょう｣ と挨拶さ

れました。

その後、産業ガス部門の本島本部長は年明けの

スポーツを事例として挙げ、｢チーム力が重要で

あり、高圧ガスサプライヤーもチームとして結束

力を高め、自主保安活動を中心に事故撲滅に向け

て活動を推進したい｣ と述べられ、乾杯を行いま

した。その後、出席された皆様は和やかに歓談さ

れ、医療ガス部門の岩澤副本部長の中締めをもっ

て平成25年の新年賀詞交歓会はお開きとなりま

した。

説明会風景

本島本部長乾杯挨拶

賀詞交歓会風景
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１．保安講習会

（1）平成24年度第1回東海セミナー

　 フレキシブルホース、ローリー関連指針及

びCEの構造と安全な取扱いの説明会

日　時 : 平成24年9月27日（木）14:00 ～ 17:00

会　場 : 愛知県産業労働センター

受講者 : 69名

主　催 : JIMGA東海地域本部

内　容 :

①　「フレキシブルホースの取扱い自主指針」

　　JIMGA技術・保安部会 超低温貯槽WG

　　　平山　晃生　氏

②　「高圧ガスローリ乗務員保安指針」

　　　JIMGA技術・保安部会 保安対策WG

　　　　矢内　敏彦　氏

③　JIMGA安全ニュース

　　「ローリー装備長軸玉形弁のLN2噴出事故対策」

　　　JIMGA技術・保安部会 超低温貯槽WG

　　　　平山　晃生　氏

④ 　「CEの構造と安全な取扱い」

　　日常巡回点検記録表記載要領

　　　JIMGA技術・保安部会 超低温貯槽WG

　　　　平山　晃生　氏

超低温液化ガス充てん用ステンレス製フレキ

シブルホースは高圧ガス設備ですが、国内におい

ては使用者側で安全に取扱うガイドラインがあり

ませんでした。高圧超低温流体を扱うため取扱い

には注意が必要であり、事故防止と安全確保のた

めに自主指針（平成23年11月制定）の周知を目的

に説明会を開催しました。また、高圧ガスローリ

乗務員保安指針、JIMGA安全ニュース及びコー

ルドエバポレータについても説明しました。

（2）第16回炭酸ガス保安講習会

日　時 : 平成24年11月14日（水）13:30 ～ 17:00

会　場 : 愛知県産業労働センター

受講者 : 113名

主　催 : JIMGA技術・保安部会 炭酸ガス技術WG

　　　　JIMGA東海地域本部

共　催 : 愛知県高圧ガス安全協会

協　賛 : 岐阜県高圧ガス安全協会

　　　　三重県高圧ガス安全協会

内　容 :

①　「高圧ガス保安法の要点」

　　　愛知県防災局 消防保安課

　　　　産業保安室 主査　  高橋　　茂　殿

②　「炭酸ガスの取扱い」

　　　JIMGA東海地域本部 技術部会

　　　　炭酸ガス技術委員　長谷川光一　氏

③　「液化炭酸ガス CEの取扱い」

　　　JIMGA東海地域本部 技術部会

　　　　炭酸ガス技術委員　松本　郁磨　氏

④　「炭酸ガス取扱いのヒヤリハット及び

　　東日本大震災被害のまとめ」

　　　JIMGA東海地域本部 技術部会

　　　　炭酸ガス技術G長　 板橋　　享　氏

東海地域本部

講習風景
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炭酸ガス保安講習会は消費者に炭酸ガスを安

全かつ有効に使用して頂くため、保安意識の高

揚、性質を熟知した正しい取扱いの徹底等を図る

ことを目的に3年毎に開催しています。本年度は

従来の高圧ガス保安法の要点、炭酸ガス及びCE

の取扱いに加え、ヒヤリハット及び東日本大震災

被害のまとめについても説明しました。

（3）平成24年度第2回東海セミナー

　　「RFタグ開始準備編」の説明会

日　時 : 平成25年2月14日（木）

会　場 : 名駅菱信ビル

主　催 : JIMGA本部、JIMGA東海地域本部

内　容 :

「容器RFタグ開始準備編」

　JIMGA執行役員　 和田　　彰

平成22年8月にRFタグの概要を説明し、平成

24年3月に㈱ダイオー加古川工場の見学会を実施

しました。今回はRFタグ実運用の進捗状況及び

運用開始にあたって知っておいて頂きたいことを

周知するために説明会を開催しました。

（4） 平成24年度第3回東海セミナー

　　「水素ガス消費基準」に関する講習会

日　時 : 平成25年3月7日（木）

会　場 : 愛知県産業労働センター

主　催 : JIMGA技術・保安部会 水素技術WG

　　　　JIMGA東海地域本部

内　容 : 

①　 「高圧ガスの一般基礎知識、水素ガスの性質、

水素ガスの製法と用途、消費の形態」

　　　JIMGA技術・保安部会 水素技術WG

　　　　時田　豊志　氏

②　 「水素ガスの消費設備、消費設備の維持管理、

緊急時の措置、保安教育、液化水素、高圧ガ

ス保安法による規制」

　　　JIMGA 技術・保安部会 水素技術WG

　　　　磯部　佳伸　氏

③　「e-ラーニング」

　　JIMGA業務部長　彦坂　　稔　

JIMGA本部水素技術WGにおいて「水素ガス消

費基準」の見直しを行い、平成24年7月に改訂版

（三訂）を発刊しました。今回の改訂版は、新た

に「液化水素」の項目が追加となり、また法令改

正に伴う見直し等も加えられたため、内容の説明

を行いました。

２．防災訓練

（1）愛知県・豊田市総合防災訓練

日　時 : 平成24年9月2日（日）8:30 ～ 11:50

場　所 : 白浜公園（愛知県豊田市）

内　容 :

愛知県民総ぐるみ防災訓練の一つとして、災害

対策基本法及び愛知県並びに豊田市の地域防災計

画に基づき、愛知県、豊田市、各防災関係機関、

地域住民の参加協力のもとに、総合的な防災訓練

が実施されました。

この防災訓練は「駿河湾から四国までを震源域

として大規模な地震が発生し、東海地方から西日

本の広い範囲で非常に激しく揺れ、豊田市では震

度6強を観測した」という想定で実施され、「大

規模災害発生時における迅速かつ的確な応急活動

のための協力体制の確立、地域の連携を活かした

講習風景
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防災力の強化、防災意識の高揚」を目的として行

われたものです。

当協会は、愛知県健康福祉部等と合同で、災害

用医療用ガスの輸送訓練を実施しました。

備蓄医薬品等の輸送訓練

愛知県知事閉会挨拶（左一列 JIMGA 参加者）

（2）平成24年度愛知県高圧ガス移動防災訓練

日　時 : 平成24年10月19日（金）13:30 ～ 15:30

場　所 : 洗堰緑地（愛知県名古屋市西区）

主　催 : 愛知県、愛知県地域防災協議会

内　容 :

①　 液化酸素タンクローリ事故発生時の通報及び

応急措置訓練

②　水素ガスの燃焼実験

③　 空気呼吸器装着の実演及びアンモニアガス漏

えい処理訓練並びにモノシランガスの疑似爆

発実験

④　 溶解アセチレン容器の消火訓練及び逆火防止

器作動実験

⑤　 液化石油ガス容器の積載実演及び液化石油ガ

スの漏えい閉止訓練並びに液化石油ガスの燃

焼実験

液化酸素の漏えい通報訓練

溶解アセチレン容器の消火訓練

展　示 :

