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平成26年度JIMGA本部総会の開催にあたり

ご挨拶申し上げます。本日は、ご多忙中にもか

かわらずご参集頂き誠にありがとうございま

す。日頃は、JIMGAの活動にご支援、ご協力頂

き改めてお礼申し上げます。今年度は役員改選

にあたり、この総会をもちまして私はJIMGA会

長を退任することとなりました。全国の会員の

皆様をはじめ、本部および地域本部の役員の

皆様や事務局の皆様方のご協力に支えられ、4

年間の会長の任務を無事終えることができまし

た。深くお礼申し上げます。思い返せば、平

成13年度より当時の日本産業ガス協会の常任理

事、副会長として 6年間、平成19年に日本産業・

医療ガス協会発足後も副会長として 3年間、平

成22年度より会長として 4年間、合計13年もの永

きにわたり協会に籍を置く機会を頂きました。

私が会長に就任したのは平成22年6月ですが、

その年は皆様もご承知のとおり、1月に高圧ガ

ス業界に公正取引委員会の一斉立入り検査があ

り、前途多難の船出となりました。そこで、組

織を改編し透明性を図ると共に、会議の開催

ルールも設定し、必要に応じて弁護士に会議に

も出席して頂く等の改善を行い、この 4年間コ

ンプライアンスの徹底を重要課題のひとつに掲

げてきました。

平成23年3月には東日本大震災が発生しまし

た。JIMGAでは、震災直後より産業ガス部門、

医療ガス部門および地域本部が連携し、被災状

況に関する情報の収集や発信、厚生労働省・経

済産業省をはじめとする関係官庁への陳情やさ

まざまな要請を行いました。特に、医療用酸素

ガスおよび関連機器については、震災翌日の政

府要請に基づき、全国の会員による多大なるご

協力を得て、必要量を被災地へ緊急輸送すると

同時に、工業用酸素容器の医療用への代用を厚

生労働省に認めて頂いたり、輸送車の緊急車両

化、燃料確保等あらゆる対応を行いました。こ

のようななかで酸素を積載していない空の酸素

ローリが津軽海峡を渡らなければならなかった

こと、容器バルブがいまだに雄、雌2種類があ

り互換性がないこと、CEの受入れ口、ローリ電

源のカップリングが多種にわたること等、有事

の際の迅速な対応を阻害する要因も露呈しまし

た。これらは、今後の課題として可及的速やか

に解決しなければならず、現在、課題解決に向

けて取組んでいます。

さらに当協会で扱っている産業ガスは、鉄鋼

や化学の大規模産業から最先端のエレクトロニ

平成26年度 定時総会（平成26年6月10日）

　　　　　豊田 昌洋

会長挨拶
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平成26年度　定時総会

クス産業まで幅広く、産業資材、原発での水素

爆発防止用窒素など保安用や防爆用として使用

されています。医療ガスは、例えば医療用酸素

は患者の治療、生命維持に欠かすことができな

い文字どおりライフラインを担うガスです。産

業ガスおよび医療ガスは、社会のインフラとし

て重要な社会的役割を担っており、安定供給が

大変重要な産業です。私はこのことを、継続的

にマスコミや官庁の皆様方に説明させて頂きま

した。医療用酸素の緊急供給等の震災対応、そ

の後の電力問題やエアセパプラントのエアフィ

ルタ対応等を通じ、JIMGAに対する認識をあ

らたにして頂いたことと思います。今後も記者

会見、ホームページ、広報活動を通じ、また何よ

り皆様方のご協力で種々の課題に対して実績を

残すことで、当業界や商品に対する理解を一層

深めて頂きたいと思います。

東日本大震災を契機としてエネルギー問題

への対応が課題となりましたが、原発停止によ

る電気料金の値上げ、そのあとに続いた燃料上

昇による燃料調整費、再生可能エネルギー等を

含めますと、平成26年6月時点では、平成20年

4月比、電気代は業界全体で 313億円の負担増

となっています。電力は当業界の死命を制する

重要な問題であり、圧縮努力等を継続し電力各

社、関係官庁に要請してきました。先日も日本

鉄鋼連盟など 11団体と連名で経済産業省の茂

木大臣や自民党の経済産業部会に緊急要望を行

いましたが、電気事業法の改正議論などエネル

ギー政策の策定に一石を投じることができたの

ではないかと思っています。

昨年10月、内閣は消費税増税を決定し、今年

4月から 8%に移行しました。消費税の転嫁をス

ムーズに行なうことができるかは我が業界の行

く末を占う大きな問題です。JIMGAとして、こ

の問題に対して政府が成立させた「消費税転嫁

対策特別措置法」の活用を決定しました。昨年

10月1日施行のこの法律は、消費税の円滑かつ

適正な転嫁に向けた取組みが目的であり、「消

費税の転嫁および表示の方法の決定に係る共同

行為」、いわゆる転嫁カルテル・表示カルテルが

特別措置として認められます。業界としての社

会的責任を果たし、税の適正な転嫁を推進す

るために、この法律の活用を理事全員一致で決

定し、昨年10月2日に公正取引委員会に届け出、

昨年10月から今年度の製品価格への消費税転嫁

に向けての共同行為が公正取引委員会に認めら

れました。社会インフラの一端を担い、重要な

責務を持つ業界団体として、また適切に税負担

を担うべき事業者として、特別措置法を活用し

行動することこそ国家社会の要請にかなうもの

と確信しています。また、これに関連して、全

国の地域本部に調査会を設けて頂きました。現

段階では大きな問題もなく転嫁が進んでいます

が、引き続きこの調査会を活用して、粛々と消

費税の転嫁を実行して頂きたいと思います。

この他JIMGAの会長就任後に新たに始めた

こと、特に注力したこととしては、両部門共通

で、保安の確保、事故防止対策の推進は言うま

でもありませんが、表彰制度の運用開始、産

業ガス部門、医療ガス部門の更なる一体運営

の強化を目的とした事務所移転などです。産

業ガス部門では広報活動の強化を目的とした

「JIMGAnews」の新規発行、94拠点39万本まで

拡大したRFタグの普及促進、環境問題への対

応、国際標準化・整合化への取組み、NEDO（独

立行政法人…新エネルギー・産業技術総合開発

機構）からの受託事業である水素スタンドプロ

ジェクトの立ち上げ、今年度から運用を開始す

る電子データ交換標準化WGの設置などです。

医療ガス部門では、就任前は 19都府県であっ

た災害時防災協定が 47都道府県すべてと締結

できたこと、日本のPIC/S（医薬品査察協議会

及び医薬品査察協同スキーム）加盟にあたり協
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会主導で厚生労働省に働きかけ、日本国内の医

