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皆様、明けましておめでとうございます。本

日は遠路から本当にたくさんの方々にご出席賜

り、ありがとうございます。ことのほか、ご多

忙にもかかわらず、経済産業省からは宮川産業

製造産業局長様をはじめ幹部の方々、厚生労働

省からは原医政局長様をはじめ幹部の方々、日

頃お世話になっております高圧ガス保安協会か

らは作田会長様をはじめ幹部の方々、ご指導頂

いております日本医療ガス学会からは武田理事

長様をはじめ幹部の方々、そして東京都庁ある

いは消防庁等関係諸団体の皆様方にもたくさん

お越し頂き、心から厚く御礼申し上げます。ご

承知の通り消費税の問題では、消費税転嫁対策

特別措置法を適用しまして、公正取引委員会へ

転嫁並びに表示カルテルを申請し、めでたくご

了承を得ております。消費税の転嫁並びに表示

に関して、共同行為をすることが認められまし

た。業界の仲間として全溶連の皆様も同じよう

に申請し、了承を得ております。私どもはこれ

から全溶連の皆様方と一緒に4月からの消費税

転嫁に粛々と向かって行くことになります。そ

ういう中で本日は、全溶連の深尾理事長様をは

じめ幹部の方々もご出席して頂いております。

このような皆様方のご支援ご指導のもと、私ど

もは社会あるいは命のインフラを預かっている

重要な業界だという認識を持って、ご努力賜り

ますことを心からお願いしたいと思います。

さて、昨年の賀詞交歓会で私は、ようやく

我が日本も水平線のかなたに光の見える政治が

戻ってきたと申しました。いわゆるアベノミク

スによりまして、日本経済は円安と株高に象徴

されます明るい兆しが見えてきましたが、私ど

もの業界も5年間右肩下がりに下がっていたの

が昨年の7月からやや底を打ちまして、これか

らぼちぼちと回復して行くのではないかという

兆しを感じております。私どもの業界は東高西

低で、関東以北はかなり好調になってきました

が、関東以西はまだまだです。ただ、造船、鉄、

自動車を含めて、これからだんだんと良くなる

のではないかと思います。私はそういう明るい

夢、明るい想いを持ってこの年を迎えるのをま

ことに幸せだと思っております。およそ5年間、

いわゆる6重苦のなかで、お得意様は海外へ出

て国内でも縮小され、 私がJIMGAで調査させ

たところ東証に上場している5社合計の売上げ

が、5年間で17％落ちています。一方では原発

平成26年 賀詞交歓会

　　　　会長　豊田 昌洋

開会挨拶

　平成26年1月15日に東京會舘に
おいて賀詞交歓会を開催しました。
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停止による電気料金の値上げ、あるいはそのあ

と引続いた燃料上昇による燃料調整費、あるい

は再生エネルギー等を含めますと、平成25年9

月の時点では、平成20年4月比、我々の電気代

は業界全体で252億円上がっております。いろ

いろな仕事がありますから、必ずしもそれが業

績にひびくというわけではございませんが、こ

れはかなり大 きな問 題 であります。 従 いまし

て、これまで鉄鋼連盟をはじめとする他団体と

ご一緒にいろいろなお願いを申し上げておりま

すが、今年も引続きやって行きたいと思います。

昨年10月、内閣は消費税を8％に上げること

を決定しまして、今年の4月から8％に移行い

たします。我々は1,086社の組合ですが、その

うち90％は中小企業になります。これがスムー

ズに行くかどうかは、我が業界の行く末を占う

意味で大きな問題です。その問題を解決するた

めに私どもは、業界の皆様方が一致団結してや

るためにも、せっかく政府あるいは国会が作っ

て頂いた特別措置法を活用したいと考え、理事

全員の賛同を得まして、転嫁並びに表示の方法

につきましてカルテルを申請し、ご了承を得ま

した。そして、9つの地域本部に調査会を設け

ております。調査会を生かしていろいろな情報

を集めながら、我が業界は粛々とこの消費税の

転嫁を実行して行きます。これが我が業界の行

く末を占う一番大事なことであり、ぜひ成し遂

げたいと思っております。地域本部の皆様方、

それぞれのお立場で消費税の転嫁につきまして

頑張って頂きますようお願いしたいと思います。

私 が着 任 してから皆 様 方 に申 し上 げており

ますが、我が業界の共通課題は、第一に業界の

存立の根本である自主保安の確立であります。

事故防止を第一に考えましょう。第二にコンプ

ライアンスを守りましょう。第三に我々は社会

あるいは命のインフラを預かる重要な仕事をや

らせて頂いているという価値を世間の皆様方に

お知り頂くためにも広報を強化し、おおいにご

認識頂くようお願いいたします。だいぶ皆様方

にはご理解頂くようになりましたが、産業部門

で4つ、医療部門で4つの課題があります。と

くに医療におきまして、私は最近起こっており

ますボンベの取違い事故の対応を何とか考えて

行きたいということで、昨年来、医療ガス学会

の皆様あるいは麻酔科学会の皆様と一緒になっ

て検討しており、今年中にはなんとかめどはつ

けたいと思っております。産業も医療も国際的

な問題を含めていろいろな問題がありますが、

今年はそういうものに何らかのめどをつけなが

ら、最終的には我々の業界がひとつのまとまり

を持って、おそらく来年の秋にもう一度消費税

が上がるとき、堂々と転嫁に対応し、社会的な

責任を果たせる、そういう団体にして行きたい

と思います。

皆様方には平素、JIMGAの活動にお世話に

なっております。地域の方々、本部の方々、皆

様方には手弁当でやって頂いております。本当

に大変なお仕事をして頂いていますが、この1

年が我が業界を左右する大事な年だとご理解頂

き、今後とも一層のご支援を賜りますことを心

からお願いいたします。

本日ご出席の皆様のご多幸と各社ますます

のご発展を祈念いたしまして、新年のご挨拶と

させて頂きます。
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皆様、明けましておめでとうございます。今

年の年末年始は9日間の大型連休ということ

で、皆様におかれましては、ゆっくりとお正月

をお過ごし頂いたのではないかと拝察いたしま

す。年が明けまして、私もいろいろな賀詞交歓

会に伺わせて頂きましたが、非常にびっくりし

たことは、参加される方が大変多いこと、とく

に前のほうにおられる方々の顔が明るいことで

す。先ほど豊田会長から厳しいという話があり

ましたが、自動車、鉄、そういった日本を引っ

張って行く大きな産業の方々の経営者の皆様の

顔は、非常に明るい笑顔だということは申し上

げたいと思います。

ご承知のように、安倍政権が一昨年末に発

足いたしました。昨年は当初から株高というこ

とで、年末には6割株が上がりました。4月に

は日銀の金融緩和によって行き過ぎた円高が是

正され、これが企業収益への好転をもたらせた

わけです。こうした明るいムードを全国の皆様

に実感して頂くのが今年の役割だろうと思いま

す。そのために私ども政府としても、企業収益

を拡大し、賃金を上げ、消費や各企業の設備投

資の拡大を図って行き、景気の好循環、経済の

好循環の実現をしたいと思っております。

昨年の秋口に産業競争力強化法ということ

で設備投資減税、研究開発の投資減税、企業

実 証 特 例 といっ たものを決 めさせて頂 きまし

た。また、年末には5.5兆円規模の経済対策を

講ずると決め、1月下旬からはじまる臨時国会

にて必要な補正予算が組まれます。おそらく2

月には成立して3月から施行を始めるというこ

とで、切れ目のない景気政策を推し図って行き

たいと思っています。また、法人税の実効税率

も2.4%引き下げをし、1兆円規模の投資減税も

行う予定です。4月以降の消費税値上げにより、

経済にも影響が出てくると思いますが、考えら

れるだけの措置はしっかりとやらせて頂きたい

と思います。ちなみに自動車は昨年526万台売

れました。ほとんど一昨年のエコカー補助金と

同じ、そういった助成の中で達成した数字とほ

ぼ同じになっております。また、住宅に関して

も、10月以降落ち込みはありますが、 次第に

上昇に転じてきています。たしかに駆け込み需

要、反動減は見られるかもしれませんが、おそ

らく前 回 の97年 のときのような大 きな反 動 減

はないのではないかと思っています。先ほど申

来賓ご挨拶

　　　経済産業省　製造産業局

局長　宮川 正 殿
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し上げた経済対策をしっかり打ちますので、そ

ういったところの穴埋めもできてくるのではな

いかと回復を大いに期待しています。

豊田会長から電力料金が高くなっている、コ

ストも非常に上がってきているというご指摘が

ありました。今年は安全性をきちんと審査して

頂きながら、電力コストをいかに抑えて行くか

ということを見据え、原発の再稼働問題につい

てしっかりとやって行くことをお約束したいと

思っております。　　

消費税増税に関する手続きは、豊田会長から

昨年10月に公正取引委員会より認可を受けた

と伺っていますが、これが第一号だということ

です。消費税転嫁問題は私ども政府としても、

中小企業の方々にご迷惑がかからないように、

消費税転嫁対策室や調査官を準備し、事後の

チェックも国としてしっかりやって行きたいと

考えているところでございます。

2020年には東京の地でオリンピックをやる

ことになりますが、それに向けた街づくり、施

設 づくり、 そして、 海 外 の方 に恥 ずかしくな

いような東 京 づくりをやっ て行 かないといけ

ないと思っております。今年は2月にソチオリ

ンピックがあり、6月にはサッカーのワールド

カップがブラジルで行われ、若い選手は大活躍

をすると思います。ここにお集まりの我々の世

代も若い人たちと一緒になりながら日本経済を

支え、リードして頂きたいと考えております。

ちょうど50年前、東京オリンピックがありま

した。あのときのことを皆さん思い出してくだ

さい。みんなが上を向いて、日本はこれから明

るくなる、今日より明日が良くなる、そういう

時代でした。残念ながら今の若い人たちは生ま

れたときからいわゆるゼロ成長で、成長の実感

がありません。 若 い人 を元 気 づけるためにも

我々の世代が頑張らなくてはならないと思って

おります。

最後になりましたが、本日お集まりの方々の

ご健勝とご繁栄を祈念いたしまして、新年の挨

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。 協 会 に

おかれましては平素より医療を支える医療用ガ

スの安定供給、安全管理や在宅酸素療法用酸素

供給装置の保守点検業務などを通じて、我が国

の保険医療水準の向上に貢献されてこられまし

た。まずは、これまでのご尽力に対して心より

敬意を表します。

さて、急速な高齢化の進展、医療技術の進

歩、国民の意識の変化など、我が国の医療を取

り巻く環境は大きく変化しており、こうした中

でそれぞれの地域で必要な医療を確保していく

ためには、医療機関の機能分化・連携による効

果的かつ効率的な医療供給体制の再構築や在宅

医療のさらなる充実が求められています。この

ため、厚生労働省といたしましては、本年の通

常国会に医療法改正法案を提出する予定として

おります。医療用ガスについても、安定した供

給体制の構築が引続き求められるとともに、在

宅医療を支える在宅酸素療法用酸素供給装置の

保守点検業務につきましては、ますます重要と

なって参ります。協会におかれましては、医療

用ガスの安全管理に関する指導や情報提供、各

種講演会の開催など、医療用ガスの安定供給と

質の向上に引続きお取組み頂きたいと思います。

最後になりますが、協会のますますのご発展

と、本日ご参集の皆様方のご健勝、ご活躍を祈

念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
（代読：医療関連サービス長　齋藤 清 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。 この一

週間、私もいくつか賀詞交歓会に出席しました

が、先ほど経産省の宮川局長がおっしゃったよ

うに、今年の賀詞交歓会の特徴はご出席の皆様

の表情が明るくなっているということです。昨

年も感じたのですが、何も決められない失速し

た政治の状況が、一昨年末に自民党の安倍政権

が発足してようやく日本の空を覆う暗雲が少し

晴れたのかなと思います。 その後1年経ち、 大

胆な金融政策・アベノミクスで、株価は上がっ

たり円は安くなったりで非常にムードは良くな

り、そういったことが反映して皆様の顔が明る

くなったのかなと感じております。ただ、アベ

ノミクスが真価を問われるのはこれからだと思

います。日本経済の実態が成長軌道にのって経

済が本当に発展するためには、日本経済の抜本

的な構造改革が必要です。医療や年金といった

社会福祉政策、農業政策、労働環境の見直し、

こういった抵抗勢力に対して、政府がしっかり

イニシアチブを発揮することが必要です。今年

はこれらの課題に取組んで具体策を出し、結果

を出すことが求められており、安倍内閣にとっ

てもおそらく大変な年になるだろうと思います。

そういった中で、私は日本のエネルギー政策に

ついても関心を持っています。日本が成長を遂

げるためには、エネルギーの安定供給が不可欠

の条件です。なかでも原発をどう扱うのか、こ

れがひとつのキーポイントだと考えております。

大衆言語的になるのではなく、現実を見据えて

科学的知見とともに、冷静な判断をぜひして欲

しいと思っております。

おめでたい席ですが、高圧ガス保安状況につ

いても触れさせて頂きます。三重県四日市の半

導体ウエハーの原料を作る多結晶シリコンを製

造している工場で、死者5名、負傷者12名とい

う大事故が起こりました。高圧ガスに関する事

故 につきましては、1年 半 ほど前 には大 手 の化

学会社で3社も相次いで大爆発事故が起こりま

した。 その後、 この1年 間 はたいして大 きな事

故はなかったのでホッとしていましたが、今回

また大変な大事故が起こってしまいました。詳

しい原因は事故調査委員会が究明していますが、

こういった大事故が起こったことは本当に残念

で仕方がないと思っています。これを踏まえて、

皆様の現場でも保安対策について再度見直し、

来賓ご挨拶

　　　　　　　　高圧ガス保安協会

会長　作田 頴治 殿
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日本産業・医療ガス協会の賀詞交歓会に、こ

んなに大勢の方にご参加頂きまして、誠にあり

がとうございます。先ほど宮川局長が今年の景

気は必ず良くなるとおっしゃいましたが、全国

をまわりましてもそのような状況を肌で感じて

おります。いろいろな難しい問題がまだまだた

くさんありますが、新春のおめでたい席ですの

で、それはこれからご歓談の中でお話頂ければ

と思います。

業界のますますのご発展と、本日お集まりの

皆様の会社、そして皆様方のご健勝を祈念いた

しまして乾杯をしたいと思います。

　　　　副会長　間 邦司

乾杯挨拶

このような事故が発生しないように、ぜひご努

力を頂きたいと願っております。

皆様にとりまして良い年になりますよう心か

ら祈念いたしまして、挨拶とさせて頂きます。
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平成26年賀詞交歓会

我々の業界で一番大事なのは安全であり、事

故 なく仕 事 をしなくてはいけません。 それと、

もうひとつ大事なのはコンプライアンスです

が、コンプライアンスというのは、基本的には

法令重視ではありません。法令というのは当た

り前 のことで、 世 間 に対 して正 しいことをす

る、正しくないことはしないということを守っ

ていかなくては、長く仕事を続けられません。

そういうことを大事にするというのは良い業界

だと思いますので、我々はそれを大事にして発

展して行きたいと思っております。

一昨年の賀詞交歓会は皆さん暗い顔をして

先が見えないことばかりでしたが、昨年は良い

話が出てきたということでだいぶ明るくなりま

して、今年はもっと明るい顔になってきた人が

多いようです。ただ、足下の数字を見ますと、

目立ったように良くなってきておりません。で

すから、 何 が良 くなっ ているのかというのは、

はっきりと言えませんが、嘘でも100回言って

いると本 当 になると昔 から言 われていますの

で、これから皆さんで言って、本当に良くして

行こうと考えております。来年の今頃は本当に

良くなったなという話ができるように祈念いた

しまして、締めさせて頂きたいと思います。

　　　　副会長　鈴木 慶彦

中締め挨拶
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日　時：平成25年11月28日（木）14:00 ～ 16:40

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16名、評

議員会は評議員定数38名のうち出席者・代理人

を合わせて27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、間副会長、南部

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、曽我部

評議員および柳田評議員を選出した。

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4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25年度産業ガス部門上期活動報告

　（主要課題抜粋）

1）広報委員会

JIMGAが果たす社会的責任やコンプライアン

スへの取組みを的確に情報発信し、協会の地位向

上を図り、協会全体の事業活動を支援するために

以下の取組みを行った。

①　ウェブサイトの内容の充実

適宜更新を行い、内容の更なる充実に努めた。

英語のJIMGA紹介ウェブサイトを作成して7月12

日に公開し、日本のみならず世界に情報発信を

行った。

②　産業ガスレポートの発行

9月末に秋号Vol.29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。27号を踏襲し、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15号（4月末）～第18号（10月末）を偶数月の

月末に発行した。定時総会や表彰受賞者発表、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、会員紹介などを