①　液化石油ガス用災害バルク供給システム等

②　 液化窒素・液化酸素の展示観察及び液化窒素

による体験実習

③　ガス漏洩検知器:実機の展示及び取扱い説明

④　空気呼吸器:展示及び取扱説明・装着方法指導

⑤　地震体験車「なまず号」による地震体験

（3）平成24年度岐阜県高圧ガス移動防災訓練

日　時 : 平成24年9月20日（木）9:00 ～ 15:40

場　所 : 鏡島大橋北駐車場（岐阜県岐阜市）

主　催 : 岐阜県地域防災協議会
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（4）平成24年度三重県・鈴鹿市総合防災訓練

日　時 : 平成24年9月2日（日）9:00 ～ 15:00

場　所 : 三重県消防学校（三重県鈴鹿市）

主　催 : 三重県、鈴鹿市

（5）平成24年度静岡県防災訓練

日　時 : 平成24年11月14日（水）

場　所 : 大石寺公園（静岡県富士宮市）

主　催 : 静岡県、富士宮市

　　　　静岡県高圧ガス保安協会

（6）緊急地震速報による避難訓練及び合同会議

日　時 : 平成24年12月4日（火）14:45 ～ 15:00

場　所 : 名駅三喜ビル SNK会議室

参加者 :  JIMGA東海地域本部、医療ガス部門 災

害時対策委員会委員、産業ガス部門 保

安教育グループ委員、JIMGA東北地域本

部（合同会議出席者 合計24名）

避難訓練 :

気象庁の緊急地震速報受信時対応キッドを活

用し、会議開催前の14時45分に東海・東南海地

震が発生したことを想定した避難訓練を行い、防

災意識の高揚を図りました。

訓練テーマ :自分の身は自分で守る

地震発生を想定して机の下に避難

合同会議 :

『東海地域本部災害時マニュアル（平成24年4

月）』を活きたものにするため、東日本大震災で

被災されたJIMGA東北地域本部会員の岩手工業

㈱専務取締役 村上氏及び東北地域本部和田事務

局長にお越し頂き、大震災について生の声を聞か

せて頂きました。

岩手工業㈱専務取締役 村上氏の説明

３．保安に関する行事

（1）平成24年度愛知県高圧ガス保安大会

日　時 : 平成24年10月24日（水）13:00 ～ 15:30

会　場 : 愛知県産業労働センター 大ホール

内　容 :

平成24年度の保安大会が開催され、保安宣言

の採択が行われると共に、知事表彰（高圧ガス関

係の保安功労者等）が挙行されました。

愛知県高圧ガス保安大会
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（2）平成24年度中部高圧ガス保安大会

日　時 : 平成24年11月15日（木） 13:30 ～ 17:30

会　場 : 名古屋逓信会館

内　容 :

平成24年度の保安大会が開催され、高圧ガス

保安関係の表彰が挙行されました。

中部高圧ガス保安大会

４．平成25年新春賀詞交歓会

日　時 : 平成25年1月7日（月）15:00 ～ 17:00

会　場 : ホテルキャッスルプラザ 鳳凰の間

主　催 : 東海高圧ガス溶材組合連合会

内　容 :

東海地域本部は、新年休み明けの1月7日に東

海高圧ガス溶材組合連合会が主催する新春賀詞交

歓会に出席することが恒例となっています。この

平成25年新春賀詞交歓会におきまして、当地域

本部坂本代表本部長が、来賓として新年の挨拶を

しました。

 

坂本代表本部長　挨拶

明けましておめでとうございます。

本日は東海高圧ガス溶材組合連合会の賀詞交

歓会が、このように盛大に催されますことをお祝

い申し上げます。

東海地域の高圧ガス業界を取り巻く環境を振

り返ってみますと、主力産業である自動車関連

は、昨年夏のエコカー補助金終了後に急減速しま

した。加えて、秋以降の尖閣問題に端を発する中

国での不買運動に打撃を受けております。また、

電機・半導体業界も工場の閉鎖・縮小や人員削減

など厳しい状況を迎えています。

昨年末の政権交代以降、円高基調も改善されつ

つあり、また国内公共投資の増額も期待されると

ころから、当地域経済も明るい兆候が期待されま

す。具体的にはトヨタ自動車の生産計画を見ます

と、昨年12月の一日12,000台から今年2、3月は

14,000台まで回復してきています。しかしながら、

中期的に見ますと電力問題や3連動地震対策など

予断を許さない課題も残っています。

さて、私どもの協会では、産業ガス部門と医療

ガス部門で合計10の課題に取組んでいます。本

日は、この中から「保安の強化・推進」、「RFタ

グの普及」ついてお話します。

まず、高圧ガス保安協会の事故データを見まし

ても、高圧ガスの事故は高い水準で推移している

状況です。事故を減らすためには各社の技術・知

識の向上が必要であり、これをサポートするのが

行政、業界、各企業で実施する講習会です。今年

もJIMGAにおきましては、技術指針等の講習会、

医療ガス保安講習会の開催を計画して参りますの

で、共に技術・知識の周知を図り、事故撲滅に努

めて参りたいと存じます。

また、高圧ガスの事故減少の一助として、高圧

坂本代表本部長の来賓挨拶
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ガス容器の早期返却があります。この実効を上げ

るために「高圧ガス容器保安対策指針の周知」、「容

器契約化の推進」が必要ですが、これらと同様に

容器管理が重要です。JIMGAでは容器管理の方

法としてRFタグの普及推進に取組んでいます。

RFタグは容器管理を行う上で好ましいツール

と考えておりますが、この普及には東高連に加盟

されている会員の皆様のご理解やご協力を欠かす

ことができません。本年も東高連さんをはじめと

する高圧ガス関連団体が協力し合って、事故の減

少・撲滅に寄与して行きたいと存じます。

最後に今日ここにお集まりの皆様の今年一年

のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、挨拶とさ

せて頂きます。
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１．研修旅行

日　時 : 平成24年11月15日（木）～ 16日（金）

研修先 : ㈱CRC西日本　容器処理事業見学

　　　　 岩谷瓦斯㈱広島工場　RFタグ見学（アセ

チレン・一般ガス充てん）

参加者 : 16名

主　催 : JIMGA北陸地域本部

㈱ CRC 西日本 見学

岩谷瓦斯㈱広島工場 RF タグ見学

２．平成24年度高圧ガス消費者保安講習会

日　時 : 平成24年11月19日（月） 

会　場 : 福井県中小企業産業大学校 大教室

受講者 : 78名

主　催 :  JIMGA北陸地域本部 

（産業ガス・医療ガス共催）

内　容 :

①　「高圧ガス保安法・保安検査」

　　　福井県安全環境部危機対策・防災課

　　　　消防保安室 企画主査　岸本　昌代　殿

②　「ガスの組成・安全な取扱い」

　　　JIMGA技術委員　谷屋　五郎　氏

③　「CE設備の構造・保安管理」

　　　JIMGA技術委員　瓦林　督弘　氏

３．平成25年新年互礼会

日　時 : 平成25年1月16日（水） 

会　場 : ANAクラウンプラザホテル金沢

出席者 : 145名

共　催 :  北陸高圧ガス溶材組合

　　　　JIMGA北陸地域本部

小倉本部長　挨拶

新年明けましておめでとうございます。

健やかに輝かしい新年を皆様と共にお迎えする

ことができますことを心からお喜び申し上げます。

昨年は山中教授のノーベル賞受賞、東京スカ

北陸地域本部

小倉本部長による主催者挨拶

講習会風景
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イツリーの開業、ロンドンオリンピックでの特に