療用ガスの製造管理および品質管理の基準の制

定を行ったこと、日本医療ガス学会、日本麻酔

科学会など我々の医療ガスを実際にご使用頂い

ている先生方と医療ガスの安全使用に関する共

同WG等の立上げ議論を重ねてきたこと、3,213

名まで拡大し薬事法の営業所管理者とのリン

ケージが再び動き出したMGR制度などです。

特に行政・学会との議論が、業界の土俵におい

て業界の方針に沿って行われ、先方に我々の立

場・事情をご理解頂けたことは大きな進歩で協

会の地位が確実に向上した証であり、委員会・

部会のメンバーの自信につながっています。こ

れらの種々の取組みを行えたことは、ひとえに

関係各位の皆様のご協力の賜と深く感謝してい

ます。

最後に、正式決定は総会後の理事会となりま

すが、間新会長の下、新しいJIMGAが出発しま

す。会員の皆様のJIMGA諸活動への変わらぬご

協力ご支援をお願いすると共に、本日ご出席の

皆様方の益々のご健勝を祈念して、私の挨拶と

させて頂きます。ありがとうございました。

会長挨拶

定時総会の模様
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産業ガス部門 新役員

理事

代表理事（会長）
　間　　邦司（はざま　くにし）

　大陽日酸株式会社

　代表取締役副会長

理事（副会長）
　今井　康夫（いまい　やすお）

　エア・ウォーター株式会社

　代表取締役社長

理事（副会長）
　北代　耿士（きただい　こうし）

　日本エア・リキード株式会社

　取締役会長

理事（副会長）
　上羽　尚登（うえは　ひさと）

　岩谷産業株式会社

　取締役副社長…兼…執行役員

理事（副会長）
　小池　哲夫（こいけ　てつお）

　小池酸素工業株式会社

　代表取締役会長

理事（副会長）
　竹内　弘幸（たけうち　ひろゆき）

　高圧ガス工業株式会社

　代表取締役社長

理事（副会長）
　田嶋　義明（たじま　よしあき）

　東京ガスケミカル株式会社

　代表取締役社長

理事（副会長）
　中井　喜三（なかい　よしぞう）

　株式会社リキッドガス

　代表取締役社長

理事（副会長）
　岩本　満（いわもと　みつる）

　エア･ウォーター炭酸株式会社

　代表取締役社長

専務理事
　永江　裕（ながえ　ひろし）

　日本産業・医療ガス協会

　事務局

監事

代表監事
　森川　宏平（もりかわ　こうへい）

　昭和電工株式会社

　執行役員情報電子化学品事業部長

監事
　藤井　恒嗣（ふじい　こうじ）

　東邦アセチレン株式会社

　代表取締役社長

平成26年8月1日現在
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産業ガス部門 評議員・顧問

評議員
… 間　　邦司… 大陽日酸㈱　代表取締役副会長
… 今井　康夫… エア・ウォーター㈱　代表取締役社長
… 北代　耿士… 日本エア・リキード㈱　取締役会長
… 上羽　尚登… 岩谷産業㈱　取締役副社長…兼…執行役員
… 小池　哲夫… 小池酸素工業㈱　代表取締役会長
… 竹内　弘幸… 高圧ガス工業㈱　代表取締役社長
… 田嶋　義明… 東京ガスケミカル㈱　代表取締役社長
… 中井　喜三… ㈱リキッドガス　代表取締役社長
… 岩本　　満… エア・ウォーター炭酸㈱　代表取締役社長
… 永江　　裕… 日本産業・医療ガス協会　事務局
… 森川　宏平… 昭和電工㈱　執行役員…情報電子化学品事業部長
… 藤井　恒嗣… 東邦アセチレン㈱　代表取締役社長
… 渡邉　秀生… 日本液炭㈱　代表取締役会長
… 松原　幸男… エア・ウォーター㈱　常務取締役…産業カンパニー長
… 吉坂　和正… 昭和電工㈱　基礎化学品事業部…管理グループ企画・業務チーム…マネージャー
… 天田　　茂… 大陽日酸㈱　専務取締役…産業ガス事業本部…副本部長
… 阿部　友紀… 関東電化工業㈱　営業本部…精密化学品第2部長
… 財満　正憲… 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　代表取締役社長
… 田畑　　実… イビデンケミカル㈱　取締役…ガス事業部長
… 賢持　善英… 大陽日酸㈱　常務取締役…産業ガス事業本部…副本部長
… 福田　俊司… 昭和電工㈱　取締役執行役員
… 曽我部　康… エア・ウォーター㈱　取締役…北海道支社長
… 坂本　雅博… 大陽日酸㈱　常務執行役員…東北支社長
… 谷代　　進… 東邦アセチレン㈱　代表取締役常務…営業本部長
… 石川　博司… 日本エア・リキード㈱　東日本地域本部長
… 佐波　　充… 相模アセチレン㈱　代表取締役
… 永野　英美… 東亞テクノガス㈱　代表取締役社長
… 飯田　哲郎… 名古屋酸素㈱　代表取締役社長
… 谷屋　五郎… 宇野酸素㈱　代表取締役社長
… 神﨑　昌久… 大陽日酸㈱　執行役員…関西支社長
… 大岡　久晃… ㈱大岡酸素商会　代表取締役会長
… 町頭　禎之… 岩谷産業㈱　中国支社長
… 藤井　基博… 藤井商事㈱　代表取締役会長
… 野村　　茂… 土佐酸素㈱　代表取締役社長
… 大橋　正明… 四国アセチレン工業㈱　代表取締役社長
… 栗下　敏一… 大陽日酸㈱　九州支社長
… 中村　英己… エア・ウォーター㈱　九州支社長

顧問
… 青木　　弘… エア･ウォーター㈱　代表取締役会長
… 於㔟好之輔　　　大陽日酸㈱　名誉相談役
… 田口　　博… 大陽日酸㈱　取締役相談役
… 豊田　昌洋… エア･ウォーター㈱　代表取締役副会長