実施した。

④　マスコミへの発信

6月12日定例会長記者会見を開催し、表彰受賞

者、電力問題への対応、JIMGA主要課題及び取

組み状況を発表した。12社13名が出席し、10紙

（内一般紙2紙）で記事となった。10月8日、臨時

記者会見を開催し、消費税増税への対応について

発表。20社20名が出席し、16紙（内一般紙7紙）

で記事となった。

⑤　地域巡回会議における広報活動の調査の実施

豊田会長の地域巡回会議において、広報活動の

概要説明を実施。会議にて、JIMGAnewsの活用

方法や広報活動全般に関する意見を求めた。

2）RFタグ普及進捗状況

2011年4月に開始した全国展開フェーズ ｢Step4｣

平成25年度第2回理事会・評議員会合同会議 議事録
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平成25年度第2回理事会・評議員会合同会議

が3年目に突入。北海道、東北の拠点が増え、全

国展開が加速。9月時点、9社74拠点で約31万本

の容器へRFタグが装着。

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・技術課題への取組み。

課題件数87件中78件が完了。

②　普及・推進活動

普及・推進策として次の6つの取組みを年度内

に行うこととした。1．主要メーカー 6社の導入

の再加速、2．JIMGA主要会員等への採用依頼、3．

普及のためのスペシャルサブ WGを創設、4．容

器検査時における採用促進、5．販売店へのサポー

ト体制作り、6．2014国際ウェルディングショー

への出展。

③　ISO規格化に向けた取組み

2012年7月、ブリュッセルで開催したISOのWG

で日本の提案内容が採用され、2013年2月、ロン

ド ン での会 議 にてWD（Working Draft）として承

認された。CD（Committee Draft）承認に向けた活

動を継続中。

④　周波数帯移行への取組み

SBM（ソフトバンクモバイル社）と各社が交渉

を開 始 できる環 境 が整 っ たと判 断。JIMGAとし

ては、今後の活動は移行作業の進捗確認と共に、

会員会社の不利益にならないようSBMとの関係

を保つ。

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　 ウェブサイトにて、各地で発行された「容器

管理指針」の発行状況を随時更新し、契約書

モデルについては、印紙税の課税対象か否か

を整理し、掲載した。

②　 「容器管理指針」の発行支援では、平成25年

4月に沖縄、8月に新潟で発行したのを含め、

発行済みが28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。延滞料から使用料へのシフトを推

進するために、使用料の仕組みについて検討

を行うことを決定した。これに伴い、WG名

の変更も検討予定。

④　 延滞料から使用料へのシフト検討過程におい

て、タグの特徴を活用することにより、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。

①　液化ガスローリのCNG化検討

CNG走行試験を実施した会員会社に試験結果

を説明頂いた。その結果、航続距離が開発目標

の440kmを上 回 り、CNGの使 用 が増 えればCNG

の単価も下がり、経済的にも優位性を持つこと

が判明した。更に、高速道路主体の長距離運行

になれば、燃費自体も改善しCO2 排出量も削減

できる。

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2012年は燃料原

単位で99となった。2011年に比較し、輸送量は

減ったが効率的な運行により燃費を維持した。

③　新たなテーマへの取組み

新たなテーマとして「荷主としてのコンプライ

アンスの研究」と「委員会社若しくは協力運送会

社のエコ運転推進活動の成功事例研究によるCO2

削減」を選定した。「荷主としてのコンプライアン

スの研究」については、独占禁止法に基づく「特

定荷主が物品の輸送又は保管を委託する場合の特

定の不公正な取引方法」について勉強会を実施し

た。「委員会社若しくは協力運送会社のエコ運転推

進活動の成功事例研究によるCO2 削減」に関して

は、各社の成功事例を取りまとめた。
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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の開催と運営方

針を決定した。

日時：平成25年7月24日 14:00 ～ 17:00

議題:

①　 平成24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）

②　平成25年度高圧ガス容器特別回収配布文書

　 （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

6）電子データ交換標準化WG

上期は計6回のWG会議を開催し、WGとは別に、

EDI業者への説明会等を3回実施した。昨年8月

29日のキックオフ以来、11回のWGと4回の作業

会議を開催した。

作業内容は大きく分けて業務面と技術面の作

業に分かれる。業務面は標準化対象とするデータ

を洗い出し、標準化を行う作業。技術面の作業は、

標準化されたデータをどのようにやりとりするか

通信規格を決める作業となる。上期はほぼ業務面

の作業が完了し、技術面を検討するために、EDI

業者6社から提案を受けている段階。2014年3月

のテスト稼働を目標として作業に取組む。

今後の課題として、標準化されたEDIデータの

やり取り（技術面の課題）について、業者選定後

も標準化を維持するために継続的に作業が必要に

なるため、JIMGAとしての関与方法についても検

討中。

7）技術・保安、環境・安全、国際部会の活動報告

 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25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25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）消費税転嫁対策特別措置法への対応の件

事務局から、10月1日に施行された消費税転嫁

対策特別措置法への協会の対応について説明し

た。10月2日に公正取引委員会へ消費税の転嫁及

び表示についてのカルテルを届け出たこと、今

後、各地域本部で説明会を開催し、周知徹底す

る旨を報告した。

（4） 台湾高圧ガス協会との技術交流会契約骨子見

直しの件

事務局から、本件について年2回台湾高圧ガス

協会と技術交流会を行っているが、現在の技術交

流会のあり方について、見直すべきとの意見もあ

り、今後、検討して行くとの報告をした。

（5）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

40分に平成25年度第2回理事会・評議員会合同会

議を閉会した。
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平成25年度第2回理事会・評議員会合同会議

会場の様子 豊田会長の挨拶

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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会員の現状・今後の主要日程

1．今後の主要日程

行　事　名　称 開　催　予　定　日 会　場

平成26年度第1回
理事会・評議員会合同会議

平成26年5月19日（月）
産業ガス部門　　12:00 ～　
医療ガス部門　　15:00 ～

東京會舘

平成26年度定時総会 平成26年6月10日（火）	 15:30 ～ 東京會舘

平成26年度第2回 
理事会・評議員会合同会議 平成26年11月27日（木）	 14:00 ～ メルパルク大阪

平成27年賀詞交歓会 平成27年1月14日（水）	 15:00 ～ 東京會舘

2．会員の現状について
　　　　　　　　　平成25年11月28日現在

医療ガス部門 産業ガス部門 合　計

正　会　員 763社 306社 1,069社

賛 助 会 員 0社 23社 23社

海 外 会 員 0社 5社 5社

合　計 763社 334社 1,097社
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魅力ある協会にするために

司会：まず今回の座談会の主旨

について、林谷さんからご説明

をお願いします。

林谷：最近、全溶連から会員

が 1 ～ 2割 減 っ て い る、ま た、

KHKからもISOの認証会社が 1

割くらい減少しているという話

を聞きます。我々も同じです

が、やはり協会そのものに魅力

を感じなければ、高い会費を

払って参加する必要性がないと

思われてしまいます。会費に見

合う情報を提供し、魅力ある協

会運営をして行かなくてはなり

ません。

　各社ではPRのためにいろい

ろなイベントを行っていると思

いますが、協会としても何かイ

ベントのようなものを行い、社

会に認知して頂けたらと思って

います。今日は皆さんと一緒に

どのようにすれば魅力ある協会

になるのかを考えて行きたいと

思っています。

も
っ
と
知
っ
て
も
ら
お
う
　
我
ら
の
仕
事

座 

談 

会

日　時：2014年2月17日（月）15:00～17:00
場　所：メルパルク東京
出席者：山本　幸夫	 JIMGA広報委員会副委員長
	 	 （株式会社リキッドガス　常務取締役	総務本部長）
	 諸石　　努	 JIMGA広報委員会副委員長
	 	 （大陽日酸株式会社　管理本部	広報・IR	部長）
	 岸　　貞行	 JIMGA広報委員会副委員長
	 	 （エア･ウォーター株式会社　上席執行役員	広報･IR	室長）
	 豊山　　俊	 JIMGA広報委員会副委員長
	 	 （日本エア・リキード株式会社　広報部長）	
	 林谷　英司	 JIMGA専務理事代行
司　会：高橋　義郎	 ガスメディア社編集長
	 （敬称略）

もっと知ってもらおう　我らの仕事もっと知ってもらおう　我らの仕事もっと知ってもらおう　我らの仕事

豊山さん
林谷さん

山本さん岸さん
諸石さん

高橋さん
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もっと知ってもらおう　我らの仕事座談会

各社で取組んでいる 
PR活動について

司 会：ISOで 定 め ら れ て い る

CSRの基準に、7 つ原則として

説明責任、透明性、倫理的な行

動、利害の尊重、法の支配の尊

重、国際行動規範の尊重、人権

の尊重とあります。社会貢献活

動というものは、そういったと

ころから出てきたもので、企

業が果たす社会への役割であ

り、社会に胸を張って存在感を

示すための活動のひとつだと思

います。ところで、JIMGAを構

成している各社ではいろいろな

PR活動を行っていると思いま

すが、現在の取組み状況につい

て、大陽日酸の諸石さんからお

願いします。

諸石：社会貢献活動として取

組んでいることは数点ありま

す。1点めはサッカークリニッ

クです。きっかけは 1990年に旧

日本酸素の創立80周年記念イベ

ントで、千葉にある当社のグラ

ンドを有効活用し、講師にセル

ジオ越後さんを迎えてスタート

しました。その後も千葉市の

サッカー協会と提携して毎年開

催し、2004年の合併以降は大阪

での開催も加わり、年2回実施

しています。始めた以上は継続

こそパワーだということで、千

葉、大阪あわせて、毎年1000名

ほどのお子様を集めて 20数年

続いています。

　2点めは、本社の近隣にある

品川区立後地小学校で 5年生の

生徒を対象に毎年理科教室を開

催しています。これは 2007年

から続いていて、広報・IR部

および技術本部のメンバーと、

社内ボランティアで行っていま

す。2010年には中国の大連日本

人学校でもトライアルとして同

じものを開催し、今年の 3月に

は蘇州でも海外理科教室を行う

予定です。3点めは、東京・九

段下にある科学技術館の理科実

験で使用されている液体窒素を

無償で提供し、サポート活動を

行っています。

司会：次に、エア・ウォーター

の岸さんからお願いします。

岸：当社は全国を 9 つの地域に

分けて、産業ガスを軸に多角

的に事業を展開する事業会社を

拠点として持っています。それ

ぞれの地域で市民マラソン大会

や音楽祭の支援などを行ってい

ます。できる限りお世話になっ

ている地域のために何ができる

のかを考えながら活動していま

す。こんな風に会社が活動して

いると、例えば、松本市で毎年

夏に行われる「松本ぼんぼん」祭

りでは、地域に集積するグルー

プ企業の社員が「連」と呼ばれる

チームを組んで参加したり、阪

神大震災復興激励として始め

られた「宝塚ハーフマラソン大

会」では、飲料水事業部の社員

がランナーにゴール地点で当社

のミネラルウォーターで完走を

労うなど企業PRに加えて事業

や社員が自然に地域の中へ溶け

込むという結果につながってい

る気がします。

司会： 次に、日本エア・リキー

ドの豊山さんからお願いします。

豊山：ここ数年、特に 2011年以

降は 3 つのキーワードで活動を

しています。ひとつめは「東北」

です。東北の地域イベントとし

て植栽や演奏会を行ったり、牡

高橋　義郎
ガスメディア社編集長

林谷　英司
JIMGA専務理事代行
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蠣の養殖の手伝いをしたりして

います。2 つめは「子供」です。

私たちのビジネスが子供に触れ

ることは病院以外ではないの

で、実験教室などをやることで

視覚的にも訴えますし、先生や

親御さんにも感謝されますの

で、お子さんと触れ合う機会を

作るようにしています。3 つめ

は「安全」です。やはり私たちが

PRできるのは保安や安全の部

分ですので、事業の基本に戻る

ことを大事にしています。

司会： 次に、リキッドガスの山

本さんからお願いします。

山本：リキッドガス自体は規模

が小さいので、単独の活動はあ

まりないのですが、親会社の大

阪ガスが都市ガス会社というこ

とで、地域に密着した広報活動

を展開しています。利便性、供

給の安定性確保は都市ガスの基

本であり、営業活動の一環で

す。安全に対する教育や、環境

への貢献、地域活性化のための

いろいろなイベントを行って

PRしています。

　今は天然ガスのPRが中心と

なっていますが、当社グループ

の産業ガスの製造においては天

然ガスのLNGの冷熱を有効活

用するものなので、地球環境に

少しでも貢献できる事業だと

思っています。CSRレポートで

も環境貢献事例として紹介して

います。また、親会社にはガス

科学館という小学生向けの教育

施設があり、その中で天然ガス

や冷熱を説明するために理科実

験も行っています。

PR活動に対する成果や 
反響について

司会： 各社で取組んでいるこ

とをお聞きしましたが、それら

の活動に対する成果や反響はい

かがでしょうか。

諸石：先ほどお話した当社の社

会貢献活動は、必ずしも外に向

かってPR効果を強く意識した

ものではありませんが、例えば

サッカークリニックの参加者

は累計で 14,000名を超えていま

す。ご家族も含めればかなりの

数になるわけで、認知度アップ

に一定の効果はあったと思いま

すし、そういったイベントを 20

年ほど続けていることが社会に

対する力になっているという手

ごたえは感じています。また、

いずれの活動も社内の若手を中

心としたボランティアで成り

立っており、社内の結束強化と

いう副次効果もでています。

司会： 岸さんはいかがでしょ

うか。

岸：当社グループの社員が、地

域で主催される「サイエンス教

室」や「食の安全教室」において

小中学生向けに液体窒素・ドラ

イアイスの実験、ウインナー作

り体験・工場見学会などを実施

したり、地元の小学校で理科の

「出前授業」を行ったりしてい

ます。継続して依頼されること

も多く、子供達も目を輝かせて

興味をもって聞いてくれるの

で、「やりがいがあり、楽しん

でやっています」とは、担当し

た社員の感想です。やはり、自

分の職業にプライドを持って子

供達に接することで、生き生き

と楽しんでやれて、それがこう

したボランティア活動が長続

きすることに繋がるのだと思

います。

諸石　　努
大陽日酸株式会社　管理本部 広報・IR 部長

JIMGA広報委員会副委員長

岸　　貞行
エア･ウォーター株式会社　上席執行役員 広報･IR 室長

JIMGA広報委員会副委員長
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司会： 豊山さんはいかがでしょ

うか。

豊山：私どももイベントなどは

社内ボランティアで行っている

ので、行った人間は充実感や達

成感を持っているようです。ま

た、イベントをしたときは必ず

地元のメディアに声をかけるよ

うにしています。中央のテレビ

や新聞ではなかなか取り上げて

もらえなくても、東北などの地

方だと実験ショーをやっただけ

でもテレビで放送される確率が

高いです。お金を使わなくても

戦略次第で取り扱ってもらえる

方法はあると思いますので、コ

ンテンツだけでなく、売り込み

方も大事だと思っています。

司会：山本さんはいかがでしょ

うか。

山本：親会社での子供向けのイ

ベントや教室は、特に地方の新

聞社や支局など地元のマスコ

ミとのお付き合いを中心にPR

するようにしています。もちろ

ん、社内報でも取り上げていま

すし、都市ガス業界の新聞でも

紹介してもらうようにしていま

す。JIMGAの 会 員 各 社 で も 社

会貢献活動として皆さんいろ

いろやっておられるので、それ

をどうやって全国に広めるか、

PRするかということがポイン

トだと思います。

JIMGAを発展させるために 
何ができるか

司会： 各社からお話をお聞き

しましたが、活動がなかなか表

面に見えにくいように思いま

す。JIMGA全体を発展させよ

うとしたときに、今まで各社で

やっていたことを、JIMGAが

リーダーとなって皆を集めて

行えば、いろいろなことができ

ると思いますが、いかがでしょ

うか？

林 谷：JIMGAと し て、 各 社 が

参加する大々的なイベントがで

きないでしょうか。自社の製品

を持ち込んで頂いて科学ショー

みたいなものができれば、我々

の業界がやっている仕事をビ

ジュアルでPRできる場になる

のではないかと思います。

司会： 日化協が年に 1回、夢化

学というイベントをやっていま

す。来場者はほとんどが小中学

生で、各ブースで行われる実験

がとても面白く、大人が見て

も楽しいです。そういうもの

をJIMGAでもやって行けばい

いのではないかと思います。ひ

とつ提案として、たとえば、8

月1日は酸素の日といったもの

を決めて、その日に何かイベン

トを行うのはどうでしょうか。

JIMGAが音頭をとれば皆つい

てくると思います。

　もうひとつは、漢字博士みた

いな小学生をターゲットにした

ガスの検定を行い、ガス博士の

ような称号を与えてもいいと思

います。パソコンも普及してい

るし、オンラインでやればそん

なにお金がかからないのではな

いでしょうか。最初は盛り上が

らないかもしれませんが、少し

ずつやって行くことで広がるの

ではないかと思います。

岸：各社で日本全国の教育現場

に行って、理科教室の講師をす

るといった活動を行うのも、有

意義な取り組みだと思います。

司会：イベントなどをやるとき

のターゲットはどこに設定すれ

ばいいと思いますか？

岸：子供の教育に我々がどれだ

け参画するかという意味では、

小学生の高学年に向けて持続的

に行うのが良いと思います。

見えない仕事を 
「見える化」するためには

岸：産業ガス業界は製品が目に

見えないので活動がわかりにく

く、昔から縁の下の力持ちと

いった存在になっています。そ

のことを我々自身が認識して、

豊山　　俊
日本エア・リキード株式会社　広報部長
JIMGA広報委員会副委員長
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業界に携わる人々がまず自分た