女子の活躍など明るい話題もたくさんありました

が、日韓・日中の領土問題、アメリカ・中国の景

気の減速感が漂い、円高・株安にも悩まされまし

た。しかし、年末の衆院選で自民党が大勝したこ

とで、安倍首相が大胆な金融緩和及び大規模な財

政出動に踏みきり、デフレに決別することを約束

した「アベノミクス」への期待が先行し、円は

90円にせまる円安、株は11,000円になろうかとい

う株高となり、今年は経済再生への期待が持てる

明るい年になるのではないかと思います。

また、北陸では2015年に北陸新幹線金沢駅開

業が実現し、東京から2時間で金沢に到着します。

地域間の交流が盛んになり、観光・商業が活況・

躍進すると期待したいものです。

さて、JIMGAについて報 告 しますと、 産 業 ガ

ス部門については技術・保安・容器管理の活動が

中心となり、今まで以上に保安活動に対処して行

くことが重要です。最近の高圧ガスに関する事故

発生状況について申し上げると、平成24年1月か

ら8月までの高圧ガス事故は628件で、前年同期

696件に比べると9.8%減となりますが、これは事

故報告の概念変更があり、ガス漏れの場合、微小

な蟹泡のようなものは報告しなくとも良いことに

なったためです。また、「容器の喪失・盗難」が

265件を占めており、平成12年以降急増していま

す。喪失・盗難事故については商慣習の改善、容

器管理の徹底、組織的には溶材組合との連携によ

る容器回収行事等を進めて行かなければならない

と思っています。この活動の一環として3月8日

に北陸高圧ガス溶材組合とJIMGA北陸地域本部

によるRFタグ容器管理説明会を予定しています

ので、皆様のご参加をお願いいたします。

医療ガス部門については、薬事法、高圧ガス保

安法、独禁法など、関係法令の周知徹底と遵守活

動の推進、災害対策のための体制作りと自治体と

の地域防災協定の締結、医療ガスの安定供給、消

費の安全対策の推進など、安全・安心・法遵守を

旗頭に活動を行っています。昨年は、協会が取組

んで参りました医薬品のGMP国際整合化に向け、

作成した「医療用ガスに関する製造管理及び品質

管理に関する基準」が、厚生労働省より適当であ

るとの見解を頂きました。これは協会のルールが

国のルールと認められた、画期的な出来事です。

また、自治体との地域防災協定は昨年から進めて

いる重点課題ですが、今年度中の締結に向けて前

向きに進んでいるところです。新たな年を迎え、

医療ガスによる健康被害、医療事故撲滅に向け、

医療機関及び患者の皆様への周知徹底を行って参

ります。今後共、本部並びに会員各位のご指導、

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

最後になりますが、年頭に当たり業界として更

なる躍進、成長をするために、皆様が明るく、元

気に、勇気を持って前進されますことを祈念申し

上げ、挨拶に代えさせて頂きます。

小倉本部長挨拶

会場風景
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１．活動報告（近畿地域本部主催）

（1）水素・炭酸技術グループ会議

日　時 : 平成24年7月17日（火）10:30 ～ 11:55

会　場 : JIMGA近畿地域本部

内　容 : 活動内容打合せ、セミナーの件

（2）エアガス・アセチレン技術グループ会議

日　時 : 平成24年7月19日（木）10:30 ～ 12:00

会　場 : 大阪府商工会館

内　容 : 活動内容・メーカー見学会打合せ

（3）RFタグ推進部会議

日　時 : 平成24年7月31日（火）12:00 ～ 13:35

会　場 : JIMGA近畿地域本部

内　容 : 活動内容打合せ、本部活動状況

（4）水素・炭酸技術グループ会議

日　時 : 平成24年9月7日（金）13:30 ～ 14:55

会　場 : JIMGA近畿地域本部

内　容 : 炭酸ガス保安講習会の件

（5）メーカー見学会

日　時 : 平成24年9月19日（水）13:15 ～ 15:00

場　所 :  日本化学機械製造㈱南山田工場及び滋賀

工場

参加者 : 22名

内　容 : LGC製造工程見学

（6）炭酸ガス保安講習会

日　時 : 平成24年11月16日（金）13:30 ～ 16:50

会　場 : 大阪府商工会館

受講者 : 90名

内　容 : 保安法要点、事故事例、取扱い等

炭酸ガス保安講習会①

炭酸ガス保安講習会②

（7）本部動向報告会

日　時 : 平成24年12月4日（火）14:00 ～ 16:00

会　場 : 大阪府商工会館

内　容 : 動向報告、地震対策セミナー説明

（8）充填ガス部会 正副支部長会議

日　時 : 平成24年12月11日（火）16:00 ～ 17:00

会　場 : 大阪府商工会館

内　容 : 充填ガス部会の今後の方向性

（9）産業ガス部門幹事会

日　時 : 平成24年12月13日（木）10:00 ～ 10:30

会　場 : JIMGA近畿地域本部

内　容 : 本部長異動による交代承認の件

近畿地域本部
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（10）RFタグ推進部会

日　時 : 平成24年12月14日（金）13:00 ～ 14:00

会　場 : 大阪府商工会館

内　容 : 普及候補ディーラー PR、説明会の件

（11）水素・炭酸技術グループ会議

日　時 : 平成24年12月6日（木）15:30 ～ 16:25

会　場 : 大阪府商工会館

内　容 : 水素ガス消費基準セミナー打合せ

（12）会長巡回会議

日　時 : 平成25年1月30日（水）15:00 ～ 18:30

会　場 : 大阪会館G会場

出席者 : 本部4名、近畿地域20名

内　容 : 課題事項、地域本部トピックス

２．活動報告（他保安団体との交流）

（1）近畿高圧ガス容器管理委員会 総会

日　時 : 平成24年6月18日（月）14:00 ～ 14:50

会　場 : 大阪府商工会館

出席者 : 58事業所、171委任状

内　容 : 事業計画承認等

（2）京都府高圧ガス溶材組合 保安・経済講習会

日　時 : 平成24年7月27日（金）13:30 ～ 16:30

会　場 : 京都工業会館

受講者 : 事務局長

内　容 : 水素ステーション先行整備の進捗等

（3）大阪府防災訓練

日　時 : 平成24年10月11日（木）13:00 ～ 16:30

場　所 : 大阪府堺市西区築港新町7-3区埋立地

参加者 : 事務局長

内　容 : 液化酸素による燃焼実験等

（4）大阪府高圧ガス保安大会

日　時 : 平成24年10月24日（水）14:00 ～ 18:30

会　場 : 天王寺都ホテル

参加者 : 難波本部長他40名

（5） 奈良県高圧ガス溶材商協会 容器管理指針打

合せ

日　時 : 平成24年10月25日（木）17:00 ～ 19:00

会　場 : 橿原観光ホテル

出席者 : 事務局長

内　容 : 奈良県版容器管理指針案作成打合せ

（6） 中部近畿監督部近畿支部 保安懇談会・保安

大会

日　時 : 平成24年11月28日（水）11:00 ～ 17:45

会　場 : KKRホテル大阪

参加者 : 表彰者他6名

内　容 : 容器管理指針の説明、保安表彰等

（7）大阪府高圧ガス安全協会 年末総会

日　時 : 平成24年12月13日（木）14:00 ～ 18:30

会　場 : 天王寺都ホテル

出席者 : 難波本部長他2名

（8）大阪府高圧ガス保安講習会

日　時 : 平成24年12月18日（火）14:00 ～ 16:30

会　場 : 大阪府庁新別館北館

受講者 : 古野本部長他2名

内　容 : 高圧ガス事故状況他