平成26年8月1日現在
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産業ガス部門　組織表

平成26年8月1日現在

監事
医療ガス部門本部事務局 産業ガス部門

緊急時対策研究WG

部門総会

部門評議員会

総会

理事会

技術審議委員会

倫理委員会

総務部会

産業ガス部門

部門理事会（産業･医療）

医療ガス部門

以下組織省略

地域本部

容器RFタグ運営委員会 容器RFタグ運営委員会WG
技術サブWG

普及推進スペシャルサブWG

広報委員会 産業ガスレポート編集WG
広報タスクフォース

企画部会
グリーン物流WG

長期停滞容器回収推進WG

水素企画委員会

容器処理WG
電子データ交換標準化WG
特殊ガス企画委員会

技術・保安部会

ヘリウム技術WG

教育・研修WG
安全統計WG

水素技術WG

炭酸ガス技術WG

超低温貯槽WG
充てん技術WG
保安対策WG

特殊ガス技術WG
水素スタンドプロジェクト

容器技術WG

溶解アセチレン技術WG

環境・安全部会

地球温暖化対策WG化学品安全WG
省エネフォローアップ小委員会

環境保全WG

国際部会 IHC対応WG
規制改革WG
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総務部会
部会長… 今井　康夫… エア・ウォーター㈱　代表取締役社長
副部会長… 堤　　英雄… エア・ウォーター㈱　取締役…関連事業企画部長
副部会長… 八木　智雄… 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部…管理統括部長
委　員… 平田　恭清… 高圧ガス工業㈱　執行役員…営業管理部長
委　員… 牧瀬　雅美… 岩谷産業㈱　専務取締役…兼…執行役員
委　員… 山本　幸夫… ㈱リキッドガス　常務取締役…総務本部長
委　員… 福澤　秀志… 東邦アセチレン㈱　取締役…管理副本部長
委　員… 飯島　俊雄… 昭和電工㈱　基礎化学品事業部…管理グループ…企画・業務チーム…リーダー
委　員… 岡崎　　隆… 小池酸素工業㈱　常務取締役　管理部長
委　員… 安井　誠一… 東京ガスケミカル㈱　専務取締役
委　員… 岩隈　秀峰… 日本エア・リキード㈱　常務執行役員…リスクマネジメント本部長
委　員… 宮本　　高… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　執行役員…総務部長
… … …

広報委員会
委員長… 中井　喜三… ㈱リキッドガス　代表取締役社長
副委員長… 山本　幸夫… ㈱リキッドガス　常務取締役　総務本部長
副委員長… 国谷　将之… 大陽日酸㈱　国際・経営企画本部…広報・IR部長
副委員長… 松井　俊文… エア･ウォーター㈱　執行役員…広報･IR室長
副委員長… 豊山　　俊… 日本エア・リキード㈱　広報部部長
委　員… 牧瀬　雅美… 岩谷産業㈱　専務取締役…兼…執行役員
委　員… 柴田　雅仁… ㈱トリケミカル研究所　取締役…営業本部長
委　員… 富山　佳昭… 東京ガスケミカル㈱　取締役…企画部長
委　員… 長岡　史明… 高圧ガス工業㈱　執行役員…管理本部…副本部長…兼…総務部長
委　員… 森下　克典… 小池酸素工業㈱　ガス部…次長
委　員… 小島　　厚… 日本液炭㈱　管理本部…総務・人事部長
委　員… 中島　安博… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　経営企画部…主事
委　員… 府川　澄雄… ㈱鈴木商館　取締役…管理本部…副本部長
委　員… 河島修一郎… 帝人ファーマ㈱　在宅医療営業企画部…担当課長
… … …

広報委員会 産業ガスレポート編集WG