ちの仕事をどれだけ誇りをもっ

て語れるかだと思います。

司会：要は見えないものを「見

える化」するにはどうするかと

いうことだと思います。燃料電

池自動車が来年から販売され

て、水素ステーションもでき

て、いろいろな技術の変化が起

こっています。しかし、それら

は我々の業界の中から出てくる

ものではなく、全部外側から来

るものです。もっとJIMGAが

世の中を変えて行こうという提

案をしたほうが良いのではない

でしょうか。国から言われたこ

とを守っているだけでなく、国

を動かすくらいの意気込みを

持って活動をして行けば、認知

度も上がるのではないかと思い

ます。

林谷：我々は受け身であったこ

とは確かなので、今後は経済産

業省に対してもっと存在感を示

して行きたいと思っています。

経産省や国も国民の声を聞くよ

うなシステムをとりはじめまし

たので、そういう制度を上手く

利用して業界の要望を国民の声

として訴えかけて行きたいと思

います。

司会：国家予算の中で我々が使

えるお金がほとんどありませ

ん。JIMGAと し て こ う い う こ

とをやるので予算が欲しいと声

をあげて、結果を少しずつ出し

て行けば、それが実績となり、

イノベーションに関して新しい

ことができるようになると思い

ますが、そのあたりはいかがで

しょうか？

林谷：日化協で戦略部会という

のを作ろうとしていて、私も

JIMGAとして参加してきまし

たが、メンバーのほとんどが大

手の化学会社で、経産省の方も

4 ～ 5名参加されていました。 

こういう場に参画して経産省

と結びつきを持てば、ダイレク

トに要望を伝えることができる

のだと感じました。経産省と太

いパイプを作って、皆さんがや

りたいことを国民の声として訴

え、予算をつけてもらえるよう

にしたいと思います。

司 会： そ の た め に も、JIMGA

の中に保安関係についてなどの

勉強会の場を作って、そこに経

産省などの役人を呼ぶのが良い

と思います。普段から役人と積

極的に接触することによって、

予算の話もしやすくなるのでは

ないでしょうか。

産業ガス業界の 
地位向上のために

司会：これから夢を持って産業

ガス業界の地位向上のために変

わろうというときですが、具体

的には何をしたらいいと思いま

すか？

諸石：産業ガス業界が日本のあ

らゆる産業の発展や、より快適

な生活を実現するために貢献し

ていることを広く認知してもら

うために、マスメディア、特に

一般紙を活用するのはどうで

しょうか。一社単独では難しく

て も、JIMGAと し て 主 催 す れ

ば、各社持ち回りで、一般紙記

者に対して工場や最新充填所の

見学会、販売店によるエンド

ユーザーへのサービスの前線を

見てもらう等、記事になる情報

を提供しやすくなると思いま

す。水素ステーションや高温超

電導関連機器等の新技術のPR

にもつながりますし、定期的か

つ長期にわたる取組みが可能に

なると思います。

岸： PR活動は自分たちの認知

度を高めるためだけでなく、社

会に対しての説明責任でもある

と思います。シリンダーを一本

一本お届けするディーラーの皆

さんも含めて、ガスの仕事がど

れだけ重要かということを皆が

共有できるように、我々協会が

きちんとイメージを形にして示

山本　幸夫
株式会社リキッドガス　常務取締役 総務本部長

JIMGA広報委員会副委員長
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もっと知ってもらおう　我らの仕事座談会

すということが、冒頭にお話の

あった会費に見合う情報提供と

いうことにもつながると思い

ます。今はその説明責任の時期

が来ているのではないでしょ

うか。

豊山：地域に根付いた会員企業

の力を活用するのが効率的だと

思います。そのために、「○○

業界よりも認知度を上げる」と

いった具体的な目標を掲げて、

なぜその必要性があるのか、認

知度があがればこんなふうに環

境も変わって行く、ということ

をきちんと説明して、お客さん

とコミュニケーションをとると

きに意識することなどを文章に

まとめて提示できたら、会員の

皆様もわかっていただけると思

います。本部としてもやること

を提示しながら、会員さんの意

識改革をして行き、その上で酸

素の日を設ければ効果的だと思

います。

山本：都市ガス業界というのは

産業ガス業界と異なるところも

ありますが、社会インフラとし

て重要であり、中小企業が多

く、意外と社会認知度も低いこ

となど、共通点も結構たくさん

あります。参考までにJIMGA

と同様の組織である日本ガス協

会の主な広報活動についていく

つか紹介させて頂きます。マス

メディア向けの活動としては、

会長会見、論説委員や正副会長

との懇談会を年に数回行い、週

に 1 ～ 2日は記者クラブに顔を

出しています。また、プレスリ

リースでいろいろな業界の動き

やデータを発信しています。

　会員企業向けの活動として

は、 営 業 活 動 に も 使 え る 広

報 誌・PR 冊 子 の 発 行 や WEB

ニュースの配信サービスのほ

か、ガスエネルギー新聞という

業界紙では、隔月で協会がコー

ナーを設けて、会員向けに協会

活動情報を掲載しています。

林谷：ヨーロッパでは都市ガス

業界より産業ガス業界の方が認

知度が高いのですが、日本では

都市ガス業界の方が高いように

思います。何か協会としてリー

ダーシップをとってやることが

できれば、我々の認知度も向上

して行くのではないかと思いま

す。起死回生の一手はないと

思うので、これから魅力ある協

会、発言力のある協会にして行

くために、期限を決めて地道に

いろいろなものを仕掛けて行き

たいと思います。
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「なんでも見てやろう…
　　　　　　日本の祭り」

日本エア・リキード株式会社　北代　耿士

島田大祭 帯まつり

昨年のNHK紅白歌合戦、50回出場で区切り

をつけた北島三郎さんの選んだ曲“祭り”。こ

れが　日本の祭りだ～よ♪　いいね、いいね

と私も思わず合唱。“厳しい難しいと言ってい

ても始まるまい。来年こそこれが日本の祭り

だと歌えるようにしようじゃないか。よっし、

来年もがんばるぞ！ ” 背中を押される思いで

除夜の鐘を聞いた。

そして中断中のプロジェクトに再び火が点

いた。

“日本中の祭り”を追いかける…祭りを見た

い、その雰囲気に浸りたい、その由来を知り

たい、それにかける人たちの表情が見たい。

日本の美しさを日本人のこころの豊さの原点

を、あらためて感じることができるのではな

いか。

静岡県島田市で3年に一度催される「島田大

祭…帯まつり」を見に行ったのは今から20年

ほど前のこと。長い海外勤務から帰国して新

任地である静岡に興味を持ち、いつもの「な

んでも見てやろう」スピリットで静岡が知り

たいと着任の挨拶で言ったところ、一人の社

員から「帯まつりに来られませんか」と誘い

がかかった。

実りの秋の穏やかな一日、島田駅から既に

祭りの雰囲気を感じた。普段は自然に恵まれ

たのどかで静かな町が、なにか浮き立つよう

な、熱いものに包まれているような…。

　昔も今も、旧東海道の周りが町の中心だが、

その一本しかない目抜き通りを見物客が埋め

尽くし、やがてその中を、大奴を先頭に大名

行列が進む。えっ、これなに？！目を見張る

美しさ、300年の時を飛び越え、元禄の絵巻

物が目の前を通り過ぎていく…。最初は花魁

のパレードかと思ったほど、奴の持つ帯の艶

やかなこと…秋の澄んだ陽に映えてまばゆい、
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でもなぜ奴が帯を？日本三大奇祭と呼ばれて

いるとは聞いていたが…。

　その昔、島田ではよそから嫁いできた花嫁

は、大井川鎮護や安産の神として信仰されて

いる大井神社へ氏子になった報告と安産祈願

をした後、晴れ着のままで街並みを歩き、お

披露目をする習わしがあったそうだ。

　しかし、それでは女性が見世物のようで気

の毒 だと、 いつしか25人 の大 奴 がお嫁 さん

の代わりに両脇にさした木太刀に安産祈願の

金襴緞子の丸帯をかけて、蛇の目傘をさしな

がらゆったりと大名行列の先頭を歩くように

なったのだと…なるほど。それが300年以上も

続いている…それを支えているものってなん

なのだろう。ともあれ、見物客も祭りと一体

となった、その盛り上がり。日本っていいなあ、

美 しいなあ …。 これが祭 りにのめりこむきっ

かけとなった。よっし、日本の祭りを追いか

けよう！でも、それ以降このプロジェクトは

停まったまま…。

　再生ニッポン、復活“日本の祭り”プロジェク

ト！ サブちゃん、刺激をありがとう♪

日本には、7万とも8万ともいわれるお祭り

があるそうだ。一年中日本のどこかで、毎日

お祭りが行われているといっても過言ではな

いかもしれない。ねぶた祭り、相馬野馬追い、

神田祭、高山祭、おわら風の盆、天神祭、祇園祭、

岸和田だんじり祭、阿波踊り、博多どんたく、

唐津くんち、沖縄エイサーまつり等全国的に

有名な祭りもいいが、帯まつりのような地方

固有の祭りは、郷土と人のきずなが織り成す

個性が感じられて、これまたいいものだ。そ

れにしても、こんなにたくさんのローカル色

豊かなお祭りのある国って他にあるのだろう

か。

祭りを追いかける別の楽しみは、なぜその地

でそのような祭りが行われるようになったのか

を知ることだ。それにはまずお祭りに参加して

その場の雰囲気の中で、土地の人に話を聞くこ

とだろう。そうすることで、それぞれの地域固有

の営み、歴史、気候、食べ物、習わし等が長い

時間をかけてブレンドされることで形成された、

その地の文化を感じることができるのではない

だろうか。

唐津くんち
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エッセイ　「なんでも見てやろう…日本の祭り」

祭りを通して、地域の一体感が醸成された

り、地域文化の継承が図られたり、また、礼

儀作法や生きる術などが伝承される教育の場

にもなってきたと聞く。

祭りの語源は「祀る」｢奉る｣ だそうだが、

多くの祭りには、神に対する崇拝、自然の恵

みに対する感謝、新年を迎えるにあたっては

その年の安寧、長い冬を越して緑の季節を迎

える時期にはその年の豊作・豊漁、また、年

長者を敬い隣人にはこころづかいをと、人々

のあたたかく且つ謙虚な思いが凝縮されてい

るようで興味深い。

この祭りの伝統が、日本を知る外国人の多

くをして日本の最大の魅力は“人…礼儀正し

く、思いやりの心が深い”と言わしめる日本人

の内面の美しさを生み出す大きな要素になっ

たのではないだろうか。

あれは今からちょうど50年前、時は東京オ

リンピックの年、新幹線、東京モノレールが

開通、首都高速道路も建設された、まさに近

代日本の幕開けの年…。私はその年の東京で

の大学受験に失敗し、自分の手で“桜散る”の電

報を打ち、失意の中で四国松山に帰る夜行列

車に乗る直前、何気なく東京駅の売店で買っ

たのが、 小 田 実 著　「 なんでも見 てやろう 」。

少し大げさだけれども、この本が私のそれか

らを変えた。アメリカ留学を終えた小田さん

が一日1ドルで世界を旅行する…バイタリティ

溢れ、好奇心旺盛…なんでも見てやろうと…。

それまで英語を最も苦手な科目としていただ

けに海外への想いはあるものの、とても自分

では無理だと諦めていたが、夜行列車が岡山を

過ぎて高松への連絡船の駅、宇野に着くころに

は、何が何でも海外に出たいと昂ぶる気持ち

になったのを今でも鮮やかに記憶している。

オリンピック開幕時に親に無理を言って上

京、予備校では小田先生の英語の授業も受け、

街行く外国人に片っ端から“May I speak to 

you? ”のワンパターン。しかし、まったく返

事が聞き取れず　“Thank you, see you again.” 

でまた別の外国人に…。

勤務の都合でその後20年を海外で過ごす。

その間 も、 なんでも見 てやろう、 どこにでも

行ってやろう、誰とでも会ってやろう…。恥

をかいたり、危険な目にあったりもしたけど、

いろいろなところにも行 けたし、 多 くの知 己

も得た。しかし、待てよ！何か肝心なことが

抜けている、足りない…。まだまだ世界のい

ろいろなところに行 きたいとも思 うけど、 さ

て日本はどうだ？日本の本当の良さが分かっ

ているのか？いやぁ…やはり、祭りだ…祭り

に学ぼう。

2020年には世界のスポーツのお祭りが日本

で開かれる。おもてなし…。機もよし、それ

までにできるだけのお祭りに行こう…日本の

祭りを追いかけよう！

早く実行に移さないと…このプロジェクト

だけは“後の祭り”にするわけにはいかない。
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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。今年度は、継

続 して取 組 んできたJIMGA仕 様RFタ グ のISO規

格化のほか、AE試験による容器再検査方法の国

内での採用に向けた取組みを開始しました。

RFタグの国際規格にJIMGA仕様を取り入れる

ためにISO 21007-2の改訂作業に参加しています。

昨 年10月 にはCD（Committee Draft）として承 認

され、各国のコメントの取扱いについて検討され

た後にDIS（ドラフト版ISO）が作成される見込み

となっています。

ISO規格関連では、2月にフランスのパリにて

TC58/SC4の国際会議が開催されました。SC4の

総会のほか、4つのWGに参加してきました。

AE試 験 による容 器 再 検 査 方 法 については、

WG内にアドバイザーや容器再検査業界の方を招

き、作業部会を設置しました。産業競争力強化法

の施行により企業実証特例制度が創設され、この

制度へAE試験による容器再検査について応募す

る事業者とも情報交換しながら、今後規制緩和に

向けた取組みを行う予定です。

超低温貯槽　WG

平成25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。来年度も積極的に活動を

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

改定を行いました。また、「高圧ガスローリ乗務

員保安指針　液化酸素、液化窒素、液化アルゴン

編（JIMGA-T-S/62/10）」へ同成果を反映させるべ

く、保安対策に対し、ねじはめ輪への安全対策に

関する改訂案を示しました。

（2）ISO/TC220（超低温貯槽）への参画

6月に従来のOメンバー（投票権なし）からPメ

ンバー（投票権あり）になることができ、アメリ

カ・ワシントン州で行われたTC220国際会議にも

Pメンバーとして参加しました。今後はこれまで

以上に積極的にISO規格案に対する国内意見の反

映、情報の収集･発信に努めて行きます。

（3）規制改革要望の抽出･実現

経済産業省に直接提出した「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、規制

改革WGを通じて各規制改革要望案をフォローし

てきました。来年度も引続き時代に即した各規制

改革要望案を提出し、フォローして行きます。

（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、今年度は近畿地

域本部にて講演を行いました。

充てん技術　WG

当WGでは平成25年度、次の3点のテーマに取

組みました。

（1）「カードル自主技術指針」の作成

平成23年度から指針作成作業に取組みました

が、東日本大震災により一時作業を中断した後、

平成25年1月より作業を再開。同10月に完成し、

11月JIMGA技術審議委員会にて承認を得、自主技

術指針として発行することができました。新年度

は本指針の普及啓発を推進します。これによりカー

ドルの保安向上に資することができれば幸いです。

技術・国際ニュース
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（2）  「充てん工場の地震対策指針：追補」の普及