（9）兵庫県高圧ガス協同組合 賀詞交歓会

日　時 : 平成25年1月12日（土）11:00 ～ 13:00

会　場 : ANAクラウンプラザホテル神戸

出席者 : 姫尾本部長他2名

（10）大阪府商工関係表彰

日　時 : 平成25年1月18日（金）10:30 ～ 11:30

会　場 : エル・おおさか

出席者 : 表彰者3名、事務局長
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３．保安関係 表彰

経済産業大臣表彰　　　

優良事業所　 昭和電工ガスプロダクツ㈱　殿

産業保安監督部近畿支部長表彰　

優良販売主任者

　サーンテック㈱　 中本　藤幸　殿

　㈱キンキ酸器 染川　　淳　殿

優良事業所　　 ㈱クリオ・エアー　殿

大阪府知事表彰　　　　

保安功労者

　イワタニカーボニックス㈱ 佐々木秀登　殿

　㈱リキッドガス 鶴谷　　毅　殿

優良従事者

　大丸エナウィン㈱ 坂本　義明　殿

　浪速酸素㈱ 高木　昇平　殿

優良事業所 ㈱関西ガスファースト　殿

　　　　　　 ㈱エム・ジー大阪　殿

大阪府商工関係表彰

従業員表彰

　協和ガス㈱　 　杉本まり子　殿

　浪速酸素㈱ 林　　健志　殿

優良事業所 ティアィメディカル㈱　殿

４．新年交礼会

日　時 : 平成25年1月8日（火）18:00 ～ 20:00

会　場 : スイスホテル南海大阪

出席者 : 365名

開会挨拶 : JIMGA近畿地域本部 難波前本部長

 姫尾新本部長

来賓祝辞 : 経済産業省　中部近畿産業保安監督部

 沖嶌近畿支部長殿

　　　　　JIMGA本部 豊澤専務理事

乾杯挨拶 : 高圧ガス保安協会 舟木近畿支部長

中締め挨拶 : 大阪高圧ガス熔材協同組合　

 宮﨑理事長

難波前本部長　挨拶

新年明けましておめでとうございます。

本日は中部近畿産業保安監督部近畿支部の沖

嶌様をはじめ、多くのご来賓の方々にお越し頂き

まして、 厚 く御 礼 を申 し上 げる次 第 でございま

す。また、常日頃はJIMGAの運営に関して、大

阪高圧ガス熔材協同組合の方々並びに当協会会員

の皆様には大変なご協力を賜っており、この場を

お借りして厚く御礼を申し上げます。

昨年12月に自民党安倍内閣が復権を果たし、

景気回復に向けた「アベノミクス」の効果が株価・

為替に出ているようです。しかし過去2年間、我々

を取り巻く環境は厳しく、また今年4月の電力料

金値上げが大きく足枷となるのではと心配してい

ます。近畿地区においても企業運営が難しくなっ

て来ているのは事実です。この一年、新政権が近

畿地域産業界にとってフォローの風となるよう祈

るばかりです。

さて本来ならば、JIMGA近畿地域本部の代表

として新年のご挨拶及び本年の抱負を述べさせて

頂く次第ではありますが、この1月に所属会社の

社命により、残念ではありますが、東京の営業企

画室への異動が決まりました。昨年5月に総会に

おいて本部長を拝命いたしましたが、半ばで退任

することとなりました。急遽年末の臨時書面総会

において、同じ日本エア・リキードの姫尾氏が産

難波前本部長挨拶
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業ガス部門の本部長に就任することが承認され、

本日をもちまして本部長交代という形となりまし

た。短い期間ではありましたが、本当にありがと

うございました。突然のことで協会会員の皆様及

び関係各位には多大なご迷惑をおかけするとは存

じますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上

げます。

姫尾新本部長　挨拶

この度、難波さんの後を引継ぎ、力不足ではあ

りますが、日本産業・医療ガス協会 近畿地域本

部 産業ガス部門の本部長を拝命することとなり

ました。混迷する日本産業界ではありますが、微

力ながら協会運営に尽力していけましたら幸いと

考えております。どうか皆様、何卒ご協力を賜り

ますよう心よりお願い申し上げます。

本日ご出席の皆様の今年一年間のご活躍を祈

念いたしまして、挨拶とさせて頂きます。

豊澤専務理事　来賓祝辞（要旨）

日頃のJIMGA運営への多大なご尽力、ご協力

に対する御礼を述べられた後、本部活動の紹介と

して、①電力料金の値上げ問題、②産業ガス部門

でのRFタグ装着の進展、③医療ガス部門での地

域防災協定の進捗について説明されました。その

後、 今後のJIMGAに対するご理解、 ご支援をお

願いされ、ご来場の皆様のご健勝を祈念して挨拶

とされました。

檀上での新旧本部長交代

豊澤専務理事挨拶
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１．高圧ガス保安法令講習会

日　時 : 平成24年10月18日（木）13:30 ～ 16:00

会　場 : 山口グランドホテル

受講者 : 54名

主　催 : JIMGA中国地域本部

共　催 : 山口県高圧ガス保安協会

後　援 : 中国四国産業保安監督部、山口県

内　容 : 

高圧ガス保安活動促進週間の行事の一環とし

て毎年開催している講習会です。本年は山口市で

実施しました。

（1）法令講習

①　「最近の高圧ガス保安行政について」

　　中国四国産業保安監督部 藤井　俊行　殿

②　「山口県内の産業ガス事故について」

　　山口県防災危機管理課 吉賀　俊雄　殿

（2）特別講演

　 「JIMGAにおける保安・安全・環境への取組み」

　　JIMGA産業ガス部門 　　小峰　史朗　　

永江本部長挨拶

２．「e-ラーニング」セミナー

日　時 : 平成24年11月9日（金）13:30 ～ 16:30

会　場 : 広島・RCC文化センター

受講者 : 32名

主　催 : JIMGA中国地域本部

内　容 : 

①　「ローリー乗務員保安指針について」

　　JIMGA産業ガス部門 保安対策WG

　　　小川　幸士　氏

②　「e -ラーニング +高圧ガスハンドブックについて」

　　JIMGA産業ガス部門　逵　　嘉樹　　

③　 「超低温液化ガス充塡用フレキシブルホース

に関する取扱い自主基準について」

　 「ローリーねじはめ部の液化ガス噴出事故対策

に関して」

　　　JIMGA産業ガス部門 超低温貯槽WG

　　　　濱口　和夫　氏

３．平成24年度中国地域高圧ガス保安大会

日　時 : 平成24年11月14日（水）13:30 ～ 18:00

会　場 : メルパルク広島

参加者 : 中国地域高圧ガス関係団体125名

主　催 : 高圧ガス保安協会中国支部

後　援 : 中国四国産業保安監督部

　　　広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県

協　賛 : JIMGA中国地域本部

 中国地区LPガス協会連合会

 中国地区高圧ガス地域防災協議会連合会

 中国冷凍設備保安協会連合会

内　容 : 

高圧ガス関連企業の保安意識の普及向上を推

進し、自主保安の確保と高圧ガスの災害防止を目

的に、毎年秋に保安大会を開催しています。

①　高圧ガス保安中国四国産業保安監督部長表彰式

②　記念講演会

　 「たたら製鉄の技と精神（こころ）～誠実は美

鋼を生む～」

　（公財）日本美術刀剣保存協会　日刀保たたら

 村下職　木原　明　氏

③　懇親パーティー

中国地域本部



産業ガスレポート vol.28 産業ガスレポート vol.28 48

地域本部の活動報告

４．第16回炭酸ガス保安講習会

日　時 : 平成24年11月20日（火）

会　場 : 広島・広成ビル

受講者 : 55名

主　催 : JIMGA中国地域本部

後　援 : 中国四国産業保安監督部

　　　高圧ガス保安協会中国支部

内　容 : 