ＷＧ長… 国谷　将之… 大陽日酸㈱　国際・経営企画本部…広報・IR部長
委　員… 松井　俊文… エア･ウォーター㈱　執行役員…広報･IR室長
委　員… 野田　優子… エア･ウォーター㈱　広報・IR室…係長
委　員… 豊山　　俊… 日本エア・リキード㈱　広報部長
委　員… 鎌田　暁子… 大陽日酸㈱　国際・経営企画本部…広報・IR部…広報・IR課長
委　員… 小島　　厚… 日本液炭㈱　管理本部…総務・人事部長
委　員… 柴田　雅仁… ㈱トリケミカル研究所　取締役…営業本部長
委　員… 大岡　光寿… 岩谷産業㈱　産業ガス･機械事業本部…工業ガス部…担当部長
委　員… 永田　敦子… 日本エア・リキード㈱　広報部…マネージャー
委　員… 中島　安博… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　経営企画部…主事
… … …

広報委員会 広報タスクフォース
委　員… 大岡　光寿… 岩谷産業㈱　産業ガス･機械事業本部…工業ガス部…担当部長
委　員… 鎌田　暁子… 大陽日酸㈱　国際・経営企画本部…広報・IR部…広報・IR課長
委　員… 野田　優子… エア･ウォーター㈱　広報・IR室…係長

平成26年8月1日現在
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委　員… 永田　敦子… 日本エア・リキード㈱　広報部…マネージャー
… … …

容器RFタグ運営委員会
委員長… 竹内　弘幸… 高圧ガス工業㈱　代表取締役社長
副委員長… 白井　清司… エア･ウォーター㈱　取締役…経営企画部長
ＷＧ長… 永野　訓司… 高圧ガス工業㈱　理事…情報システム事業本部…システム営業部
委　員… 黒木　幹也… 高圧ガス工業㈱　取締役…東京事務所長…関東地区長
委　員… 竹村　　忠… 高圧ガス工業㈱　理事…電算室…室長
委　員… 横谷　和貴… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…ヘリウムガス部…担当部長
委　員… 川井　幸輔… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…調達部…担当課長
委　員… 河原　英昭… エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部…本部長
委　員… 橋本　和宏… エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部…
… … シリンダーサプライチェーンマネジメント部…マネージャー
委　員… 塚本　　健… エア･ウォーター㈱　産業カンパニー…産業ガス関連事業部…
… … 水素・特殊ガス部…係長
委　員… 及川　　哲… エア･ウォーター㈱　システム部…部長
委　員… 山根　健治… 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部…特販事業部…特販営業部…
… … シリンダーガス営業課長
委　員… 沼田　博美… ㈱ジャパン・サービス　代表取締役社長
委　員… 平尾浩二郎… 大陽日酸㈱　メディカル事業本部…バイオ･メディカル事業部…
… … 技術部…品質保証課長
委　員… 壺内　俊宏… 大陽日酸㈱　技術本部…品質・環境統括部長
委　員… 森下　克典… 小池酸素工業㈱　ガス部…次長
委　員… 松田　保秀… 日本液炭㈱　管理本部…情報システム部長
委　員… 三戸　勇一… ㈱巴商会　環境安全部…容器管理課…課長
委　員… 伊藤知佳子… 全国高圧ガス容器検査協会　理事　
… … （㈱伊藤高圧瓦斯容器製造所　代表取締役社長）
技術担当委員… 坂東　竹夫… 岩谷情報システム㈱　常務取締役
技術担当委員… 村上　泰之… 岩谷情報システム㈱　理事…技術本部…プロジェクト統轄部長
… … …