啓発セミナーの開催

当WGが平 成24年12月 に完 成 させた「 充 てん

工場の地震対策指針：追補」の普及のため、各地

域本部のご協力により、JIMGAの8地域本部で開

催することができました。

（3）WG委員スキルアップ研修

12月9・10日の両日、福岡県の水素エネルギー

製品研究試験センターと北九州水素タウンの見学

研修を実施し、WG委員の知識、技術の向上を図

りました。

保安対策　WG

今年度はJIMGA指針の策定及び改訂を主に活

動しました。「定期自主検査指針（一般則及びコン

ビ則関係（CE関係））」は、WG内にタスクフォー

スを設置し、KHKと協働して指針のKHKS化活動

を行いました。5月の技術審議委員会に上程する

予定です。

「高圧ガスローリ乗務員保安指針」は、ねじは

め輪対応、受入時の立会い徹底を盛り込んだ改訂

を行い、11月に改訂版を発刊しました。

全国高圧ガス溶材組合連合会と協働した販売

事業所保安指針の共著活動は、求める自主保安レ

ベルの温度差から仕切り直しとなりましたが、本

年2月に盛岡市で全溶連・JIMGA共催の保安講習

会を開催するなど、今後も必要に応じて全溶連と

連携して行きます。

「高圧ガスハンドブック」は一昨年の改訂版発

行後に会員各社からの意見を加味し、本年2月に

改訂版第2刷として増刷しました。なお累計発行

部数は、本年2月末現在9,128冊です。

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】【炭酸ガス編】）活

用推進

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

教材として活用してもらうほか、会員企業等での

教育用として積極的にPRしています。

（2）  安全教育用教材（e-ラーニング【酸素編】）

作成　　　　

講義形式のe-ラーニング第4弾として、【酸素編】

を作成中です。JIMGA会員企業の関係者向けだ

けとしてでなく、一般ユーザーにも酸素の基礎知

識の習得や危険性、取扱い方法について広く知っ

て頂くことを目的にしています。内容は現e-ラー

ニングと同様、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

を盛り込んだものにする予定です。

水素スタンドプロジェクト

水素スタンドプロジェクトでは、今年度より国

家プロジェクトの一環としてNEDOの規制適正化

事業のうち、「液体水素貯蔵・水素スタンドの規

制・基準の整備に関する検討」「2種製造設備に

相当する水素供給設備の技術基準の整備に関する

検討」の2テーマに取組んでいます。

「液体水素貯蔵・水素スタンドの規制・基準の

整備に関する検討」では、来年度の省令改正に向

け、現在液化水素を原料とし、圧縮水素を燃料電

池車に充てんするタイプの圧縮水素スタンドに関

する技術基準案の取りまとめを行っているところ

です。

「2種製造設備に相当する水素供給設備の技術

基準の整備に関する検討」では、燃料電池車の普

及初期に有効と考えられる小規模な水素スタンド

の基準整備を目指していますが、これまで、既存

の小規模水素スタンドにおける問題点等の調査や

関係業界に対するニーズ調査を完了しており、今

後は小規模水素スタンド基準策定の道筋を検討

し、来年度以降技術基準案を作成して行くことに

なっています。
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安全統計　WG

（1）事故情報の収集と活用について

会 員 会 社 より以 下 の事 故 情 報 の報 告 があり、

JIMGAのウェブサイトに掲載しました。

①　病院でのLOX注液作業時の凍傷事故

②　マホー瓶充てんラインの液体窒素漏洩事故

③　酸素ガスボンベの破裂事故

事故情報を会員各社に水平展開し、類似事故の

未然防止に役立てるため、会員の皆様の事故情報

の提供をお願いいたします。

（2）ヒヤリハット事例集（労働災害編）

会 員 各 社 より集 めた産 業 ガ ス 業 界 のヒ ヤ リ

ハット事例集（労働災害編）を5月に統計・事例集

に掲載をしました。　

（3）労働災害統計について

平成24年は229社と過去最多の会員会社から回

答を頂きました。死傷者数、度数率、強度率とも

前年度を下回り、過去5年間で最低となりました。

（4）  高圧ガス関連事故（災害）の分類、解析に

ついて

平成24年の事故事例データベース（KHK）の消

費、移動、製造における漏洩事故の原因である設

計上（ハード）、運転・操作上（ソフト）について

の事故原因を詳細に分析し、その代表的な事故傾

向及び同様事例を区分しましたので、安全ニュー

スに掲載します。

（5）安全ニュースNo.8の発行

毎年、高圧ガス保安協会が公表している高圧

ガス関連事故データから「産業ガス業界に関わる

事故」を分類、解析し、安全ニュースとして平成

26年にJIMGAのウェブサイトに掲載します。

ヘリウム技術　WG

液化へリウムのデュワーでの海上輸送につい

て、過去の事例をもとに検証し、法的解釈の取り

まとめ（勉強会）を実施しました。今後、引続き

問い合わせ事項の整理、船会社等輸送会社の見解

の整理、まとめを行います。

JISZ7253による製品安全データシート、ラベ

ルの改訂を実施しました。今後、JIMGAのウェ

ブサイトに掲載される予定ですので、ご活用く

ださい。

WG内で海外のヘリウム関連技術の情報収集、

共有化に取組んでおり、引続きヘリウムソース、

海外メーカーの動向等の情報収集・分析を実施

し、特に液化ヘリウムデュワー関連の情報収集、

共有化には力を入れて行きます。

液化ヘリウム容器の検査体制調査については、

検討必要性の審議を行いましたが、現時点で特に

問題点・課題が見当たらないため、今後改めてそ

の必要性が認められた段階で、調査・検討を行う

こととしました。

長尺容器・カードルについては、充てん技術

WGからの情報を共有し、内容把握に努めました。

2.　環境・安全部会
環境保全　WG

電力多消費産業である産業ガス業界は環境負

荷減活動としての省エネルギー／節電活動に取組

み、JIMGAとして日本経団連「環境自主行動計画」

に日本化学工業協会（日化協）を通して参加して

います。日化協は、「2008 ～ 2012年度（京都議定

書第1約束期間）の平均として、エネルギー原単

位指数を1990年比で80%を目指し、努力する」と

の目標を設定しました。毎年その活動結果を取り

まとめた「産業ガス業界の環境自主行動計画フォ

ローアップ調査」報告書を日化協に提出していま

す。加えて昨年度は「2008 ～ 2012年度の活動結果」

を「JIMGA環境ニュース05/13」とし、JIMGAの

ウェブサイトに公表しました。また環境ニュース

にはトピックスとして「CNG（圧縮天然ガス）液

化窒素ローリ車の開発・導入について」を紹介し

ています。具体的な省エネ方法などはJIMGAウェ

ブサイトに公表している「省エネルギー事例集
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2013年度版」を併せて参照ください。

今後は「環境自主行動計画」に代わる次期行動

計画「低炭素社会実行計画」に参加し、新たな目

標を策定して行きます。

化学品安全　WG

本WGで2011年に作成し、JIMGAウェブサイト

に掲載中の「GHSに対応した産業ガスの分類・表

示・MSDSガイドブック」を見直し、昨年5月の

技術審議委員会で承認を受けました。今回の見

直しは2011年の国連GHS文書の改定、「GHS対応

ガイドブック」（日本化学協会2012編）の改定、及

び新たなJIS-Z-7253（2012）＊1）が制定されたことに

よります。 この「GHSに対 応 した産 業 ガ ス の分

類・表示・MSDSガイドブック」の見直しに伴い、

JIMGAウ ェ ブ サ イ ト に掲 載 中 のJIMGA版MSDS

（一般ガス単体12種類、混合ガス15種類）の改定

作業を進めています。今後は、JIMGA ウェブサ

イトに掲載中のGHS対応ラベル（ボンベ胴・肩ラ

ベル）の見直しを予定しています。

JISの改定については、アルゴンに関して改定

準備を進める予定です。現行のアルゴンガスの

JISでは、アルゴン中の窒素分の分析法としてガ

スクロマト分析法が規定されています。このガ

スクロマト分析法に追加して放電スペクトル法

を加えることを、次のJIS改定時に予定していま

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

（1） 炭酸ガス関連会員20社にて構成され、代表

8社にて2 ヵ月に1度の定例会を開催しています。

技術・保安部会、環境・安全部会、国際部会等へ

派遣委員の活動報告を中心に情報の共有化を図る

と共に固有のテーマについて議論を深めました。

（2） 地域本部炭酸ガス技術WG等の会合に事務局

員が参加し、地域と本部の交流連携を推進しま

した。

（3） 二酸化炭素SDSモデル作成のため、調査・研

究を開始しました。

（4） 定例会メンバーのスキル向上のため、関係

事項の情報収集と現地視察を実施しました。

溶解アセチレン技術　WG

溶解アセチレン技術WGは、平成25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：4月22日

　・第2回定例会議：7月11日

　・第3回定例会議：12月17日

主な活動内容は次の通りです。

（1）溶解アセチレン容器の地震対策

「充てん工場の地震対策の追補版」の検討会議

に当WGより委員を派遣し、溶解アセチレンも含

めた内容で検討することとしました。

（2）RFタグの検討

RFタグ委員会の進捗状況を確認し、当WGの各

委員より要望や意見を述べました。

（3）その他

ISOのWG9会 議 で検 討 していたISO 16462が昨

年12月にISOとして発行され、これで溶解アセチ

レンに関するISOの見直しを完了しました。

＜溶解アセチレン容器を取扱いの皆様へ＞

次のガイドラインを守って頂きますようお願

い申し上げます。

「溶解アセチレン容器の非アスベスト化を促進

することを目的として、アスベスト含有固形マス

容器の使用期限の目処を容器製造後、38年とする」

このガイドラインは2006年に皆様にお知らせ
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しましたが、ここで更に皆様に認識して頂きます

よう再度ご案内いたしました。

水素技術　WG

平成25年度は、「ヒヤリ・ハット事例集（水素

ガス編）」の改定に取組みました。現在、サブ WG

により会員会社から収集した事例の内容を検証し、

記載事例の最終選考を行っています。3月中にまと

め、平成26年度の技術審査委員会での承認を目

標として進めており、水素取扱者に周知を図って

安全の確保に努めて行きたいと考えています。

WG会議は東京、長崎、大阪にて開催しました。

第2回WG会議では長崎次世代エネルギーパーク

を訪問し、次世代型の太陽光発電システムを見学

し、会員会社の技術・知識向上を図りました。第

4回WGは3月にJIMGA本部で開催予定です。

特殊ガス技術　WG

（1）JIS Z 7253対応警告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（特殊ガス79種）」を作成しまし

た。上期の技術審議委員会に上程し、承認されま

したのでファイルをCD-Rで会員各社に配布して

います。

（2）MSDS等の文書改訂について

JIS Z 7253対応のMSDSについては、ジクロロ

シラン及びトリメチルインジウムの一部改訂を行

いました。MSDSの大 幅 な改 訂 につきましては、

来年度、実施予定です。

（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、昨年12月開催の研修会において、容

器RFタグ運営委員会WGからの情報（進捗等）を、

技術WGメンバーに周知するなど継続して情報収

集に努めています。

（4）  国際部会、各省庁及び関係団体への連携と

協力

TC58国内委員会への委員派遣など、これまで

通り極力密接な連携と協力を行います。

4．国際部会　
IHC対応　WG

8月5 ～ 7日に米国サンフランシスコにて第33

回IHC会議が開催されました。今後、新規国際整

合化基準プロジェクト候補を選定するため、各協

会の既刊文書に記載されている機器・設備とそれ

らに関係する潜在リスクを抜き出し、既刊文書で

取扱っていないリスクを調査・検討し、取扱われ

ていないリスクが多い文書を整合化候補とする考

えを検証することとなりました。まず、空気分離

装置関連文書についてCGAとEIGAが共同で取組

み中です。

10月5 ～ 8日には第70回IOMA年次総会が米国

ワイオミング州ジャクソンホールで開催されまし

た。今回は岩谷産業株式会社牧野会長の長年にわ

たるIOMA理事会委員としてのIOMA活動への貢

献に対して、IOMAよりプレジデント・バンケッ

ト（晩餐会）の席上で「The Distinguished Service 

Award（功労賞）」が授与され、盛大な拍手が贈

られました。 次 回2014年IOMA年 次 総 会 は10月

に京都で開催されます。

11月12日に開催したJIMGA技術審議委員会で

は、整合化基準「スチームリフォーマ（水蒸気改

質装置）運転指針」の1件が確認されました。今

後とも整合化文書に粛々と取組み、課題を解決

して行きます。

規制改革　WG

従来から引続き会員各社並びにWG委員他から

の規制改革要望、国際基準と整合性を図るための

規制改革要望、「規制改革要望項目リスト」に基

づく継続案件について、規制改革を実現させるべ

く活動を積極的に進めています。活動は基本的に

2つの方法で行っています。1つが、内閣府が窓
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口となって進めている「国民の声」への要望提出、

もう1つは、所轄官庁への直接折衝です。

｢国民の声｣ には、現在 ｢食品添加物二酸化炭

素の製造に関わる食品衛生管理者の見直し｣ につ

いて一昨年に要望を提出していましたが、ようや

く要望の一部である「東京以外での講習会の開催

並びに開催頻度の増加等」が考慮されることとな

り、若干の進展が見られました。しかしながら、

「当該ガスに絞った受講専門科目や共通科目の見

直しや資格要件の緩和」に関しては先送りされて

おり、引続き要望が実現できるよう対応して行き

ます。

一方、一昨年経済産業省との「規制改革要望話

し合い」において取り上げられた、「在宅酸素療法

用酸素充塡容器及び附属品定期点検の3ヶ月に1回

から6 ヶ月に1回への延長」については、JIMGA

にて自主基準を作成し、経済産業省の担当者と内

容を確認して対応できるようになりました。

一昨年の10月に開始された「溶解ガスの取扱

いに関する検討委員会」については、昨年の3月

に「液体溶媒に溶解している気体は、液化ガスと

してではなく気体として扱う」という結論で高圧

ガス保安協会から報告書が提出され、現在パブ

リックコメントの待機中となっています。

従来から進めている案件の「窒素指定設備老朽

化対策」については、基本的な案は既に高圧ガス

保安協会から経済産業省に提示されており、今後

も要望が実現されるよう経済産業省と継続して折

衝をして行きます。

規制改革要望は、上記以外に種々案件がありま

す。今後も積極的に要望が実現されるよう進めて

行きます。
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１．視察会

日　時 : 平成25年10月8日（火）8:50 ～ 17:00

視察先 :   北海道電力㈱苫東厚真発電所、オエノン

ホールディングス㈱ 苫小牧工場

参加者 : 14名

内　容 : 

今回の視察先は、東日本大震災以降、電力需給

が大変厳しい状況となっている中、北海道内の最

大火力発電所である北海道電力㈱苫東厚真発電所

で、石炭火力発電所の仕組み及び北海道内のエネ

ルギー事情を知る機会としました。また、次に北

海道バイオ燃料プロジェクト（事業実施主体：オ

エノンホールディングス㈱）におけるバイオエタ

ノール製造施設である苫小牧工場で、バイオエタ

ノールの取組みと現況について視察しました。

まず始めに、北海道電力㈱苫東厚真発電所を

訪問し、 村山次長よりご挨拶と全体概要の説明を

受けました。苫東厚真発電所には、3基のユニッ

トがあり、総出力は165万kW。昭和55年10月に

1号 機（55万kW）、 昭 和60年10月 に2号 機（60万

kW）、平成14年6月に4号機（70万kW）が運転を

開始し、燃料調達の安定性、経済性にすぐれた海

外炭（オーストラリア、インドネシア、カナダ等）

を燃料とする石炭専焼火力発電所として、泊原発

と共に北海道における基幹電源としての役割を

担っている発電所です。現場視察では、タービン・

発電機設備、微粉炭機、中央操作室、集中管理室、

貯炭サイロ、貯炭場等を視察しました。全体的に

は、環境保全に配慮した発電所となっており、大

気の保全、水質の保全、騒音の保全、自然景観に

配慮した取組みがなされています。また、資源の

有効活用（石炭灰のリサイクル）に取組まれてお

り、石炭灰を資源として、セメント原料や土木材

料などに有効活用されていました。産業や生活に

欠かすことのできないエネルギー製造の仕組みを

視察しました。

次に、北海道バイオ燃料プロジェクトの事業主

体であるオエノンホールディングス㈱苫小牧工場

を視察しました。最初に、松本工場長のご挨拶と

生産拠点の概要説明を受けました。

北海道は我が国における食料生産基地として

の役割を担っており、将来にわたってその役割を

果たすことが求められております。また一方で、

食料・エネルギー・環境に関する地球規模の問題

にも直面している状況の中、北海道の農村の活性

化、地球温暖化対策、北海道の新しい産業の創出

北海道地域本部

村山次長による概要説明 石炭ヤード
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などに期待し、苫小牧東部地区にバイオエタノー

ル製造施設を整備し、国産バイオ燃料生産拠点

に取組んでいる工場です。

苫小牧工場は、農水省の補助事業として平成

19年工事着工し、平成21年から操業を開始し、

現在に至っています。生産規模は15,000kl／年、

主要設備は、原料前処理・液化棟、発酵タンク、

発酵液タンク、バイオエタノール蒸留設備、検定

タンク、製品貯蔵タンク、飼料化設備棟、廃水処

理設備等からなっています。 米を原料としてお

り、道産米を使用してきましたが、近年、北海道

米の評価が上がって入手が難しくなり、不足分は

ミニマムアクセス米を使用しています。平成24

年度より、実証から事業化への展開に向け、生産

拠点の構築に取組んでいます。事業化へ向けて米

以外の原料評価を実施していますが、設備的な問

題の他にコスト高などの問題があり、簡単に解決

するのは難しい状況にあるとの説明でした。バイ

オエタノールは、太陽光エネルギーの買い取り制

度のような出口における制度構築等の仕組みづく

りがないと事業として厳しい状況にあると認識し

ました。

２．保安セミナー

日　時 : 平成25年11月26日（火）13:30 ～ 16:25

会　場 : エア・ウォーター㈱　北3条ビル

共　催 : 北海道溶材商業会

受講者 : 43名

内　容 : 