（1）講演

「最近の高圧ガス保安行政について」

　中国四国産業保安監督部　金子　　健　殿

（2）講習

　①　「液化炭酸ガスの物性」

　　　JIMGA中国地域本部 炭酸ガス技術WG

　　　　大坪　鉱二　氏

　②　「液化炭酸ガス CE設備の構造及び点検」

　　　JIMGA中国地域本部 炭酸ガス技術WG

　　　　小林　　統　氏

　③　「CE設備保安点検実施結果について」

　　　KHK中国支部　柳原　利規　殿

（3）DVD上映

　①　「炭酸ガスの概要について」

　②　「酸欠の発生場所と原因」

　③　「酸欠の安全対策と応急措置」

５．平成24年度山口県高圧ガス防災訓練

日　時 : 平成24年11月21日（水）13:30 ～ 15:30

場　所 : 周南市中央緑地公園

主　催 : 山口県高圧ガス保安協会

　　　周南地区コンビナート保安防災協議会

後　援 : 厚生労働省山口労働局

　　　山口県防災危機管理課

　　　山口県警察本部

協　力 : 周南警察署

　　　周南市消防本部

　　　山口県トラック協会

　　　山口県LPガス協会

内　容 : 

高圧ガスの輸送途上における事故・災害を想定

し、迅速かつ的確な措置を講ずるための実施訓練

を行い、通報訓練、保護具等の装置訓練、負傷者

の救出訓練も併せて行う山口県（4地区の輪番）の

高圧ガス総合防災訓練です。防災意識の高揚、地

域防災の重要性、災害を最小限に留める必要性を

考えさせられる防災訓練であり、行政も参加する

大規模な訓練です。小林靖昌（岩谷）WG 長挨拶

講習会風景 塩素ガス訓練
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６．RFタグ説明会 [準備～運用開始編]

日　時 : 平成24年12月5日（水）14:00 ～ 16:00

会　場 : 広島・RCC文化センター

参加者 : 44名

主　催 : JIMGA中国地域本部

共　催 : 広島県高圧ガス溶材協会

岡山県高圧ガス協議会

山口県高圧ガス保安協会 一般ガス部会

内　容 : 

RFタグを使用開始するにあたり、どのような

準備が必要か、また実際の費用はいくらかかるか

等「基礎編」から一歩踏み込んだ「運用開始編」

の説明会を開催しました。

講習　「高圧ガス容器・RFタグ準備運用開始編」

　JIMGA産業ガス部門 和田　　彰　　

７． 平成25年中国地区高圧ガス関係団体合同新

春互礼会

日　時 : 平成25年1月9日（水）11:00 ～ 13:00

会　場 : ANAクラウンプラザホテル広島

出席者 : 196名

主　催 : 高圧ガス保安協会中国支部

共　催 : JIMGA中国地域本部

　　　中国高圧ガス容器管理委員会

　　　中国地区高圧ガス地域防災協議会連合会

　　　中国地区LPガス協会連合会

　　　中国冷凍設備保安協会連合会

　　　日本コミュニティーガス協会中国支部

主催者挨拶 : KHK中国支部長　 松永　悦夫　殿

来賓挨拶 : 中国四国産業保安監督部長

 　佐藤　公一　殿

　　　　広島県危機管理監　 本瓦　　靖　殿

来賓・共催団体の代表者紹介（関係者のみ記載） : 

JIMGA中国地域本部長 永江　　裕　氏

中国高圧ガス容器管理委員会会長 藤井　基博　殿

内　容 : 

今年も中国地区の高圧ガス関係7団体の合同新

春互礼会が盛大に催されました。来賓の佐藤中国

四国産業保安監督部長が、「高圧ガスは産業や日

常生活に広く活用され、我々の生活には不可欠な

ものとなっている。また高圧ガスは危険物である

ため、製造・移動・消費・廃棄のいずれの段階に

おいても細心の注意をもって管理され、事故等の

発生や回避の低減を図ることが必要である。昨年

の中国管内で報告された高圧ガス事故は68件で

前年より7件減少したが、一方でコンビナート関

係では42件と1件減の横ばいであり、前年に続き

死亡者と近隣に影響が及ぶ爆発事故が発生したこ

とは誠に残念だ。昨年9月の組織改編で設置され

た産業構造審議会の高圧ガス小委員会では高圧ガ

ス保安法に基づく諸制度の見直し、自主保安の促

進等の対応について検討を行っている。今後共、

高圧ガス保安の確保に対し、より一層のご理解と

ご協力をお願いしたい」と挨拶されました。徳永

中国冷凍設備保安協会連合会長の祝杯の音頭で開

会し、最後は石井日本コミュニティーガス協会中

国支部長の中締めで閉会しました。

溶解アセチレン容器消化訓練

新春互礼会風景
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１．第2回正副本部長会議

日　時 : 平成24年12月6日（木）16:00 ～ 17:30

会　場 : JIMGA四国地域本部

出席者 : 野村本部長、大橋副本部長、太田副本部長、

長谷副本部長、他医療ガス部門本部長及

び副本部長、事務局（計9名）

内　容 : 

（1）来年度行事予定について

　①　定時総会　開催日程　

　　平成25年5月16日（木）高知県内にて

（2）報告事項

①　第11回高圧ガス保安講習会実施報告

②　医療ガス防災委員会から

　　 酸素容器等の備蓄検討状況、病院への備蓄

要請に関する啓発文書配布に関して県担

当課への備蓄容器形状に関する説明状況。

③　 鳥インフルエンザに関する申し合わせに

ついて

２．第11回高圧ガス保安講習会

日　時 : 平成24年11月22日（木）13:00 ～ 16:20

会　場 : 松山市総合コミュニティセンター

受講者 : 40社60名

内　容 : 

①　「最近の高圧ガス保安行政」　　　

　　中国四国産業保安監督部 

　　　四国支部 保安課　宮下　充生　殿

②　「炭酸ガスの取扱い」　　　

　　日本液炭㈱　中四国支社

　　　小林　　統　氏

③　 「高圧ガス事業者の3.11東日本大震災被災体

験事例集」　　　　　

　　大陽日酸㈱　東北支社 

　　　鈴木　富雄　氏

３．企業研修会（合同研修）

日　時 : 平成24年10月18日（木）、19日（金）

研修先 :  ㈱安川電機 八幡西事業所 モートマンセ

ンター、北九州水素ステーション、北九

州水素タウン

参加者 : 10名（産業・医療ガス部門合同）

４．関係団体の行事への参加

（1）平成24年度 四国地方高圧ガス保安大会

日　時 : 平成24年11月16日（金）13:00 ～ 16:30

会　場 : オークラホテル高松

主　催 :  高圧ガス保安協会 

四国4県高圧ガス関係団体

後　援 :  中国四国産業保安監督部 四国支部 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県

四国地域本部

講習会風景

研修会風景
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内　容 : 

①　 平成24年度高圧ガス保安中国四国産業保安監

督部四国支部長表彰

②　講演会　東日本大震災の教訓から

　　 きたるべき「東海・東南海・南海地震」への

警告

　　　講師　愛媛県高圧ガス保安協会　事務局長

　　　　新　　次美　殿

（2）平成24年度 香川県高圧ガス保安大会

日　時 : 平成24年10月24日（水）14:00 ～ 16:00

会　場 : ホテルパールガーデン

主　催 : 香川県 

　　　　㈳香川県エルピーガス協会

 香川県一般高圧ガス保安協会

香川県冷凍設備保安協会

表　彰 : 