容器RFタグ運営委員会WG
ＷＧ長… 永野　訓司… 高圧ガス工業㈱　理事…情報システム事業本部…システム営業部
委　員… 竹村　　忠… 高圧ガス工業㈱　理事…電算室…室長
委　員… 横谷　和貴… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…ヘリウムガス部…担当部長
委　員… 川井　幸輔… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…調達部…担当課長
委　員… 河原　英昭… エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部長
委　員… 橋本　和宏… エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部…
… … シリンダーサプライチェーンマネジメント部…マネージャー
委　員… 白井　清司… エア･ウォーター㈱　取締役…経営企画部長
委　員… 塚本　　健… エア･ウォーター㈱　産業カンパニー…
… … 産業ガス関連事業部…水素・特殊ガス部…係長
委　員… 及川　　哲… エア･ウォーター㈱　システム部…部長
委　員… 山根　健治… 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部…特販事業部…特販営業部…
… … シリンダーガス営業課長
委　員… 沼田　博美… ㈱ジャパン・サービス　代表取締役社長
委　員… 平尾浩二郎… 大陽日酸㈱　メディカル事業本部…バイオ･メディカル事業部…
… … 技術部…品質保証課長
委　員… 壺内　俊宏… 大陽日酸㈱　技術本部…品質・環境統括部長
委　員… 長谷川正泰… 小池酸素工業㈱　ガス部…生産・技術グループ…課長
委　員… 三戸　勇一… ㈱巴商会　環境安全部…容器管理課…課長
委　員… 伊藤知佳子… 全国高圧ガス容器検査協会　理事　
… … （㈱伊藤高圧瓦斯容器製造所　代表取締役社長）
委　員… 坂東　竹夫… 岩谷情報システム㈱　常務取締役
委　員… 村上　泰之… 岩谷情報システム㈱　理事…技術本部…プロジェクト統轄部長
委　員… 上林　亮司… 高圧ガス工業㈱　情報システム事業本部…システム営業部…技術課…主任
… … …
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容器RFタグ技術サブWG
サブＷＧ長… 村上　泰之… 岩谷情報システム㈱　理事…技術本部…プロジェクト統轄部長
委　員… 塚本　　健… エア･ウォーター㈱　産業カンパニー…産業ガス関連事業部…
… … 水素・特殊ガス部…係長
委　員… 沼田　博美… ㈱ジャパン・サービス　代表取締役社長
委　員… 坂東　竹夫… 岩谷情報システム㈱　常務取締役
委　員… 上林　亮司… 高圧ガス工業㈱　情報システム事業本部…システム営業部…技術課…主任
委　員… 熊石　貴弘… エア･ウォーター・ソフテック㈱　事業開発部…主任
… … …

容器RFタグ普及推進スペシャルサブWG
サブＷＧ長… 塚本　　健… エア･ウォーター㈱　産業カンパニー…産業ガス関連事業部…
… … 水素・特殊ガス部…係長
委　員… 永野　訓司… 高圧ガス工業㈱　理事…情報システム事業本部…システム営業部
委　員… 竹村　　忠… 高圧ガス工業㈱　理事…電算室…室長
委　員… 山根　健治… 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部…特販事業部…特販営業部…
… … シリンダーガス営業課長
委　員… 川井　幸輔… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…調達部…担当課長
委　員… 橋本　和宏… エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部…
… … シリンダーサプライチェーンマネジメント部…マネージャー
委　員… 長谷川正泰… 小池酸素工業㈱　ガス部…生産・技術グループ…課長
… … …