①　 「高圧ガス事業者の3.11東日本大震災被災体

験事例集」の解説

　 　JIMGA東北地域本部 技術・保安部会　

　　　篠原　静夫　氏

②　 経済産業省 高圧ガス部会「東日本大震災を

踏まえた高圧ガス施設等の地震・津波対策に

ついて」の要点解説

　　JIMGA技術・保安部会 充てん技術WG長

　　　柴田　展良　氏

③　「充てん工場の地震対策指針：追補」の要点解説

　　JIMGA技術・保安部会 充てん技術WG長

　　　柴田　展良　氏

冒頭で北海道地域本部の曽我部本部長、本部の

逵常務執行役員よりご挨拶頂きました。曽我部本

部長からは消費税問題についてのJIMGA対応に

ついて、逵常務執行役員からは本部活動について

のお話がありました。その後、引続きセミナーを

実施し、東日本大震災の貴重な被災体験事例につ

いて教訓を得ることができました。

工場内の説明

松本工場長による概要説明
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３．消費税転嫁対策特別措置法説明会

日　時 : 平成25年11月14日（火） 13:30 ～ 15:30

会　場 :  エア・ウォーター㈱　研修センター

共　催 : 北海道溶材商業会

参加者 : 34名

内　容 : 

消費税増税に伴う転嫁方法等に関する説明会

を札幌市内のエア・ウォーター㈱研修センターに

て開催しました。JIMGA本部から篠塚常務理事、

加藤常務執行役員が出席し、司会進行と説明及び

質疑応答を行いました。今回の説明会は、北海道

溶材商業会会員各社にも開催案内し、ご参加頂き

ました。今後は、調査会の設立・運用・具体的な

案件のフォロー等について、事務局として対応し

ます。

セミナー風景①

曽我部本部長 逵常務執行役員

セミナー風景②
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１．充てん工場の地震対策指針セミナー

日　時 : 平成25年9月20日（金）13:30 ～ 16:40

会　場 : 仙台ガーデンパレス

受講者 : 38名

内　容 : 

①　 「高圧ガス事業者の3.11東日本大震災被災体

験事例集」の解説

　　JIMGA東北地域本部 技術・保安部会長 

　　　鈴木　富雄　氏

②　 経済産業省 高圧ガス部会「東日本大震災を

踏まえた高圧ガス施設等の地震・津波対策につ

いて」の要点解説

　　JIMGA技術・保安部会 充てん技術WG長

　　　柴田　展良　氏

③　 「充てん工場の地震対策指針：追補」の要点

解説

　　JIMGA技術・保安部会 充てん技術WG長

　　　柴田　展良　氏

東 日 本 大 震 災 の

大地震、大津波被害

を教訓として、経済

産 業 省 高 圧 ガ ス 部

会では「地震・津波

への災害対策」の報

告書をとりまとめました。本セミナーでは、これ

らの災害対策を推進する上の参考として、「高圧

ガス事業者の3.11東日本大震災被災体験事例集」

の解説、「充てん工場の地震対策指針：追補」の

要点説明を行いました。セミナーの参加者は、震

災が記憶に新しいこともあり、熱心にメモをとり

ながら聴講していました。

尚、同様のセミナーは全国の地域本部でも実施

しており、東北地域本部技術保安部会から講師を

派遣して被災体験事例の解説を行っています。

２． �消費者向け高圧ガス保安講習会（宮城県高圧

ガス保安協会）

平成25年度

消費者向け保

安 講 習 会 は、

宮 城 県 内4箇

所の会場で開

催されました。

このうち 2 会

場は、震災による津波被害が甚大だった気仙沼市

と石巻市での開催でした。津波被災後まだ2年半

しか経過していない地区なので、保安講習会にど

れくらい参 加 していただけるか心 配 されました

が、たくさんの消費事業者の方々に参加していた

だくことができました。

第1回　

日　時 : 平成25年10月17日（木）13:15 ～ 16:30

会　場 : 東北職業能力開発大学校

受講者 : 16名

第2回　

日　時 : 平成25年10月31日（木）13:15 ～ 16:30

会　場 :   宮城県トラック協会石巻輸送サービスセンター

受講者 : 38名

第3回　

日　時 : 平成25年11月1日（金）13:30 ～ 16:45

会　場 :   宮城県トラック協会トラック研修センター

受講者 : 46名

第4回　

日　時 : 平成25年11月8日（金）13:30 ～ 15:45

会　場 : 気仙沼市民会館

受講者 : 57名

東北地域本部

溶解アセチレン逆火の実験風景

講習風景
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３．��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25年10月25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

第50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保安功労

者として、カガク興商㈱の佐藤哲殿、また、高圧

ガス保安協会会長表彰の優良製造保安責任者とし

て、㈱シマキュウ岩沼営業所の小原昌則殿がそれ

ぞれ受賞されました。

経済産業大臣表彰
保安功労者

（カガク興商㈱佐藤哲
高圧ガス保安統括者）

高圧ガス保安協会会長表彰
優良製造保安責任者

（㈱シマキュウ　岩沼営業所
小原昌則工場長）

４．東北地域本部統一正副本部長会議

日　時 : 平成26年1月23日（木）15:45 ～ 17:00

会　場 : ホテルメトロポリタン仙台

出席者 : 13名

内　容 : 

平成26年の年始にあたり、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。最初に、

坂本代表本部長より「東日本大震災から2年10 ヶ

月が経過し、国内を見ると全体的には経済は上向

いているようです。一方、東北地域内では、震災

復興関連の土木・建設業、自動車関連は確かに良

いようですが、半導体関連の業種は相変わらず低

迷しています。我々ガス業界も同様に、今年も厳

しい状況が続くものと思われます。このような中

で、JIMGAとして全 国 的 に取 組 んでいる課 題 が

あります。4月からの消費税増税への対応は何と

してもやり遂げなくてはなりませんし、放置容器

撲滅の取組みやRFタグの導入も促進しなければ

なりません。皆様と力を合わせて、保安向上のた

めに協会の事業を進めて行きましょう」との挨拶

がありました。その後、平成26年度の行事予定、

定時総会の日程、東北地域本部調査会の立ち上げ

等重要案件について審議を行いました。

統一正副本部長会議の会議風景

５．��心温まるトピックス　～ JIMGAのOBが宮城

県にグランドピアノを寄贈～

JIMGAのOBで元専務理事の豊澤幸平氏が、ご

自宅で愛用されていたグランドピアノを宮城県

に寄贈され、昨年12月に宮城県内の施設に届き

ました。このピアノは、今年4月開校予定の宮

城県立小松島支援学校に設置され、特別支援教

育に活用されます。豊澤元専務理事が在任中に、

東日本大震災が発生しました。いち早く、被災

会員へのJIMGA会費減免措置を講ずる等、豊澤

氏には震災当初から被災会員の救済に尽力して

頂きました。

JIMGAのOB豊澤幸平氏寄贈のグランドピアノ
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１．充てん工場の地震対策指針セミナー

日　時 : 平成25年9月10日（火）

会　場 : 機械振興会館

受講者 : 74名

内　容 : 

（1）｢充てん工場の地震対策指針：追補」の要点解説

　　JIMGA技術・保安部会 充てん技術WG

　　　農頭　重喜　氏

（2）  ｢高圧ガス事業者の3.11東日本大震災体験事例

集｣ の解説

　　JIMGA東北地域本部 技術保安部会

　　　村上　晃也　氏

２．炭酸ガス技術グループ研修会

日　時 : 平成25年9月26日（木）

研修先 : 上毛天然瓦斯工業㈱本社

参加者 : 9名

内　容 : 新設炭酸ガス充てん工場の見学

３．容器RFタグ推進グループ研修会

日　時 : 平成25年10月8日（火）

研修先 : イフコ・ジャパン㈱

参加者 : 11名

内　容 :   高圧ガス容器以外でのRFタグの有効活

用現場の視察

４．溶解アセチレン技術グループ研修会

日　時 : 平成25年11月19日（火）

研修先 :   山梨県リニアカー見学センター

参加者 : 11名

内　容 :   超伝導技術を利用したリニアカーの走行

実験の見学

関東地域本部

研修会風景

研修会風景

見学の様子
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５．��エア・ガス技術グループ、水素技術グループ

合同研修会

日　時 : 平成25年11月28日（木）

研修先 :   日高港新エネルギーパーク

参加者 : 9名

内　容 :   様々な新エネルギー発生と活用に関する

研修

６．消費税転嫁対策特別措置法説明会

日　時 : 平成25年12月10日（火）

会　場 : 秋葉原UDX

受講者 : 168名

内　容 : 

消費税率引上げに伴う転嫁方法等に関する説明

　JIMGA常務理事

　　篠塚　賢藏　氏

７．初級保安講習会

日　時 : 平成26年2月12日（水）

会　場 : 機械振興会館

受講者 : 89名

内　容 : 

（1）高圧ガス事故事例

（2）販売・移動等に関する法規則

　　JIMGA関東地域本部　

　　 技術保安部会 エア・ガス技術グループ長

　　　福永　直樹　氏

（3）JIMGA　e-ラーニングの紹介

　　JIMGA関東地域本部事務局長

　　　小田　博　氏

パーク内風景（風力発電装置）

講習会風景
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８．平成26年新年賀詞交歓会

日　時 : 平成26年1月21日（火）

会　場 : ホテル JALシティ田町

出席者 : 180名

内　容 : 

主催者を代表として挨拶に立った笠谷代表地

域本部長は、｢今年は久々にワクワクする年にな

りそうな気がします。昨年、2020年の東京オリン

ピック開催が決定し、日本が一つになって進む目

標が出来たようです。今年はソチ冬期オリンピッ

ク、サッカーワールドカップが開催されます。日

本人の力を世界にみせる良い機会となるでしょう。

日本経済の立て直しを目指した安倍政権が軌

道に乗り始め、少しずつではありますが、景気感

が見え始めたようです。我々の業界にも波及して

くれることを期待します。

ただ、 良 いことばかりではありません。4月 に

は消費税が8%になります。昨年、JIMGAは消費

税転嫁を円滑、適正に遂行するため、転嫁カルテ

ル、表示カルテルを公正取引委員会に届け出受理

されました。関東地域本部でも、産業ガス部門、

医療ガス部門が一体となり、特措法の遵守状況の

調査、会員各社が消費税を転嫁する際に阻害とな

る要因の受け皿として、調査会を発足させまし

た。消費税増税分を適切に転嫁できるかどうかは

業界の今後に関わる大きな問題であり、今こそ、

産業・医療ガス事業を営む事業者が一致団結して

この問題に取り組むことが重要であります。

昨年も東北、関東を中心に地震が多数発生し、

東京直下型地震、東海、東南海、南海地震が発生

するリスクが高まっていると言われています。私

たちも行政に頼るだけでは無く、個人として、ま

た企業としてどの様に生き残っていくか、対策を

立て訓練しておく必要があります。

今年の干支は ｢午｣（うま）です。馬は350度とい

う広い視野があり、動くものに対して鋭い知覚が

あるといいます。周りを充分見渡して、目標に向

かい一気に駆ける抜ける年にしたいと考えます｣

と挨拶をしました。

続いて、来賓を代表してJIMGAの豊田会長は、

｢当協会加盟1086社のうち関東地域本部は3分の

1にあたる300社が加盟している。当協会が設置

する30以上のプロジェクトにも多大な貢献をい

ただいている最も重要な地域本部である｣ と日頃

の活動支援に対し感謝の意を示された。

この後、小池医療ガス部門本部長の音頭で乾

杯。野平産業ガス部門副本部長の中締めで散会し

ました。

笠谷代表地域本部長挨拶 賀詞交歓会風景



産業ガスレポート vol.3037

１．講習会

（1）�「消費税転嫁対策特別措置法」に関する説明会

日　時 : 平成25年11月5日（火）13:30 ～ 15:00

会　場 : AP名古屋 名駅

内　容 : 

「消費税転嫁対策特別措置とJIMGAの対応」

　JIMGA常務理事　篠塚　賢藏　氏　

政府は平成26年4月1日より消費税率の引き上

げを決 定 しました。JIMGAはこの政 府 方 針 を受

けて「消費税転嫁対策特別措置法」に基づき、消

費税の転嫁を円滑かつ適正に遂行するため、“転

嫁カルテル”及び“表示カルテル”が独占禁止法

の適用除外となる届出を公正取引委員会に届出ま

した。この法律の適用除外制度の内容、目的等を

説明するために「消費税転嫁対策特別措置法に関

する説明会」を開催しました。

（2）�平成25年度東海・北陸セミナー

� �「3.11東日本大震災被災体験事例及び災害時

対策」の説明会

日　時 :  平成25年12月5日（水）13:30 ～ 17:00

会　場 :  愛知県産業労働センター

主　催 :  JIMGA東海地域本部、北陸地域本部

後　援 :  高圧ガス保安協会中部支部

　　　愛知県高圧ガス安全協会

　　　岐阜県高圧ガス安全協会

　　　三重県高圧ガス安全協会

　　　静岡県高圧ガス保安協会

内　容 : 

①　はじめに（南海トラフ巨大地震被害想定）

　　JIMGA東海地域本部事務局長　　

　　　渡辺　弘行　氏

②　「充てん工場の地震対策指針」

　　JIMGA東海地域本部 技術委員　

　　　笠井　勇人　氏

③　「充てん工場の地震対策指針：追補」

　　JIMGA東海地域本部 技術委員　

　　　笠井　勇人　氏

④　  「高圧ガス事業者の3.11東日本大震災被災体

験事例集」の解説

　　JIMGA東北地域本部 技術委員　

　　　笠井　　健　氏

⑤　大規模災害における医療ガス・在宅医療

　　JIMGA東北地域本部 技術委員　

　　　笠井　　健　氏

東日本大震災を教訓に、経済産業省高圧ガス部

会において「東日本大震災を踏まえた高圧ガス施

設等の地震・津波対策について」がとりまとめら

れました。高圧ガスを取扱う事業者が実施すべき

東海地域本部

消費税転嫁対策に関する説明会の会場風景

東海・北陸セミナーの講演風景
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「地震・津波への災害対策」が示されており、業

界団体が定めるガイドラインにより“高圧ガス容

器の地震による転倒防止”や“津波による流出防

止”の対策を講じることが明記されています。

セミナーでは、大震災に遭われた東北地域本部

技術委員の笠井健氏（㈱北良）に「高圧ガス事業

者の3.11東日本大震災被災体験事例集」及び「大

規模災害における医療ガス・在宅医療」につい

て解説して頂きました。また、東海地域本部技

術委員の笠井勇人氏（中部エア・ウォーター㈱）

に、この教訓に基づいた業界のガイドラインとな

る「充てん工場の地震対策指針」及び「追補版（東

日本大震災を踏まえて）」について説明して頂き

ました。この地域は、南海トラフ巨大地震が発生

すると懸念されているため、災害時対策には関心

が高く、会場は満席で盛会裏に終えることができ

ました。

（3）平成25年三重県医療ガス保安講習会

日　時 : 平成25年11月21日（木）13:30 ～ 17:00

会　場 : メッセウィング・みえ

内　容 : 

①　医療法

②　薬事法

③　高圧ガス保安法

④　医療ガスの基礎知識と安全な取扱い

⑤　医療ガス事故と対策（ヒヤリハット）

⑥　医療ガス事故と対策（間違え事故）

⑦　大震災（その時、酸素は、吸引は）

病院で消費されている医療ガスは多岐にわた

り、その消費量も年々増加しています。病院での

医療ガス事故や在宅酸素療法におけるトラブルは

人命に関わるため、これら医療ガスは安全に正し

くかつ確実な取扱いが必要です。このため、本年

度は三重県下の病院等の医療ガス取扱い者に医療

ガスの安全な取扱いについて解説しました。

（4）� �平成25年度容器RFタグ説明会「RFタグを利

用した容器管理の優位性」

日　時 : 平成26年2月14日（金）13:30 ～ 15:00

会　場 : 名駅菱信ビル

内　容 :  

①　容器RFタグ運営委員会 近況報告

　　　容器RFタグ業務部長

　　　　小田　　博　氏

②　RFタグを利用した容器管理の優位性

　　　容器RFタグ運営委員　

　　　　橋本　和宏　氏

（5）平成25年度MGR管理者講習会

日　時 : 平成26年2月21日（金）10:00 ～ 11:30

会　場 : 愛知県産業労働センター

内　容 : 

①　MGR認定制度の概要について

②　MGR管理システムの操作方法について

（6）平成25年度MGR更新時集合講習会

日　時 : 平成26年2月21日（金）13:00 ～ 17:00

会　場 : 愛知県産業労働センター

内　容 : 

①　制度・法令関係

②　医療ガス・疾病と治療〔感染症、災害時対策〕

③　 医療ガス・疾病と治療〔酸素療法の現況、適

性使用情報の解析による酸素授与の安全性〕三重県医療ガス保安講習会の講演風景
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２．東海地域の防災訓練

（1）平成25年度広域医療搬送訓練

日　時 : 平成25年8月31日（土）7:00 ～ 16:30

場　所 : 愛知県災害対策本部

　　　JIMGA東海地域本部事務所

主　催 :  内閣府防災

　　　政府　内閣官房、内閣府、警察庁、

　　　　　　消防庁、厚生労働省、国土交通省

　　　　　　海上保安庁、防衛省

　　　地方　愛知県、三重県、和歌山県、

　　　　　　岐阜県、東京都、大阪府、宮城県、

　　　　　　石川県、長崎県

内　容 : 