①　香川県知事感謝状　

　優良製造保安責任者

　　四国岩谷産業㈱　　　 　下津　康弘　殿

②　香川県一般高圧ガス保安協会長表彰　

　優良製造保安責任者

　　日本エア・リキード㈱　 多田　幸雄　殿

　　高松帝酸㈱　　　　　 　荒木　聖文　殿

（3）平成24年度 高圧ガス防災訓練

日　時 : 平成25年2月5日（火）13:30 ～ 15:30

場　所 :  帝人㈱ 松山事業所　南地区総合グラウンド

参加者 : 119名

主　催 :  愛媛県 

愛媛県高圧ガス地域防災協議会 

愛媛県高圧ガス保安協会

　　　㈳愛媛県エルピーガス協会

後　援 : 中国四国産業保安監督部四国支部

　　　高圧ガス保安協会四国支部

内　容 : 

（1）高圧ガス燃焼実験

　①　モノシラン燃焼実験、アセチレン燃焼実験

　②　 酸素ガス及び塩素ガスによる金属の燃焼実験

（2）液化酸素による燃焼・爆発実験　他
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１．炭酸ガス保安講習会

日　時 : 平成24年9月26日（水）

会　場 : 福岡商工会議所

受講者 : 80名

内　容 : 

（1）開会挨拶　

　九州地域本部代表地域本部長

　　上原　正弘　氏

（2）講演

　①　「高圧ガス保安法」

　　　九州産業保安監督部 保安課

　　　　山田美佐子　殿

　②　「炭酸ガスの取扱いについて及び事故事例」

　　　日本液炭㈱ 九州支社

　　　　麻薙　克紀　氏

　③　 「CEの保安と関係基準について及びヒヤリ

ハット事例」

　　　昭和電工ガスプロダクツ㈱ 九州支店　

　　　　村田　眞信　氏

２．第43回九州地区高圧ガス大会

日　時 : 平成24年11月22日（木）

会　場 : ANAクラウンプラザホテル福岡

主　催 : 経済産業省九州産業保安監督部

九州地区高圧ガス保安団体連絡会議

内　容 : 

（1） 平成24年度高圧ガス保安九州産業保安監督部

長表彰式

（2）来賓祝辞

　福岡県知事、高圧ガス保安協会会長

（3）記念講演

　「ものづくり企業の安全管理」

　　ユニバーサル造船㈱ 有明事業所長付

　　　堺　　和雄　氏

３．平成25年九州地域本部賀詞交歓会

日　時 : 平成25年1月8日（火）13:00 ～ 14:30

会　場 : 博多都ホテル

出席者 : 225名

主　催 : 九州地区高圧ガス3団体共催

　　　 （JIMGA九州地域本部、九州高圧ガス容

器管理委員会、九州高圧ガス流通保安連

合会）

来　賓 :  九州産業保安監督部、福岡県商工部工業

保安課、福岡県保健医療介護部薬務課、

高圧ガス保安協会九州支部、福岡県高圧

ガス保安協会

内　容 : 

（1）主催者代表挨拶　

　JIMGA代表地域本部長　上原　正弘　氏

新年早々でありますが、経済見通しについては

政権交代に一定の期待感はあるものの、現状良い

ニュースはほとんどありません。

昨年はいろいろなことがありましたが、中でも

私ども高圧ガスに携わる者としてショッキングな

出来事は、4月22日に発生した山口県三井化学岩

国大竹工場の精製プラント爆発炎上事故と9月29

日に発生した兵庫県日本触媒姫路製造所の爆発事

故でした。

また、記憶に新しいところでは、12月2日に発

生した中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事

故がありました。これは高圧ガス事故ではありま

せんが、非常に考えさせられる事故ではなかった

でしょうか。と言いますのも、まだ事故原因の究

明は終わっていませんが、「天井吊り下げの部分

は絶対に落ちる心配はない」という根拠のない自

信があったのではないか?　点検作業がしがたい

環境だったからかもしれませんが、点検を怠って

いなかったか?　ということが原因として憶測さ

れているからでありまして、私たちの身の回りの

九州地域本部
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高圧ガス設備にも、このような過信や点検を怠っ

ている箇所がないかどうか考えさせられます。

今年は“みどし（巳年）”ですが、こんな“みお

どし（見落とし）”がないように、また“蛇年”と

いうことで根拠のない過信や固定観念から“脱皮”

して、「自主保安体制」を確かなものにし、高圧

ガス事故の撲滅に取組んで行きましょう。

本日の賀詞交歓会主催団体である私ども高圧

ガス3団体は、ご来賓の方々、団体共に連携を深

め、保安講習会開催や事業所保安点検活動、並び

に各種テキストの配布を通じ、より一層安定した

高圧ガスの生産・流通・消費に貢献して行きたい

と考えておりますので、引続きご支援、ご協力の

程お願い申し上げます。

九州地域本部賀詞交歓会

 

（2）来賓挨拶　

　九州産業保安監督部長 守屋　　猛　殿

　福岡県商工部工業保安課長 安永　博光　殿

（3） 平成24年度高圧ガス保安表彰受賞者への記念

品贈呈　

　 九州高圧ガス流通保安連合会の井上賢司会

長より贈呈

①　九州産業保安監督部長表彰

　　優良製造所　

　　　江藤酸素㈱ 佐伯事業所　殿

　　　九州エア・ウォーター㈱ 西九州支店　

 長崎工場　殿

　　　九州エア・ウォーター㈱ 南九州支店　

　　　 熊本工場　殿

　　保安功労者

　　　㈱テクノサーブ 末吉　信勝　殿

　　　西日本酸素㈱ 津田　龍平　殿

②　高圧ガス保安協会会長表彰

　　優良製造所

　　　熊本オキシトン㈱ 水俣工場　殿

　　保安功労者

　　　第一酸素㈱　 片山　達樹　殿

（4）開宴乾杯挨拶　

　JIMGA医療ガス部門本部長　

　　岩切　充弘　氏

　

（5）閉会挨拶　

　九州高圧ガス容器管理委員会会長

　　田中　良典　氏
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単位：千㎥

地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

北海道 生　産 1,399 1,443 1,531 1,304 1,289 1,375 1,371 1,104 1,237 1,220 1,283 1,374 

販　売 2,220 2,337 2,403 2,199 2,214 2,179 2,250 2,035 2,084 2,158 2,094 2,121 

東　北 生　産 5,097 5,363 4,952 5,191 5,349 6,215 5,211 4,679 4,916 5,464 5,482 5,173 

販　売 11,133 10,958 11,206 11,478 11,646 11,535 11,254 10,998 11,455 11,577 11,432 11,282 

関　東 生　産 39,302 37,728 40,897 39,796 34,062 34,277 39,552 38,992 38,058 40,170 40,281 39,447 

販　売 44,665 41,737 46,035 45,056 37,328 38,109 45,115 43,355 42,538 46,125 45,948 44,255 

東　海 生　産 23,612 22,631 20,652 23,244 26,269 27,118 25,861 24,834 23,771 23,951 23,625 22,609 

販　売 28,506 29,494 26,299 26,215 29,281 30,460 29,242 27,135 26,169 28,977 28,049 26,720 

近　畿 生　産 24,171 22,088 29,970 27,101 25,373 23,610 20,813 25,459 25,079 21,911 21,647 21,890 

販　売 33,502 34,709 33,799 29,378 32,874 30,977 31,228 30,837 30,481 28,484 31,314 28,359 

中　国 生　産 11,815 13,679 12,500 15,366 13,683 10,954 14,292 15,730 14,547 13,283 12,565 13,079 

販　売 15,541 13,353 14,969 18,569 15,350 14,249 17,873 19,875 16,674 17,498 17,360 18,628 