企画部会
部会長… 小池　哲夫… 小池酸素工業㈱　代表取締役会長
副部会長… 岩隈　秀峰… 日本エア・リキード㈱　常務執行役員…リスクマネジメント本部…本部長
副部会長… 上羽　尚登… 岩谷産業㈱　取締役副社長…兼…執行役員
委　員… 松原　幸男… エア・ウォーター㈱　常務取締役…産業カンパニー長
委　員… 久保　直樹… 小池酸素工業㈱　取締役…ガス部長
委　員… 鈴木　徹也… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　事業本部長付…担当部長
委　員… 黒木　幹也… 高圧ガス工業㈱　取締役…東京事務所長…関東地区長
委　員… 賢持　善英… 大陽日酸㈱　常務取締役…産業ガス事業本部…副本部長
委　員… 吉坂　和正… 昭和電工㈱　基礎化学品事業部…管理グループ…企画・業務チームマネージャー
委　員… 田中　徹也… ㈱リキッドガス　常務取締役…企画本部長
委　員… 高野　義文… 東京ガスケミカル㈱　取締役…産業ガス業務部長
委　員… 秋山　利一… 東邦アセチレン㈱　営業企画部長
… … …

企画部会 特殊ガス企画委員会
委員長… 天田　　茂… 大陽日酸㈱　専務取締役…産業ガス事業本部…副本部長
副委員長… 吉坂　和正… 昭和電工㈱　基礎化学品事業部…管理グループ…企画・業務チームマネージャー
副委員長… 阿部　友紀… 関東電化工業㈱　営業本部…精密化学品第2部長
代表者… 北森　一孝… ㈱ＡＤＥＫＡ　執行役員…化学品営業副本部長
代表者… 本多　竜二… 宇部興産㈱　機能品・ファインカンパニー　
… … ファインケミカルビジネスユニット長…高純度化学薬品グループリーダー
代表者… 鈴木　敬治… 高千穂化学工業㈱　本社営業部…部長
代表者… 池谷　幹夫… ジャパンファインプロダクツ㈱　常務取締役
代表者… 三坂　陽一… セントラル硝子㈱　電子材料営業部長
代表者… 北岸　正樹… 大同エアプロダクツ･エレクトロニクス㈱　営業本部…本部長
代表者… 吉川　俊郎… 東亞合成㈱　基礎化学品事業部　高純度製品グループ…グループリーダー
代表者… 木曽　幸一… ㈱トリケミカル研究所　常勤監査役
代表者… 和田　光浩… 三井化学㈱　機能化学品事業本部…精密化学品事業部…
… … 特殊ガスグループ…特殊ガスグループリーダー…部長　
… … …

企画部会 水素企画委員会
委員長… 福田　俊司… 昭和電工㈱　取締役　執行役員
副委員長… 賢持　善英… 大陽日酸㈱　常務取締役…産業ガス事業本部…副本部長
副委員長… 松原　幸男… エア・ウォーター㈱　常務取締役…産業カンパニー長
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副委員長… 上羽　尚登… 岩谷産業㈱　取締役副社長…兼…執行役員
幹事… 神崎　昌久… 尼崎水素販売㈱　代表取締役社長
代表者… 菊原　　誠… 新潟水素㈱　代表取締役社長
代表者… 守屋　憲二… 伊藤忠工業ガス㈱　代表取締役社長
代表者… 田口　明人… 岩谷瓦斯㈱　専務取締役…ガス事業部長
代表者… 塩見　由男… エア・ウォーター・ハイドロ㈱　代表取締役社長
代表者… 灘　　利浩… 新日鉄住金化学㈱　取締役常務執行役員…製鉄化学事業本部長
代表者… 鈴木　慶彦… ㈱鈴木商館　代表取締役社長
代表者… 山田　修三… 東亞テクノガス㈱　取締役技術統括部長
代表者… 上田　義人… 東曹ダイスイ㈱　取締役四日市工場長
代表者… 田中　英行… 東邦アセチレン㈱　常務取締役
代表者… 藤内　治敏… 福岡酸素㈱　代表取締役社長
代表者… 板倉　久郎… 北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
代表者… 尾川　　知… 丸由工材㈱　常務取締役
代表者… 佐藤　昭彦… ㈱渡商会　取締役
… … …

企画部会 長期停滞容器回収推進WG
ＷＧ長… 成田　昌信… 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部…特販事業部長
委　員… 久保　直樹… 小池酸素工業㈱　取締役…ガス部長
委　員… 小林　誠一… 日本液炭㈱　専務取締役…事業統括本部長
委　員… 和田　　彰… エア･ウォーター㈱　産業カンパニー…産業ガス関連事業部…
… … エアガス部…担当部長
委　員… 加藤　泰嗣… エア・リキード工業ガス㈱　営業本部…特殊ガス開発部長
委　員… 黒木　幹也… 高圧ガス工業㈱　取締役…東京事務所長…関東地区長
委　員… 松澤　義明… 高千穂商事㈱　カスタマーサービスセンター室…次長
委　員… 川井　幸輔… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…調達部…担当課長
… … …