南海トラフ地震が発生して愛知県、三重県、和

歌山県が被災したという想定で、被災地内で根本

治療のできない患者を、自衛隊機を用いて被災地

外に航空搬送するという広域医療搬送訓練が実施

されました。

愛知県及び三重県の広域医療搬送訓練は、県

下の災害拠点病院から重症患者を臨時医療施設

（SCU：Staging care unit）に集め、域外搬送拠点（仙

台空港、東京国際空港、航空自衛隊岐阜基地）へ

搬送が実施されました。JIMGAは、 県下の災害

拠点病院やSCUで不足する医療用酸素を供給する

役割を担い、固定電話・携帯電話は繋がらないと

いう想定で、携帯電話による災害時メーリングシ

ステムを活用した情報伝達訓練を実施しました。

スケジュール:

7:00 ～ 10:00 愛知県災害対策本部で状況確認

  携帯メールで会員の安否確認

11:00 ～ 12:00 JIMGA東海に災害対策本部設置

13:00 ～ 15:00  愛知県及び三重県の災害対策本部

薬事担当より、医療ガスの供給要

請あり

  会員に医療ガス供給の可否確認

  会員に医療ガスの出荷要請

   愛知県及び三重県に医療ガスの出

荷連絡

15:30 ～ 16:00  JIMGA東海の災害対策本部を解散

  情報伝達訓練終了

（2）平成25年度愛知県・稲沢市総合防災訓練

日　時 : 平成25年9月1日（日）8:30 ～ 12:15

場　所 : サオリパーク祖父江

主　催 : 愛知県、稲沢市

内　容 : 

愛知県の「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稲沢市の地

域防災計画に基づき、愛知県、稲沢市、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、「駿河湾から日向灘を震源域

として大規模な地震が発生し、伊勢・三河湾に大愛知県訓練災害対策本部中央指揮所

愛知県訓練災害対策本部全景
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津波警報が発表された。東海地方から九州地方の

広い範囲で非常に激しく揺れ、稲沢市では震度６

強を観測した。」との想定で実施されました。訓

練は「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

活かした防災力の強化、防災意識の高揚」を目的

としています。当協会は、愛知県健康福祉部、愛

知県医薬品卸協同組合、中部衛生材料協同組合及

び東海歯科用品商協同組合と合同で、災害用医療

ガスの輸送訓練を実施しました。

訓練テーマ及び重点事項�:�

①訓練テーマ　自助・共助そして公助へ

　　　　　　～つながる地域の防災力～

②重点項目

A） 住民と防災関連機関による救出救助訓練

B） 河川遡上を想定した水難救助訓練

C） 避難所の運営及び救護所の設置訓練

D） 支援物資に係る受け入れ・搬送訓練

E） シェイクアウト訓練

JIMGAが参加した訓練

　　備蓄医薬品（医療用酸素）の輸送

（3）平成25年度愛知県高圧ガス移動防災訓練

日　時 : 平成25年10月23日（水）13:00 ～ 15:30

場　所 : 豊橋総合スポーツ公園

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　 溶解アセチレンガスの消火訓練及び逆火防止

器作動実験

⑤　 正しい容器積載方法の実演及び液化石油ガス

容器バルブからの漏えい閉止訓練並びに液化

石油ガスの燃焼実験

展　示 : 

①　液化石油ガス用災害バルク供給システム

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　AED展示・体験実習防災訓練参加者

溶解アセチレン容器の消火訓練医療用酸素の輸送訓練



産業ガスレポート vol.3041

（4）平成25年度岐阜県高圧ガス移動防災訓練

日　時 : 平成25年9月19日（木）9:00 ～ 15:40

場　所 : 鏡島大橋北駐車場

内　容 : 

①　充てん所地震発生時の対応想定訓練

②　空気呼吸器装着訓練及びAED訓練

③　LPガス積載車両事故想定訓練及び

　　仮設供給設備の設置・開栓訓練

（5）� �平成25年度三重県・熊野市・御浜町・紀宝

町総合防災訓練

日　時 : 平成25年9月1日（日）9:00 ～ 12:00

場　所 : 熊野市、御浜町、紀宝町の各地

主　催 : 三重県、熊野市、御浜町、紀宝町

内　容 : 

訓練実施地域は、巨大地震の発生により陸路

が断絶され、紀南地域が孤立するという想定のも

と、自助・共助・公助の連携による実践的な総合

防災訓練が行われました。

（6）平成25年度静岡県防災訓練

日　時 : 平成25年10月30日（水）12:30 ～ 15:10

場　所 : 袋井浄化センター

主　催 : 静岡県

静岡県一般高圧ガス地域防災協議会

内　容 : 

①　基礎訓練及び実験

 液化酸素燃焼実験、溶解アセチレン逆火防止実

験等

②　総合訓練

デバルバー装置取扱い訓練、大津波警報とロー

リの措置訓練等　　

３．東海地域の保安に関する行事

（1）平成25年度愛知県高圧ガス保安大会

日　時 : 平成25年10月30日（水）13:00 ～ 15:30

会　場 : 愛知県産業労働センター

内　容 : 

平成25年度の保安大会が開催され、保安宣言

が採択、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。　

（2）平成25年度中部高圧ガス保安大会

日　時 : 平成25年11月14日（木）12:30 ～ 17:00

会　場 : 名古屋逓信会館

内　容 : 

平成25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。　

４．平成26年新春賀詞交歓会

日　時 : 平成26年1月6日（月） 15:00 ～ 17:00

会　場 : ホテルキャッスルプラザ　

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6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。平成

26年新春賀詞交歓会におきまして、杣谷代表本

部長が来賓として新年の挨拶を行いました。

杣谷代表本部長挨拶

明 けましておめでとうございます。 東 海 高 圧

ガス溶材組合連合会（東高連）の新春賀詞交歓会

が、かくも盛大に催されますことをお祝い申し上

げます。

さて、東高連の山内会長やご来賓の方々のご挨

拶の中にもありましたように、中部の景気感は緩

やかに回復してきていますが、4月以降は消費税

の5%から8%への増税もあり、不透明感が漂って

います。それ以上に、我々業界にとりまして頭の

痛い問題は、電力の値上げが大きいのではないか

と考えています。中部と言いましても広く静岡、

東海三県、北陸三県を抱えており、電力会社も東

京電力㈱、中部電力㈱、北陸電力㈱と多岐に渡り、

また温度差もあります。中部電力㈱は火力が中心
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で頑張ってきたわけですが、この春より値上げす

ることが鮮 明 になっ てきております。 この1月、

2月、3月は、 皆様にとりましても頭の痛い年の

始まりになるのではないかと思います。

JIMGAの今期の重要な施策として、「①消費税

増税の対応、②電力・エネルギー問題」がありま

すが、この他にも防災、保安、基準作りなどの課

題を抱えています。いろいろなところで話が出て

いますが、高圧ガスの事故件数は高止まりの状況

であり、減っていません。経済産業省でもより一

層の自主保安を前面に出して、それぞれ消費者の

責務、我々業界団体の責務、それを後押しする国

の責務ということで、先程中部近畿産業保安監督

部保安課長土屋様の話にもありました危害予防規

程 もそのひとつですが、 責 任 が明 確 になっ てく

る年 であろうと考 えます。JIMGAとしましても、

皆様の保安・安全に寄与する講習会を積極的に展

開して行きたいと思っています。

東海・東南海・南海トラフ巨大地震が懸念され

ているこの地域ですので、昨年暮れにも東日本大

震災被災体験者を講師にお招きし、東海・北陸セ

ミナーを開催いたしました。今年も、同じような

かたちで啓発に努めて参ります。

最後になりますが、ここにお集まりの各業界団

体と共にJIMGAも手を取り合ってこの地域の高

圧ガスの安全に寄与する有益な業界団体を目指し

て参りますので、皆様のご支援並びにご協力をお

願いいたします。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、私

のご挨拶とさせて頂きます。

杣谷代表本部長の来賓挨拶
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１．現地視察

日　時 : 平成25年11月8日（金）～ 9日（土）

研修先 : ㈱クライオワン　CE、LGC製造工場見学

参加者 : 13名

参加者

研修風景

２．平成25年度高圧ガス消費者保安講習会

日　時 : 平成25年11月26日（火） 

会　場 : 金沢勤労者プラザ

受講者 : 70名

内　容 : 

①　法令講義　高圧ガス保安法・自主保安

　石川県危機管理監室　消防保安課

　主任技師　石田　恒巳　殿

②　 ガスについて　シリンダーガスの組成・安全

な取扱い

　JIMGA技術委員　浜本　聖隆　氏

③　 機器について　シリンダーガス設備の構造・

保安管理

　JIMGA技術委員　瓦林　督弘　氏

３．平成25年JIMGA東海・北陸セミナー

日　時 : 平成25年12月5日（木） 13:30 ～ 17:00

会　場 : 愛知県産業労働センター

主　催 : JIMGA東海地域本部、北陸地域本部

後　援 :   高圧ガス保安協会中部支部、愛知県高圧

ガス安全協会、岐阜県高圧ガス安全協会、

三重県高圧ガス安全協会、静岡県高圧ガ

ス保安協会

内　容 : 

①　はじめに（南海トラフ巨大地震被害想定）

　　JIMGA東海地域本部事務局長　　

　　　渡辺　弘行　氏

②　「充てん工場の地震対策指針」

　　JIMGA東海地域本部 技術委員　

　　　笠井　勇人　氏

③　「充てん工場の地震対策指針：追補」

　　JIMGA東海地域本部 技術委員　

　　　笠井　勇人　氏

④　 「高圧ガス事業者の3.11東日本大震災被災体験

事例集」の解説

　　JIMGA東北地域本部 技術委員　

　　　笠井　　健　氏

⑤　大規模災害における医療ガス・在宅医療

　　JIMGA東北地域本部 技術委員　

　　　笠井　　健　氏

北陸地域本部

谷屋本部長挨拶 講習会風景
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４．平成26年新年互礼会

日　時 : 平成26年1月17日（金） 

会　場 : ANAクラウンプラザ金沢

共　催 :   北陸高圧ガス溶材組合

出席者 : 138名

谷屋本部長　挨拶

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。

昨年を振り返りますと、2020年東京オリンピッ

クの開催決定や富士山の世界文化遺産登録、そし

て、プロ野球では東北楽天が初の日本一になる

等、明るい話題がありました。日本経済は「アベ

ノミクス」効果により改善の兆しが見え、我々の

業界も回復傾向となりましたが、この要因は主に

円安効果であり、酸素・窒素等の出荷が底を打ち

つつあるとは言え、業績として実感できるまでに

は至っておりません。環境規制の強化や電力を廻

る状況は依然、厳しいままとなっています。

さて、JIMGAの活動について報告いたしますと、

政府は本年4月からの ｢消費税率引き上げ｣ を発

表しました。この問題に対して「消費税転嫁対策

特別措置法」のセミナーを、本部の協力を頂きな

がら北陸高圧ガス溶材組合と一緒に、昨年12月16

日に開催いたしました。消費税を確実に転嫁でき

るか否かは、業界の行く末を占う重要な課題と言

われています。今回の特措法に沿って行動するこ

とこそ、国家社会の要請にかなうものであります。

産業部門については「技術」「保安」「容器管理」

の活動があります。これまで以上に保安活動を推

進して行くことが重要であると思っています。昨

年の「高圧ガスに関する事故」について申し上げ

ますと、昨年上期の発生件数は前年同期に比べて

17％の減少となっていますが、これは事故報告の

概念が変更されたためであります。逆に、「容器

の喪失・盗難」が、平成12年以降急増しており

ます。喪失・盗難事故については「商慣習の改善」

や「容器管理の徹底」を北陸高圧ガス溶材組合と

の連携により進めて参ります。本年3月13日には

「第3回RFタグ容器管理の説明会」を北陸高圧ガ

ス溶材組合と一緒に開催しますので、皆様のご参

加をお待ちしています。

次に医療ガス部門ですが、昨年の最重要課題で

ありました、「災害時防災協定」を富山県、石川

県、福井県の3県とも締結いたしました。細目に

ついては、各県薬務課と打合せ中であります。ま

た、医療ガス従事者向けの保安講習会を開催し、

「医療ガス情報担当者（MGR）」の拡充と資質の向

上及び公的認知を目指します。本年は薬価改定年

となっており、その動向が注目されているところ

です。医療ガスによる健康被害や医療ガス事故の

撲滅に向け、本年も頑張って行きたいと思ってお

ります。今後とも、本部並びに会員各位のご支援、

ご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。

最後に、北陸高圧ガス溶材組合、JMGA北陸の更

なる躍進、成長と、本日お集まりの皆様のご健勝を

ご祈念申し上げて、ご挨拶に代えさせて頂きます。

谷屋本部長挨拶 新年互礼会風景
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１．活動報告

（1）水素・炭酸技術グループ会議

日　時 : 平成25年7月8日（月）9:55 ～ 11:20

会　場 : コンファレンスプラザ大阪御堂筋

内　容 : 担当者変更、本部炭酸ガス技術WG資料説明

（2）RFタグ推進部会会議

日　時 : 平成25年7月24日（水）12:10 ～ 13:00

会　場 : 大阪会館

内　容 : 活動内容打合せ、本部活動状況

（3）エアガス・アセチレン技術グループ会議

日　時 : 平成25年7月25日（木）10:30 ～ 11:10

会　場 : コンファレンスプラザ大阪御堂筋

内　容 : セミナー実施予定、メーカー見学会打合せ

（4）メーカー見学会

日　時 : 平成25年9月27日（金）13:30 ～ 15:00

会　場 : 共栄バルブ工業㈱　本社工場

参加者 : 15名

内　容 : 低温弁等製造工程見学

（5）充てん工場の地震対策セミナー

日　時 : 平成25年10月23日（水）14:00 ～ 16:30

会　場 : コンファレンスプラザ大阪御堂筋

受講者 : 72名

内　容 :   充てん工場の地震対策、東日本大震災被

災体験報告等

（6）両部門本部長会議

日　時 : 平成25年10月30日（水）13:00 ～ 14:00

近畿地域本部

地震対策セミナーの原田講師

地震対策セミナー会場風景①

地震対策セミナーの福田講師

地震対策セミナー会場風景②
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会　場 : JIMGA近畿地域本部

出席者 : 姫尾本部長、古野本部長、事務局

内　容 :   消費税特措法カルテルに関する調査委員

会設置の件

（7）本部動向報告会

日　時 : 平成25年11月29日（金）10:00 ～ 12:00

会　場 : 大阪科学技術センター　

内　容 : 動向報告、意見交換

（8）充填ガス部会　兵庫支部会

日　時 : 平成25年12月9日（月） 16:00 ～ 16:40

会　場 : 兵庫県中央労働センター　

内　容 : 兵庫支部長選任、本社理事会資料報告

（9）エアガス・アセチレン技術グループ会議

日　時 : 平成26年1月23日（木）16:00 ～ 17:00

会　場 : 大阪会館

内　容 : セミナー打合せ、役員選任の件

２．活動報告（他保安団体との交流）

（1）京都府高圧ガス溶材組合　保安・経済講習会

日　時 : 平成25年7月26日（金）13:30 ～ 16:30

会　場 : 京都工業会館

受講者 : 事務局長

内　容 : 日常の保安管理向上のために　等

（2）近畿高圧ガス容器管理委員会　処理部会

日　時 : 平成25年8月28日（水）11:00 ～ 12:35

会　場 : 大阪会館

出席者 : 7名

内　容 :   委員名簿、処理内容報告、事業予算枠説明等

（3）兵庫県高圧ガス消費者保安講習会

日　時 : 平成25年9月12日（木）13:30 ～ 17:00

会　場 : 尼崎商工会議所

受講者 : 事務局長

内　容 : 高圧ガス保安法と事故事例等

（4）大阪府防災訓練

日　時 : 平成25年10月10日（木）13:00 ～ 16:30

会　場 : 大阪府中部広域防災拠点（八尾工場）

参加者 : 事務局長

内　容 : 液化酸素による燃焼実験等

（5）大阪府高圧ガス保安大会

日　時 : 平成25年10月29日（火）14:00 ～ 18:30

会　場 : 天王寺都ホテル

参加者 : 姫尾本部長　他36名

（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25年11月27日（水）11:00 ～ 17:45

会　場 : KKRホテル大阪

出席者 : 表彰者3名、事務局長

内　容 :   大阪府権限移譲、福知山花火火災の件、

保安表彰等

（7）大阪府高圧ガス保安講習会

○大阪市会場

日　時 : 平成25年12月5日（木）　14:00 ～ 16:30

会　場 : 大阪市消防局

出席者 : 古野本部長　他2名

受講者 : 131名

内　容 :   ガス溶接・溶断作業と災害防止及び高圧

ガス事故状況

　