四　国 生　産 1,609 1,556 1,494 999 1,579 1,493 1,446 1,457 1,384 1,400 1,163 1,437 

販　売 2,992 3,128 3,259 2,548 2,580 2,659 2,716 2,598 2,419 2,765 2,656 2,833 

九　州 生　産 14,185 11,567 11,825 11,931 11,184 11,066 13,055 14,744 13,368 12,684 11,833 13,473 

販　売 16,754 12,817 13,536 14,674 15,730 13,492 18,920 19,704 16,329 14,298 13,347 14,933 

合　計 生　産 121,190 116,055 123,821 124,932 118,788 116,108 121,601 126,999 122,360 120,083 117,879 118,482 

販　売 155,313 148,533 151,506 150,117 147,003 143,660 158,598 156,537 148,149 151,882 152,200 149,131 

2012年１月～12月　地区別酸素生産・販売実績表

2012年１月～12月　酸素生産量＆一般販売実績推移グラフ

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

酸素生産量 酸素販売量 液体酸素販売量
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3
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単位：千㎥

地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

北海道 生　産 3,557 3,096 3,556 3,775 4,004 4,110 4,734 3,987 4,307 3,727 3,516 3,420 

販　売 4,620 4,255 4,681 4,715 5,865 5,416 5,894 5,504 5,408 4,990 4,506 4,390 

東　北 生　産 10,360 12,240 11,691 10,565 11,163 12,938 20,450 10,743 11,802 11,599 11,999 11,946 

販　売 16,946 17,899 18,194 17,891 16,742 17,991 18,089 15,851 16,673 17,930 17,620 15,965 

関　東 生　産 131,848 130,882 141,804 130,516 130,410 132,619 122,938 128,261 131,031 136,238 132,093 130,960 

販　売 143,969 140,648 151,739 142,937 144,781 146,427 145,646 142,802 142,549 154,271 147,251 146,019 

東　海 生　産 37,960 33,423 33,355 41,884 39,811 41,389 42,959 38,952 41,391 44,242 40,490 38,273 

販　売 68,274 68,659 74,431 72,250 69,354 72,528 75,754 71,378 72,793 75,724 70,813 66,655 

近　畿 生　産 41,254 40,239 61,165 43,905 38,327 46,952 37,742 40,841 39,556 38,945 35,379 36,296 

販　売 62,965 68,421 63,677 58,727 57,357 63,866 64,252 59,265 61,643 63,724 60,349 58,481 

中　国 生　産 30,295 30,524 32,913 33,450 32,308 30,451 33,030 32,852 33,735 35,130 30,400 32,304 

販　売 50,972 50,903 55,269 53,328 53,234 52,747 54,162 53,769 56,067 61,862 52,958 51,438 

四　国 生　産 7,712 6,663 6,629 7,122 8,379 7,811 8,297 8,203 8,323 8,264 7,229 8,129 

販　売 8,765 7,462 7,545 8,853 9,317 9,732 9,568 8,751 9,373 8,996 8,442 9,488 

九　州 生　産 20,205 20,618 23,633 22,066 24,070 24,095 21,831 22,104 22,719 21,752 20,189 21,783 

販　売 21,826 22,920 25,096 22,738 23,774 24,386 26,339 22,492 23,474 23,631 22,754 22,795 

合　計 生　産 283,191 277,685 314,746 293,283 288,472 300,365 291,981 285,943 292,864 299,897 281,295 283,111 

販　売 378,337 381,167 400,632 381,439 380,424 393,093 399,704 379,812 387,980 411,128 384,693 375,231 

2012年１月～12月　地区別窒素生産・販売実績表

2012年１月～12月　窒素生産量＆一般販売実績推移グラフ
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窒素生産量 窒素販売量 液体窒素販売量
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単位：千㎥

地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

北海道 生　産 305 288 298 281 308 299 289 267 248 258 240 245

販　売 266 265 265 257 279 265 254 244 223 226 216 211

東　北 生　産 253 294 262 285 261 306 285 272 280 251 290 288

販　売 1,842 1,869 1,923 1,989 2,265 2,164 2,215 1,922 1,830 1,959 1,810 1,491

関　東 生　産 4,668 4,978 5,082 4,851 4,959 5,055 5,149 4,866 4,542 4,803 4,883 4,822

販　売 4,012 4,484 4,550 4,051 4,438 4,510 4,352 3,987 4,102 4,290 4,100 4,195

東　海 生　産 3,773 4,332 4,302 3,597 4,442 4,025 4,119 3,365 3,921 3,509 3,403 3,169

販　売 4,011 4,323 4,438 3,765 3,995 4,197 4,860 3,854 3,857 3,768 3,658 3,598

近　畿 生　産 3,815 3,991 4,376 4,040 3,901 4,178 4,020 4,018 3,756 3,711 3,604 3,593

販　売 3,142 3,459 3,581 3,368 2,953 3,143 3,129 2,925 2,847 2,990 2,866 2,765

中　国 生　産 1,929 2,317 2,566 2,713 2,817 2,555 2,623 2,376 2,090 2,071 2,056 2,120

販　売 1,029 1,080 1,109 1,245 850 972 1,017 869 941 1,026 693 993

四　国 生　産 164 149 161 82 170 141 183 176 178 155 89 174

販　売 378 421 493 471 490 490 446 351 386 391 328 317

九　州 生　産 1,174 1,146 1,226 1,079 1,052 1,178 1,106 1,170 909 1,103 1,319 1,027

販　売 1,567 1,613 1,730 1,543 1,644 1,977 1,647 1,606 1,639 1,542 1,465 1,503

合　計 生　産 16,081 17,495 18,273 16,928 17,910 17,737 17,774 16,510 15,924 15,861 15,884 15,438

販　売 16,247 17,514 18,089 16,689 16,914 17,718 17,920 15,758 15,825 16,192 15,136 15,073

2012年１月～12月　地区別アルゴン生産・販売実績表

2012年１月～12月　アルゴン生産量＆一般販売実績推移グラフ
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アルゴン生産量 アルゴン販売量 液体アルゴン販売量
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単位：kg

地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合計 前年比

北海道 49,713 54,066 52,362 52,091 55,126 51,460 47,985 46,219 41,341 59,837 56,267 51,719 618,186 99%

東北 64,255 66,893 63,243 63,299 61,574 56,924 50,552 45,386 49,580 67,035 65,351 69,362 723,454 109%

関東 315,133 334,161 323,303 289,425 287,914 296,640 272,821 244,607 247,870 317,135 306,534 315,248 3,550,791 99%

北陸 53,970 53,636 56,339 52,130 52,807 46,908 45,844 41,048 41,766 58,494 55,128 54,370 612,440 93%

東海 137,338 151,256 130,310 123,842 117,694 109,674 110,601 101,235 101,683 121,630 134,238 131,987 1,471,488 97%

近畿 168,762 183,662 172,850 160,848 158,954 146,245 139,470 140,557 131,371 167,757 163,072 162,374 1,895,922 101%

中国 135,977 142,106 130,137 111,558 114,900 105,279 102,654 95,063 99,723 133,765 132,074 136,298 1,439,534 96%

四国 23,691 23,983 25,574 10,237 9,630 7,011 8,146 6,926 7,930 11,553 12,260 11,481 158,422 60%

九州 94,552 109,119 103,361 92,283 82,074 85,636 69,385 77,314 81,161 94,026 99,342 98,907 1,087,160 101%

合計 1,043,391 1,118,882 1,057,479 955,713 940,673 905,777 847,458 798,355 802,425 1,031,232 1,024,266 1,031,746 11,557,397 98%

前年比 102% 105% 98% 98% 108% 96% 100% 93% 91% 98% 96% 93% 98%
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合計