企画部会 グリーン物流WG
ＷＧ長… 網倉　吉彦… 日本エア･リキード㈱　工業事業本部バルクオペレーション統括部…
… … 物流業務部…部長
委　員… 宇杉　晃一… 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部…プロダクト管理統括部…
… … プロダクト管理部長
委　員… 三浦　　浩… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　業務部長
委　員… 水津　久徳… 岩谷産業㈱　業務部…物流担当…担当部長
委　員… 上野　　保… エア･ウォーター㈱　産業カンパニー…産業ガス関連事業部…
… … エアガス部…課長
委　員… 高橋　将智… エア･ウォーター炭酸㈱　営業企画グループ…業務担当課長
委　員… 水口　宏之… 日本液炭㈱　事業統括本部…炭酸事業部…業務統括部…企画業務課長
… … …

企画部会 容器処理WG
副部会長… 岩隈　秀峰… 日本エア・リキード㈱　常務執行役員…リスクマネジメント本部長
ＷＧ長… 久保　直樹… 小池酸素工業㈱　取締役…ガス部長
委　員… 鈴木　康春… 全国高圧ガス溶材組合連合会　保安委員長　（㈱新東…取締役会長）
委　員… 関口　武尚… 全国高圧ガス溶材組合連合会　事務局長
委　員… 伊藤知佳子… 全国高圧ガス容器検査協会　理事　
… … （㈱伊藤高圧瓦斯容器製造所　代表取締役社長）
委　員… 脇坂　丈樹… ㈱鈴木商館　営業統括室…総合営業部…部長
委　員… 滝沢　史朗… ㈱関東高圧容器製作所　技術部長
委　員… 和田　　彰… エア･ウォーター㈱　産業カンパニー…産業ガス関連事業部…
… … エアガス部…担当部長
委　員… 山根　健治… 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部…特販事業部…特販営業部…
… … シリンダーガス営業課長
… … …

企画部会 電子データ交換標準化WG
ＷＧ長… 沼田　博美… ㈱ジャパン・サービス　代表取締役社長
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委　員… 斉田　修実…… 大陽日酸㈱　管理本部…情報システム部…システム課長
オブザーバー… 伊佐治和子… 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部…管理統括部…業務管理部…システム開発課
オブザーバー… 鈴木　　肇… ㈱ジャパン・サービス　TNソリューション事業部…課長
委　員… 佐久間　剛… 日本エア・リキード㈱　ITマネジメント部長
オブザーバー… 中尾　尚之… 日本エア・リキード㈱　ITマネジメント部…
… … ビジネスアプリケーショングループ長
委　員… 秋宗　隆司… 岩谷産業㈱　業務部…情報企画担当…担当部長
オブザーバー… 武村　　渉… 岩谷情報システム㈱　事業本部…第一事業部…運用部…運用二課長
委　員… 及川　　哲… エア・ウォーター㈱　システム部…部長
オブザーバー… 金巻　英樹… エア・ウォーター・ソフテック㈱　開発技術部…部長
委　員… 竹村　　忠… 高圧ガス工業㈱　理事…電算室…室長
オブザーバー… 遠藤　裕一… 高圧ガス工業㈱　電算室…課長代理
委　員… 佐藤　輝彦… 小池酸素工業㈱　情報システムグループ…課長
委　員… 三戸　勇一… ㈱巴商会　環境安全部…容器管理課…課長
オブザーバー… 堤　　弘志… ㈱巴商会　経理部…システム課…課長
委　員… 富山　寛考… ㈱鈴木商館　総合営業部…ガスチーム
オブザーバー… 伊藤与四雄… ㈱鈴木商館　管理本部…管理部…部長
委　員… 鈴木　敬治… 高千穂商事㈱　本社営業部…部長
オブザーバー… 堤　　　新… 高千穂商事㈱　電算室
… … …

技術審議委員会
委員長… 北代　耿士… 日本エア・リキード㈱　取締役会長
委　員… 上羽　尚登… 岩谷産業㈱　取締役副社長…兼…執行役員
委　員… 田嶋　義明… 東京ガスケミカル㈱　代表取締役社長
委　員… 岩隈　秀峰… 日本エア・リキード㈱　常務執行役員…リスクマネジメント本部長
委　員… 生地　寛行… 岩谷産業㈱　常務取締役…産業ガス・機械事業本部…副事業本部長
委　員… 勝又　　宏… 大陽日酸㈱　専務取締役…技術本部長
委　員… 松山　岳之… エア・ウォーター㈱　産業カンパニー…エレクトロニクス事業部…事業部長
委　員… 古本　理郎… 日本エア・リキード㈱　常務執行役員…
… … ラージインダストリー事業本部長
… … …