○堺市会場

日　時 : 平成25年12月10日（火）14:00 ～ 16:30

会　場 : 堺市消防局

出席者 : 事務局長

受講者 : 107名

内　容 :   ガス溶接・溶断作業と災害防止及び高圧

ガス事故状況
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○茨木市会場

日　時 : 平成25年12月19日（木）14:00 ～ 16:30

会　場 : 守口市・門真市消防組合

出席者 : 事務局長

受講者 : 59名

内　容 :   ガス溶接・溶断作業と災害防止及び高圧

ガス事故状況

（8）大阪府高圧ガス安全協会　年末総会

日　時 : 平成25年12月12日（木）14:00 ～ 18:30

会　場 : 天王寺都ホテル

出席者 : 姫尾本部長　他2名

（9）兵庫県高圧ガス協同組合　賀詞交歓会

日　時 : 平成26年1月8日（水）17:00 ～ 19:00

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26年1月24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

３．保安関係�表彰

経済産業大臣表彰　　　

優良製造事業所 浪速酸素㈱　八尾工場　殿

産業保安監督部近畿支部長表彰　

優良販売主任者　　　

　ティアイメディカル㈱ 岩本　　隆　殿

優良事業所

 ㈱キンキ酸器　大阪南医療ガスセンター　殿

　大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱ 大阪支店　殿

大阪府知事表彰　　　　

保安功労者　　　　　

　大陽日酸㈱ 三宅　新一　殿

　近畿エア・ウォーター㈱ 和泉　良明　殿

優良従事者　　　　　

　小池酸素工業㈱ 大村　　明　殿

　㈱リキッドガス 川内　國敏　殿

　㈱大阪パッケージガスセンター　

 高石亮太郎　殿

　ティアイメディカル㈱ 林　　宝幸　殿

優良事業所

 岩谷産業㈱　近畿支社　殿

 ティアイメディカル㈱　殿

大阪府商工関係表彰　　

従業員表彰　　　　　

　ヤマザキ産業㈱ 浅川　利明　殿

　エア・ウォーター防災㈱ 岸田　信輝　殿

優良事業所 

 ㈱ババ　殿

４．新年交礼会

日　時 : 平成25年1月7日（火）18:00 ～ 20:00

会　場 : スイスホテル南海大阪　

出席者 : 360名

開会挨拶 : 大阪高圧ガス熔材協同組合　吉田理事長

来賓祝辞 : 経済産業省　中部近畿産業保安監督部

 花内近畿支部長

乾杯挨拶 : 高圧ガス保安協会 舟木近畿支部長

中締め挨拶 : JIMGA近畿地域本部 姫尾本部長

姫尾本部長挨拶（抜粋）

常日頃はJIMGAの運営に関しまして、組合員

の皆様及び当協会会員の皆様には大変なご協力を

賜っており、この場をお借りしまして厚く御礼を

申し上げます。

本日は皆様方の元気な姿を拝見でき、また力

強いお話を拝聴いたしまして、この一年本当に変

わってきたなと実感しております。ただ、この数

年 間、 我 々 の業 界 にとりましてあまり好 ましく

ない出来事が続いております。6年前のリーマン

ショック、5年前のインフルエンザの大流行、4

年前の公正取引委員会査察、一昨年から昨年にか

けての東日本大震災を始めとする天変地異等々で
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ございます。これらの出来事には大変な苦労が伴

い、業界の活動が阻害されたことは否定できませ

ん。しかしながら、本年は「馬」の年であります。

「天馬空を行く」のことわざにもあるように、自

由な着想で市場にインパクトを与え、我々の業界

をすばらしい方向に推し進めて頂きますよう祈念

する所でございます。JIMGA近畿地域本部も「自

主保安の確立」「コンプライアンスの徹底」「停滞

容器の早期回収」の基本方針を本年も進めて参り

ますので、よろしくご協力ご指導のほどお願い申

し上げます。
姫尾本部長挨拶
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１．高圧ガス保安法令講習会

日　時 : 平成25年10月17日（木）13:30 ～ 16:00

会　場 : 岡山コンベンションセンター

受講者 : 73名

共　催 : 岡山県高圧ガス協議会

後　援 : 中国四国産業保安監督部、岡山県

内　容 : 

JIMGA中国地域本部が高圧ガス保安活動促進

週間の行事の一環として実施している保安講習会

で、今年は岡山市で開催しました。講演に先立っ

て柳田本部長から挨拶がありました。

（1）法令講習「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　保安係長　　

　　金子　　健　殿

（2）特別講演「独占禁止法について」

　公正取引委員会　中国支所長

　　山本　修三　殿

柳田本部長挨拶（抜粋）

JIMGA中国地域本部の高圧ガス保安活動促進

週間の主要行事である保安講習会に今年は多数参

加くださり、感謝申し上げます。また中国四国産

業保安監督部並びに岡山県消防保安課のご後援を

頂き、重ねて御礼申し上げます。JIMGA産業ガ

ス部門は「RFタグの普及・促進」「技術と保安の

推進の強化」「環境と安全への取組み」「国際整合

化」の4項目を中心に現在取組んでいます。国内

外での産業ガス業界の存在価値を高めるべく努力

していますので、今後もご協力のほどよろしくお

願いします。

２．平成25年度中国地域高圧ガス保安大会

日　時 : 平成25年11月13日（水）13:30 ～ 18:00

会　場 : メルパルク広島

出席者 : 中国地域高圧ガス関係団体130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連合会

　　　中国冷凍設備保安協会連合会

内　容 : 

中国地域の全ての高圧ガス事業関係者の保安

意識の普及向上を推進し、自主保安を確保し、高

圧ガスによる災害防止することを目的に毎年秋に

この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）高圧ガス保安協会中国支部長表彰式  

中国地域本部

講習会風景

柳田本部長挨拶
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（3）記念講演会　「失敗に学ぶ」

　東京大学名誉教授　工学博士　　

　　畑村洋太郎　氏 

（4）懇親パーティー

３．「消費税転嫁対策特別措置法」説明会

日　時 : 平成25年11月19日（火）13:30 ～ 15:30

会　場 : IG石田学園ビル

受講者 : 40名

内　容 : 

平成26年4月から導入される消費税の増税に関

して、JIMGAは特措法に基づきカルテルを申請

し、受理されました。この詳細についての説明を

実施しました。

（1）「消費税転嫁対策特別措置法」について

　JIMGA常務理事　　篠塚　賢藏　氏

４．��平成26年中国地区高圧ガス関係団体合同新

春互礼会

日　時 : 平成26年1月8日（水）11:00 ～ 13:00

会　場 : ANAクラウンプラザホテル広島

出席者 : 189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 佐藤　　公　殿

　　　　　（旭化成ケミカル）

ご来賓挨拶 : 中国四国産業保安監督部 部長

 　　佐藤　公一　殿

　　　　　広島県危機管理監 本瓦　　靖　殿

ご来賓・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

 柳田　裕久　氏

　　　　　中国高圧ガス容器管理委員会 会長

 　藤井　基博　殿

内容 : 

中国地区の高圧ガス関係7団体の合同新春互礼

会が盛大に開催されました。今年の出席者は例年

よりやや多めで、来賓の方々の挨拶に続き、石井

日本コミュニティーガス協会中国支部長の乾杯の

音頭で開始、木原中国地区高圧ガス地域防災協議

会連合会長の中締めで閉会しました。

中国四国産業保安監督部　佐藤部長挨拶（抜粋）

高圧ガスは今や日本経済あるいは日常生活に

不可欠なものとなっています。しかし大きな危険

性も伴っているため、製造・移動・貯蔵・消費・

廃棄のいずれの段階でも細心の注意をもって管理

され、事故などの発生回避の低減を図らなければ

なりません。中国地域の高圧ガス事故状況です

新春互礼会　風景
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が、昨年は社会的に大きな影響を与える事故こそ

発生していないものの、依然漏えい、火災などの

事故があとを絶たない状況です。管内で報告され

た一般高圧ガス事故は78件で、前年より9件増加

しております。特に高圧ガスの性状に由来する噴

出・漏えい、火災、破裂、爆発等が43件で前年

比11件増となっており、これは近年最悪だった

平成23年の39件を上回るもので非常に芳しくな

い結果であります。他にLP法関係では13件、コ

ンビナート関係では35件の事故が報告されてい

ます。このような状況のもと、産業保安を確保す

るためには各事業者の皆様による自主保安の強

化、コンプライアンスの徹底が重要です。監督部

としても立ち入り検査等により保安状況の確認を

行うとともに、万が一発生した場合には速やかな

情報提供をお願いし、原因究明に当たりたいと考

えています。同時に再発防止策を定め、類似災害

の未然防止を図って参ります。今後共、高圧ガス

の安全確保と無事故を切に願いまして新年の挨拶

とさせて頂きます。

 　　 

５．RFタグ説明会

日　時 : 平成26年1月29日（水）13:30 ～ 15:00

会　場 :  RCC文化センター

受講者 : 30名

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タグの導入促進を目的とし、タグがバーコー

ドに対し優れている点を中心とした説明会を開催

しました。説明会に先立ち、柳田本部長から挨拶

がありました。

（1）容器RFタグ運営委員会　近況報告

　JIMGA常務執行役員　　和田　　彰　氏　

（2）「高圧ガス容器・RFタグ普及・導入促進編」

　JIMGA容器RFタグ運営委員　 塚本　　健　氏

柳田本部長挨拶（抜粋）

タグの導入検討は、高圧ガス容器に同じ記号番

号が存在するケースや、バーコードを何枚も貼付

しなくてはならない互換性のなさを解消する目的

から開始しました。現在、タグの優位性は多くの

点で明らかになっています。本日の説明会ではそ

のあたりを十分お聞きくださり、導入に向けて一

考頂ければと存じます。最後に質疑応答を設けて

いますので建設的なご意見をこの中国地域から発

信してください。

柳田本部長挨拶 説明会風景
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１．活動報告

（1）第2回幹事会　平成25年度地域懇談会

日　時 : 平成25年11月7日（木）15:00 ～ 17:00

会　場 : 高松国際ホテル

出席者 : 協会本部5名、四国地域本部12名

議　題 : 課題事項、地域本部トピックス

（2）第2回正副本部長会議

日　時 : 平成25年11月7日（木）14:00 ～ 14:40

会　場 : 高松国際ホテル　

出席者 : 8名

議　題 : 来年度行事予定、報告事項

（3）第3回技術・保安部会

日　時 : 平成25年9月19日（木）12:00 ～ 13:30

会　場 : 四国地域本部

出席者 : 13名

議　題 :   高圧ガス保安講習会、企業研修会、報告

事項

（4）第12回高圧ガス保安講習会

日　時 : 平成25年11月6日（水）13:00 ～ 16:20

会　場 : サンピアセリーズ

受講者 : 76名

後　援 :   経済産業省中国四国産業保安監督部四国

支部、高知県、特定非営利活動法人高知

県高圧ガス保安協会

協　賛 : 四国高圧ガス容器管理委員会

　　　四国高圧ガス協議会

内　容 : 

①　「最近の高圧ガス保安行政について」　　　

　　経済産業省　中国四国産業保安監督部

　　四国支部　保安課　　

　　　宮下　充生　殿

②「高圧ガスの特性と取扱いについて」　　　

　　 JIMGA四国地域本部 技術・保安部会 

　　保安対策WG

　　　福原　清文　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」　　　　　

　　JIMGA東北地域本部 技術・保安部会

　　　村上　晃也　氏　

（5）「消費税転嫁対策特別措置法」説明会

日　時 : 平成25年11月8日（金）13:30 ～ 15:00

会　場 : ホテルパールガーデン

参加者 :  25名（JIMGA会員及び全溶連会員）

内　容 : 

①　 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための

消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関す

る特別措置法説明

②　JIMGAの取組み説明

　　JIMGA常務理事　　篠塚　賢藏　氏

四国地域本部

講習会風景

説明会の様子
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（6）企業研修会　

日　時 : 平成25年11月21日（木）～ 22日（金）

研修先 :   山陰酸素工業㈱安来ガスセンター、㈱

JFEサンソセンター、JFEスチール㈱西

日本製鉄所福山地区

参加者 : 20名（産業・医療ガス部門合同）

２．関係団体への行事参加

（1）平成25年度高圧ガス防災訓練

日　時 : 平成25年10月17日（木）14:00 ～ 15:00

場　所 : 高須浄化センター（グランド）

参加者 : 160名

主　催 :   高知県、高知県高圧ガス地域防災協議会

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　バルクローリー事故防災訓練

②　溶解アセチレンガス消火訓練

③　LPガス容器移動中における漏洩事故防止訓練

④　液化酸素タンクローリー事故防災訓練

（2）平成25年度香川県高圧ガス保安大会

日　時 : 平成25年10月23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LP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　

　優良業務主任者　　

　　石川金属工業㈱ 石川　修　殿

②　香川県一般高圧ガス保安協会長表彰

　優良製造所

　　高松帝酸㈱ 高松事業所　殿

　優良製造保安責任者

　　日本エア・リキード㈱ 土井　智宏　殿

　　四国アセチレン工業㈱ 樋笠　和樹　殿

記念講演 : 「地域防災と減災への備え」

　　　　自治体等自主防災組織研究会　

 事務局長　村上　浩司　氏

（3）平成25年度四国地方高圧ガス保安大会

日　時 : 平成25年11月15日（金）13:00 ～ 16:30

会　場 : リーガホテルゼスト高松

主　催 :   高圧ガス保安協会四国支部、徳島県一般

高圧ガス保安協会、香川県一般高圧ガス

保安協会、愛媛県高圧ガス保安協会、特

定非営利活動法人高知県高圧ガス保安協

会、㈳徳島県エルピーガス協会、㈳香

川県LPガス協会、㈳愛媛県LPガス協会、

㈳高知県LPガス協会、徳島県冷凍設備

保安協会、香川県冷凍設備保安協会、愛

媛県冷凍設備保安協会、高知県冷凍設備

保安協会、徳島県高圧ガス地域防災協議

会、香川県高圧ガス防災協議会、愛媛県

高圧ガス地域防災協議会、高知県高圧ガ

ス地域防災協議会

後　援 :   経済産業省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

内　容 : 

（1）  平成25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）記念講演会　

　 「南海トラフ巨大地震に対する四国地方整備

局の取組み」

　国土交通省　四国地方整備局道路部　

　道路管理課長 梶　　久夫　殿

研修参加者
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１．福岡県高圧ガス保安推進会議トップセミナー

日　時 : 平成25年9月5日（木）13:30 ～ 16:30

会　場 : アクロス福岡

主　催 :   福岡県高圧ガス保安推進会議（JIMGA九

州地域本部他、14団体で構成）

参加者 : JIMGA九州地域本部より41名

内　容 : 

（1）ヒューマンエラーと不安全行動

（2）事故の背景並びに安全向上に向けたアプローチ

２．地震対策セミナー講習会

日　時 : 平成25年9月9日（月）13:30 ～ 16:30

会　場 : 福岡商工会議所

内　容 : 

（1）開会挨拶　　永江裕九州地域本部長

（2）講演

①　 「充てん工場の地震対策指針：追補」の要点解説

　　　JIMGA技術・保安部会 充てん技術WG

　　　　農頭　重喜　氏

②　 「高圧ガス事業者の3.11東日本大震災被災

体験事例集」の解説

　　　JIMGA東北地域本部 技術・保安部会長

　　　　鈴木　富雄　氏

３．産業・医療合同幹事会

日　時 : 平成25年10月18日（金） 14:00 ～ 15:00

会　場 : 博多都ホテル

内　容 :   平成25年度上期活動報告、下期活動計

画、災害時医療ガス供給協定について

４．豊田会長地域巡回会議

日　時 : 平成25年10月18日（金） 15:00 ～ 17:00

会　場 : 博多都ホテル

内　容 :   本部からの課題・動向報告、九州地域本

部の活動状況報告ほか

５．高圧ガス消費事業所・販売事業所保安点検

点検期間 : 平成25年10月1日～ 11月30日

実地場所 : 九州各県及び沖縄県

点検事業所数 : 消費事業所799件、販売事業所132件

点検員 : JIMGA九州地域本部会員各社

６．�第44回九州地区高圧ガス大会

日　時 : 平成25年11月22日（金） 13:30 ～ 16:00

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

参加者 : JIMGA九州地域本部より57名

内　容 : 

（1）  平成25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）  経済産業大臣表彰・高圧ガス保安協会会長

表彰受賞者披露及び記念品贈呈

（4）記念講演

　　「ミュージカル落語で学ぶ安全への道」

　　　三遊亭亜郎　氏

 

７．「消費税転嫁対策特別措置法」説明会開催

日　時 : 平成25年12月5日（木）13:30 ～ 15:30

会　場 : 博多都ホテル

出席者 : 111名

８．賀詞交歓会

日　時 : 平成26年1月7日（火）13:00 ～ 14:30

会　場 : 博多都ホテル

主　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

出席者 : 231名

九州地域本部
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内　容 : 