2012年１月～12月　地区別溶解アセチレン生産実績推移表
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単位：ｔ

工場出荷量 対前年比
用途別出荷割合

溶接用 飲料用 冷却用 製鋼用 化学用 その他

１月 49,782 98.1% 54.6% 13.9% 8.9% 6.4% 10.0% 6.2%

２月 51,008 105.0% 55.2% 13.7% 8.8% 6.3% 9.0% 7.0%

３月 54,624 112.0% 52.6% 15.9% 9.1% 6.5% 9.0% 6.9%

４月 54,229 101.5% 50.1% 16.9% 11.0% 6.2% 9.2% 6.7%

５月 55,109 95.4% 48.2% 16.2% 12.2% 5.0% 9.8% 8.7%

６月 61,475 100.5% 49.2% 16.8% 11.6% 5.1% 10.8% 6.4%

７月 64,555 98.4% 47.1% 16.3% 12.2% 4.7% 11.0% 8.6%

８月 61,640 93.4% 47.5% 17.0% 13.0% 5.4% 8.7% 8.4%

９月 60,339 89.7% 48.4% 15.1% 12.8% 5.0% 10.5% 8.2%

10月 62,722 93.9% 49.5% 15.3% 11.7% 4.5% 10.5% 8.4%

11月 59,462 91.7% 52.3% 13.3% 11.2% 4.7% 13.4% 5.1%

12月 50,216 86.8% 51.0% 16.5% 10.9% 4.9% 10.2% 6.4%

合計 685,161 96.6%

2012年１月～12月　液化炭酸ガス工場出荷実績推移表
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単位：生産量（トン）　　酸素消費量（千㎥）

2012年
銑　　　　鉄 転　　炉　　鋼 電　気　炉　鋼 粗　　鋼　　計

生産量 酸素消費量 生産量 酸素消費量 生産量 酸素消費量 生産量 酸素消費量

１月 6,574,179 292,042 6,512,075 422,862 1,961,446 57,382 8,630,010 480,244

２月 6,388,180 302,818 6,331,236 398,752 2,107,117 62,046 8,612,114 460,798

３月 7,016,274 348,396 6,900,306 434,332 2,251,683 65,043 9,323,642 499,375

４月 6,686,730 336,823 6,634,854 422,667 2,219,151 62,433 9,076,675 485,110

５月 6,847,407 352,539 6,793,259 428,776 2,202,736 63,239 9,224,221 492,015

６月 6,824,052 351,205 6,750,420 425,410 2,205,523 63,923 9,197,531 489,333

７月 7,104,249 371,562 7,045,545 439,347 1,990,933 58,373 9,251,221 497,720

８月 7,193,973 392,801 7,164,391 453,536 1,792,511 52,681 9,206,842 506,217

９月 6,718,036 359,869 6,655,091 426,432 1,993,300 61,750 8,801,667 488,182

10月 6,790,368 350,082 6,640,035 417,133 2,013,107 64,164 8,336,286 481,297

11月 6,564,225 348,736 6,400,693 400,204 1,956,299 72,889 8,505,470 473,093

12月 6,697,797 344,958 6,557,470 413,093 1,841,889 59,526 8,566,757 472,619

１．ヘリウム生産・販売量

生
・
販

液・ガス区分 単位
2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比

生
産
量

ヘリウムガス 千㎥ 10,118 98% 8,906 88% 9,736 109% 9,314 96% 8,646 93%

液体ヘリウム 千㍑ 5,416 91% 5,040 93% 5,350 106% 5,295 99% 4,250 80%

合計（ガス換算） 千㎥ 14,391 96% 12,883 90% 13,957 108% 13,491 97% 11,999 89%

販

売

量

ヘリウムガス 千㎥ 10,856 101% 9,281 85% 9,566 103% 8,532 89% 8,307 97%

液体ヘリウム（ガス換算） 千㎥ 4,477 87% 4,003 89% 4,312 108% 3,743 87% 3,125 83%

合　　計 千㎥ 15,333 97% 13,283 87% 13,878 104% 12,274 88% 11,432 93%

２．ヘリウム用途別販売構成比

液・ガス区分 用途区分 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年

ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス

光ファイバー 25% 25% 24% 25% 29%

分析 9% 8% 11% 11% 9%

リークテスト 12% 10% 12% 14% 14%

溶接 10% 8% 7% 6% 7%

バルーン・飛行船 4% 6% 5% 4% 4%

半導体 19% 19% 22% 22% 19%

低温工学 3% 2% 3% 2% 2%

その他 18% 22% 17% 16% 16%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

液
体
ヘ
リ
ウ
ム

低温工学 18% 14% 13% 16% 14%

MRI（NMR） 75% 83% 83% 79% 79%

その他 7% 3% 4% 5% 7%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

2012年１月～12月　鉄鋼・粗鋼生産量と酸素消費量（経済産業省調査統計部資料より）

2008年～2012年　ヘリウム生産・販売実績表
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○平成25年賀詞交歓会に、ご多忙中にもかか

わらず沢山のご来賓の方々がご出席頂きま

したこと、改めて御礼申し上げます。事務

局を入れて総勢400名超の参加がありまし

たが、出席者数が400名を越えたのは当協会

の賀詞交歓会では初めてのことであります。

　経済産業省から菅原製造産業局長、厚生労

働省から原医政局長がお越し頂き、かつ来

賓ご祝辞を頂戴いたしました。お二人から

は、大所高所から国の政策、方針について

お話があり、我々にとり大変参考になりま

した。当協会の賀詞交歓会は今年で6回目

ですが、関係官庁である両省の局長にご出

席頂き、かつご挨拶を頂戴したということ

も初めてだと理解しております。

　当協会にとり年初から、賀詞交歓会出席者数

及び関係官庁の幹部のご出席・ご挨拶に関

し、大変名誉なことで滑り出しております。

○当協会豊田会長の賀詞交歓会での挨拶に、

昨年秋まで日本という船は羅針盤のない、

統率が取れていない船のようだとのご指摘

がありました。新政権は現在のところ明確

な方針を打ち出してリーダーシップを発揮

し、順調に滑り出しておりますが、このま

ま景気回復、成長路線に突き進んで頂きた

いと大変期待しております。

○特集記事では今回「高圧ガス容器の早期回

収と海外の容器での取引の現状について」

を取り上げました。豊田会長は就任後、産

業ガス部門の重点課題として4つの課題を

常時挙げておられますが、産業ガスレポー

トの特集記事ではその4つの課題を順次取

り上げております。3年前は「RFタグの普

及と容器管理」、2年前は「電力・環境へ

の対応」、昨年は「国際整合化」を取り上

げましたが、今年は残る課題「保安・安全

の推進」にも関連する重要な課題でありま

す「容器回収」について取り上げました。

座談会にご出席の皆様方には、日常業務で

大変お忙しいところご参集頂き、ありがと

うございました。

　今回海外での事情もご紹介頂きましたが、

これらを含め皆様方のご参考になると思っ

ておりますので、ご参照頂ければ事務局と

して光栄であります。

○高圧ガス工業㈱の竹内社長（当協会副会

長）からエッセイの寄稿を頂きました。ご

多 忙 中 にもかかわらず快 くお引 き受 け頂

き、ありがとうございました。高校時代の

一生の恩師との出会いを中心に、社長の多

感で素晴らしい高校時代等々が目に浮かん

できました。その後の活発な同窓会活動を

含め、大変僭越ながら社長の原点を見せて

頂いたようでもあり、非常に興味深く読ま

せて頂きました。

� （2013.3.4　Ｋ.Ｔ記）

編 集 後 記
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