（1） 永江代表地域本部長挨拶

本日は多数のご来賓の方々にご臨席賜りまして

ありがとうございます。JIMGA九州地域本部を代

表しまして次の2点を申し上げたいと思います。

昨年から円安により輸出産業を中心にゆるや

かとはいえ、景気の回復が数字でも表れてきまし

たが、九州・沖縄では景気の回復は今ひとつ実感

できないのが実情です。しかし、景気が本格的に

回復すれば、長年待ち続けた我々工業ガスを扱う

者の出番です。その際に高圧ガス事故を起こした

ら、産業を側面からサポートできないということ

になります。KHKの資 料 によりますと全 国 の高

圧ガス事故状況は、東日本大震災の影響で平成

23年が1052件と多かったものの、平成24年が889

件、また平成25年も1月から5月の累計は315件

で、前年同月累計の400件に対してこれも低減し

ています。しかし、高圧ガスに関わる事故はひと

たび発生すると甚大な被害を起こします。我々高

圧ガスに携わる者は、業容の拡大もさることなが

ら、保安の確保、事故の撲滅を第一としてこれか

らも日々の業務に携わって行かなければならない

と、新年にあたって心新たにしたいと思います。

2点目は本年4月から予定されています消費税

増 税 に関 する問 題 です。 この問 題 につきまして

は、九州地域本部として昨年12月に会員の皆様

へ「消費税転嫁対策特別措置法」と題して説明会

を開催いたしました。我々ガス業界は電力値上の

転嫁も残っている現況の中で、消費税の転嫁がで

きるか否かが大きな問題となると考えます。今後

この消費税転嫁実現を図るべく、JIMGA各地域

本部に調査会を設け、九州地域本部でも調査会を

設置しましたので、消費税転嫁に関わる問題が発

生しましたら調査会へご連絡頂きますようお願い

申し上げます。　　

今年の干支は甲午ということで飛躍の年と言

われております。皆様のますますのご健勝とご多

幸を祈念し、新年のご挨拶とさせて頂きます。

永江本部長挨拶

（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25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林隆次郎副

会長より贈呈

（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　殿
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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 1,333 1,411 1,517 1,315 1,276 1,261 1,199 1,222 1,298 1,374 1,479 1,292 

販　売 2,145 2,191 2,327 2,234 1,986 2,077 2,202 2,025 2,202 2,400 2,391 2,178 

東　北 生　産 4,062 5,435 5,636 5,023 5,609 5,457 5,153 4,869 5,414 5,927 5,403 5,273 

販　売 10,714 10,634 11,636 11,511 11,867 10,762 11,262 10,882 11,391 11,868 11,284 11,312 

関　東 生　産 39,093 35,139 37,895 39,881 35,610 35,819 43,479 37,897 38,793 39,497 36,984 41,133 

販　売 44,244 41,275 41,163 45,015 41,402 39,325 45,170 42,836 42,717 45,406 44,806 45,737 

東　海 生　産 21,796 22,096 22,858 20,004 24,526 24,886 23,702 21,938 24,372 23,675 23,448 22,858 

販　売 24,524 26,413 26,082 23,947 28,572 28,135 27,329 25,330 27,824 27,768 28,084 27,161 

近　畿 生　産 19,987 19,753 22,665 22,298 21,126 20,133 19,110 21,393 20,600 23,568 24,081 22,491 

販　売 28,145 26,893 29,953 27,154 28,795 26,559 28,132 26,459 28,128 29,998 29,607 27,543 

中　国 生　産 11,756 10,099 11,558 13,224 12,670 11,469 12,507 12,772 13,911 13,423 14,201 13,433 

販　売 17,457 15,318 16,695 18,530 18,551 17,375 17,674 15,244 14,798 16,284 15,537 21,058 

四　国 生　産 1,550 1,472 1,556 1,042 1,484 1,477 1,491 1,479 1,520 1,376 1,276 1,544 

販　売 2,553 2,473 2,234 2,532 2,376 2,356 2,613 2,674 2,633 3,182 2,912 3,069 

九　州 生　産 12,486 10,204 12,612 12,228 13,217 11,493 11,686 13,612 12,291 12,996 12,629 14,203 

販　売 13,623 10,554 13,284 13,787 14,551 13,567 15,997 14,055 13,615 15,376 15,041 16,828 

合　計 生　産 112,063 105,609 116,297 115,015 115,518 111,995 118,327 115,182 118,199 121,836 119,501 122,227 

販　売 143,405 135,751 143,374 144,710 148,100 140,156 150,379 139,505 143,308 152,282 149,662 154,886 

2013年１月～12月　地区別酸素生産･販売実績表

2013年１月～12月　酸素生産量＆一般販売実績推移グラフ
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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 3,509 3,089 3,602 3,269 3,727 3,469 3,967 4,683 4,557 3,397 3,269 3,264 

販　売 4,416 3,953 4,673 4,496 5,620 5,378 5,080 6,750 6,275 5,118 4,596 4,339 

東　北 生　産 8,298 10,992 12,060 10,326 9,200 11,420 11,594 10,180 11,270 10,640 10,945 10,716 

販　売 15,316 15,539 16,880 15,773 16,238 16,218 17,719 16,011 17,653 17,516 17,455 16,561 

関　東 生　産 126,737 118,514 131,678 127,084 127,137 130,587 136,942 127,727 126,520 128,701 130,151 127,075 

販　売 140,945 133,479 140,974 141,115 141,396 128,767 143,396 141,199 141,954 150,912 144,244 142,037 

東　海 生　産 39,306 35,338 38,671 39,487 37,004 40,780 40,305 38,344 40,624 39,179 41,237 36,575 

販　売 62,533 65,831 67,793 67,129 61,380 59,469 71,548 64,971 68,555 70,982 68,340 65,422 

近　畿 生　産 33,819 36,590 40,427 40,893 36,709 39,432 41,416 40,265 38,995 42,991 44,015 43,557 

販　売 58,285 57,231 60,528 58,474 46,672 60,205 62,954 58,534 58,725 59,938 59,270 57,615 

中　国 生　産 30,682 29,013 32,161 32,111 32,917 30,843 32,078 31,072 33,053 35,354 31,030 33,458 

販　売 51,586 49,695 52,156 52,615 55,048 40,819 54,085 50,066 53,472 56,304 52,339 52,253 

四　国 生　産 7,743 7,379 8,433 6,990 8,997 8,515 8,441 8,577 8,105 8,021 8,107 8,286 

販　売 8,813 7,989 9,148 8,703 9,886 3,150 9,677 9,091 8,802 9,232 9,342 8,976 

九　州 生　産 20,364 19,312 20,891 20,961 23,134 21,869 21,924 20,619 21,890 21,131 20,869 22,796 

販　売 22,098 19,658 22,425 20,027 22,412 22,029 23,271 21,674 22,116 22,872 22,221 24,756 

合　計 生　産 270,458 260,227 287,923 281,121 278,825 286,915 296,667 281,467 285,014 289,414 289,623 285,727 

販　売 363,992 353,375 374,577 368,332 358,652 336,035 387,730 368,296 377,552 392,874 377,807 371,959 

2013年１月～12月　地区別窒素生産･販売実績表

2013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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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 265 247 275 285 284 269 268 289 286 308 313 312

販　売 235 218 242 249 264 236 228 258 248 276 283 279

東　北 生　産 242 261 296 264 296 285 313 271 286 307 296 292

販　売 1,407 1,417 1,496 1,697 1,874 1,604 1,900 1,302 1,537 1,446 1,487 1,734

関　東 生　産 4,003 4,204 4,836 4,696 4,881 4,700 4,845 4,299 4,349 4,594 4,526 5,041

販　売 3,884 4,034 4,251 4,022 4,113 4,190 4,270 3,780 4,216 4,431 4,389 4,472

東　海 生　産 3,245 3,573 3,861 3,395 3,900 4,097 3,820 3,580 3,744 3,999 3,357 3,937

販　売 3,471 3,658 3,928 3,766 3,613 3,703 4,029 3,472 3,728 3,793 3,815 3,784

近　畿 生　産 3,368 3,439 3,765 3,569 3,267 3,596 3,848 3,558 3,505 3,730 3,607 3,895

販　売 2,636 2,784 3,006 2,860 2,820 2,930 3,309 2,849 3,141 3,241 3,279 3,428

中　国 生　産 1,886 1,878 2,086 2,192 1,991 2,372 2,097 2,119 2,153 2,223 2,059 2,336

販　売 862 936 921 1,021 887 1,106 1,111 953 1,045 1,128 1,123 1,086

四　国 生　産 159 151 136 135 159 156 114 196 98 154 126 207

販　売 284 355 351 369 411 349 422 408 441 437 446 450

九　州 生　産 1,084 1,009 1,190 827 1,148 1,185 1,145 1,033 1,150 1,159 1,206 1,168

販　売 1,466 1,376 1,553 1,497 1,392 1,538 1,621 1,293 1,405 1,474 1,527 1,638

合　計 生　産 14,252 14,762 16,445 15,363 15,926 16,660 16,450 15,345 15,571 16,474 15,490 17,188

販　売 14,245 14,778 15,748 15,481 15,374 15,656 16,890 14,315 15,761 16,226 16,349 16,871

2013年１月～12月　地区別アルゴン生産･販売実績表

2013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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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 47,841 49,551 46,643 56,974 57,175 47,648 53,581 42,122 48,202 57,659 56,760 56,384 620,540 100%

東北 59,824 65,720 63,062 66,506 60,303 53,273 57,603 44,612 54,878 69,853 68,545 68,637 732,816 101%

関東 295,001 294,754 298,116 290,515 299,587 246,237 268,630 229,226 249,253 304,096 306,166 288,454 3,370,034 95%

北陸 53,427 53,070 53,843 50,646 46,824 36,903 46,201 37,180 42,049 56,214 60,674 54,472 591,502 97%

東海 133,947 125,014 127,716 120,464 107,617 104,954 110,741 93,953 110,675 127,428 135,036 127,526 1,425,071 97%

近畿 165,597 162,590 158,075 152,080 152,495 126,713 138,470 119,190 132,966 159,362 162,617 160,096 1,790,251 94%

中国 127,062 124,765 113,341 114,514 107,884 97,242 99,373 89,217 99,572 127,511 137,442 129,858 1,367,781 95%

四国 10,824 10,848 10,134 9,195 8,930 7,002 10,453 7,239 8,087 9,575 11,486 13,844 117,617 74%

九州 91,059 97,311 91,237 91,790 87,402 78,702 75,524 72,703 76,403 97,709 93,965 96,173 1,049,978 97%

合計 984,581 983,622 962,167 952,684 928,217 798,674 860,576 735,442 822,085 1,009,407 1,032,691 995,444 11,065,590 96%

前年比 94% 88% 91% 100% 99% 88% 102% 92% 102% 98% 101% 96% 96%
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2013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 47,893 96.2% 53.5% 13.7% 9.5% 6.6% 9.9% 6.9%

２月 45,753 89.7% 53.6% 15.7% 9.3% 5.9% 7.7% 7.7%

３月 51,298 93.9% 50.6% 17.0% 9.7% 5.8% 8.7% 8.2%

４月 53,731 99.1% 49.3% 17.3% 10.4% 7.0% 8.7% 7.3%

５月 57,418 104.2% 47.8% 17.3% 12.3% 6.6% 8.5% 7.6%

６月 58,151 94.6% 47.4% 17.6% 13.1% 6.6% 7.8% 7.5%

７月 59,087 91.5% 47.5% 17.9% 14.5% 5.6% 6.8% 7.7%

８月 56,584 91.8% 47.4% 18.2% 14.2% 6.0% 6.6% 7.6%

９月 54,960 91.1% 47.3% 14.6% 14.5% 6.7% 9.2% 7.8%

10月 63,312 100.9% 50.2% 15.2% 12.3% 6.1% 9.2% 7.0%

11月 60,169 101.2% 50.7% 14.3% 10.8% 6.1% 11.1% 7.0%

12月 57,855 115.2% 50.4% 17.8% 11.9% 5.8% 7.3% 6.8%

合計 666,211 97.2%

2013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㎥）

2013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 7,023,277 376,616 6,915,323 434,614 1,779,013 59,227 8,862,961 493,841

２月 6,357,129 345,781 6,228,912 397,113 1,919,088 62,932 8,321,010 460,045

３月 7,173,552 396,742 7,069,133 445,458 2,171,667 69,414 9,453,278 514,872

４月 6,803,124 374,985 6,814,276 437,612 2,080,494 66,088 9,168,553 503,700

５月 7,218,580 399,967 7,174,170 452,666 2,160,356 68,711 9,624,574 521,377

６月 6,886,803 384,105 6,797,162 428,594 2,199,787 68,563 9,279,895 497,157

７月 7,258,653 435,032 7,124,056 453,476 1,910,420 61,632 9,290,970 515,108

８月 7,143,271 444,942 7,026,184 445,695 1,830,550 57,835 9,143,891 503,530

９月 6,932,404 412,020 6,831,466 437,861 2,122,705 65,991 9,289,160 503,852

10月 7,169,281 417,705 7,045,574 449,894 2,177,151 68,613 9,526,684 518,507

11月 6,848,322 379,179 6,781,284 435,834 2,145,658 63,826 9,272,643 499,660

12月 7,034,653 379,305 6,959,666 444,842 2,038,721 65,059 9,339,480 509,901

１．ヘリウム生産・販売量

生
・
販

液・ガス区分 単位
2009年 2010年 2011年 2012年 2013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㎥ 8,906 88% 9,736 109% 9,314 96% 8,646 93% 7,782 90%

液体ヘリウム 千㍑ 5,040 93% 5,350 106% 5,295 99% 4,250 80% 4,005 94%

合計（ガス換算） 千㎥ 12,883 90% 13,957 108% 13,491 97% 11,999 89% 10,942 91%

販

売

量

ヘリウムガス 千㎥ 9,281 85% 9,566 103% 8,532 89% 8,307 97% 7,364 89%

液体ヘリウム（ガス換算） 千㎥ 4,003 89% 4,312 108% 3,743 87% 3,125 83% 2,938 94%

合　　計 千㎥ 13,283 87% 13,878 104% 12,274 88% 11,432 93% 10,302 90%

２．ヘリウム用途別販売構成比

液・ガス区分 用途区分 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス

光ファイバー 25% 24% 25% 29% 25%

分析 8% 11% 11% 9% 10%

リークテスト 10% 12% 14% 14% 16%

溶接 8% 7% 6% 7% 7%

バルーン・飛行船 6% 5% 4% 4% 3%

半導体 19% 22% 22% 19% 19%

低温工学 2% 3% 2% 2% 2%

その他 22% 17% 16% 16% 18%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

液
体
ヘ
リ
ウ
ム

低温工学 14% 13% 16% 14% 15%

MRI（NMR） 83% 83% 79% 79% 76%

その他 3% 4% 5% 7% 9%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

2013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）

2009年～2013年　ヘリウム生産・販売実績表



63 産業ガスレポート vol.30

○平成26年JIMGA主催の賀詞交歓会は経済

産業省宮川製造産業局長様をはじめ多くの

ご来賓のご臨席を賜りました。また、昨年

同様400名を超える方々がご出席のもと、

和やかな雰囲気の中開催され、多くの会員

様が中締めまで歓談して頂いた事を改めて

御礼申し上げます。

○ご来賓の方々の祝辞はアベノミクスによる

経済回復への期待、2020年に開催されま

す東京オリンピック・パラリンピックが起

爆剤となり、日本経済の回復に期待したい

等々の明るいものが多く、ご出席者の大半

の方々の表情も例年になく明るかったと思

います。

○豊田会長からは「昨年はアベノミクスに

より業績が回復したと言われているが、実

態は円安効果の恩恵を受けた一部の産業、

企業だけである。産業・医療ガス業界の環

境は電力料金の値上げ、産業の空洞化等、

依然厳しい状況が続いている中、地域差は

あるが昨年の秋頃にようやく底を打った

状況である。本年度はいよいよ4月から消

費税増税が実施されるが、この増税を確実

に転嫁するために協会が一致団結して対

応して行く所存である。そのために全溶連

と連携を密にして対応、対処する」との力

強いメッセージがありました。KHKの作

田会長からは安全確保に向けた自主保安

の重要性についてのお話があり、高圧、可

燃、毒性ガスを取扱う我々会員にとって安

全確保の重大性を改めて年始早々考えさ

せられました。

○日本産業・医療ガス協会の本年度の方針は、

最優先課題として4月1日から実施されま

す消費税増税の転嫁を会員の皆様が確実

に実施できる様リードまたサポートする事

で、一社たりとも脱落させないよう万全の

体制で臨みます。RFタグの普及、容器管理

の徹底、国際整合化、MGR制度、災害防災

協定の締結、広報活動等はもとより、協会

と会員会社様の連携を密にして頼れる日本

産業・医療ガス協会を目指す所存です。

○最後に当協会がコンプライアンスを順守

し、無事に消費税増税に対処できて会員皆

様の結束が強まると共に、事故がなく一年

が過ごせるよう切に願います。

� （2014.2.21�Ｅ.Ｈ記）

編 集 後 記
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