技術・保安部会
部会長… 北代　耿士… 日本エア・リキード㈱　取締役会長
副部会長… 岩隈　秀峰… 日本エア・リキード㈱　常務執行役員…リスクマネジメント本部長
副部会長… 生地　寛行… 岩谷産業㈱　常務取締役…産業ガス・機械事業本部…副事業本部長
副部会長… 勝又　　宏… 大陽日酸㈱　専務取締役…技術本部長
容器技術ＷＧ長… 三宅　博之… 大陽日酸㈱　技術本部…副本部長
超低温貯槽ＷＧ長… 平山　晃生… 大陽日酸㈱　オンサイト・プラント事業本部…
… … プラント・エンジC…設計部…プラント設計課…第二チーム…リーダー
充てん技術ＷＧ長… 農頭　重喜… 日本エア・リキード㈱　産業監査部長
保安対策ＷＧ長… 菅谷　英仁… 岩谷産業㈱　環境保安部…部長
教育・研修ＷＧ長… 塚本　　元… ㈱リキッド・ガス　企画本部…企画部…部長
安全統計ＷＧ長… 加藤　保宣… エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター…
… … 技術管理部長…兼…保安推進部長
ヘリウム技術ＷＧ長… 臼井　賢司… 昭和電工㈱　基礎化学品事業部…管理グループ…
… … 技術支援チーム…兼…企画・業務チーム…マネージャー
特殊ガス技術ＷＧ長… 米村　泰輔… 関東電化工業㈱　技術本部…生産技術部…専任部長
水素技術ＷＧ長… 御手洗浩二… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…業務部…水素・特殊ガス担当部長
炭酸ガス技術ＷＧ長… 菊池　義明… …エア・ウォーター炭酸㈱　取締役…品質保証室長…兼…技術部長…
… … 兼…生産技術グループリーダー
溶解アセチレン技術ＷＧ長… 野村　眞澄… 高圧ガス工業㈱　代表取締役会長
… … …

技術・保安部会 容器技術WG
ＷＧ長… 三宅　博之… 大陽日酸㈱　技術本部…副本部長
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常置部会・委員会・ワーキング（WG）名簿

委　員… 賀陽　邦彦… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…ガス技術・開発室…
… … ガス技術部…担当部長
委　員… 金田　孝雄… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…近畿事業所…姫路工場長
委　員… 豊田　隆弘… 大同エアプロダクツ･エレクトロニクス㈱　製造・エンジニアリング本部…
… … 本部長…兼…つくば特殊化学品センター…センター長
委　員… 川村　信之… 日本高圧ガス容器バルブ工業会　事務局　（㈱ハマイ）
委　員… 曳地　項次… ㈱巴商会　環境安全部…情報管理室…室長
委　員… 農頭　重喜… 日本エア・リキード㈱　産業監査部長
委　員… 草野　　宏… 高圧ガス保安協会　機器検査事業部…検査企画課…課長代理
… … …

技術・保安部会 超低温貯槽WG
ＷＧ長… 平山　晃生… 大陽日酸㈱　オンサイト・プラント事業本部…
… … プラント・エンジC…設計部…プラント設計課…第二チーム…リーダー
委　員… 後藤　勝彦… エーテック㈱　生産本部…技術部…部長
委　員… 細谷　公憲… エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱　
… … プロジェクト事業部…プロジェクト部…主査
委　員… 中村　康弘… 超低温機器協会　事務局　（日本化学機械製造㈱）
委　員… 斉藤　寿一… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…ガス技術・開発室…品質管理部長
… … …

技術・保安部会 充てん技術WG
ＷＧ長… 農頭　重喜… 日本エア・リキード㈱　産業監査部長
委　員… 田守　里志… 岩谷瓦斯㈱　環境保安部…マネージャー
委　員… 小林　　篤… 大陽日酸㈱　開発・エンジニアリング本部…ガスエンジニアリング統括部
… … エンジニアリング部…供給技術課長
委　員… 柴田　展良… エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター…保安推進部…
… … 札幌…専任部長
委　員… 中市　寛彦… 東邦アセチレン㈱　生産技術部…次長
委　員… 吉田　智徳… 相模アセチレン㈱　工場長
委　員… 加納　郁久… 大陽日酸㈱　中四国支社…技術部長
委　員… 金田辰比呂… 北酸高圧瓦斯㈱　常務取締役
委　員… 浜本　聖隆… 宇野酸素㈱　取締役…技術本部…本部長
委　員… 笠井　勇人… 中部エア・ウォーター㈱　技術グループ長
委　員… 三宅　新一… 大陽日酸㈱　関西支社…技術部長
委　員… 立花　靖司… 土佐酸素㈱　常務取締役
委　員… 古賀　道義… 福岡酸素㈱　取締役…技術統括部…部長
委　員… 岡　浩二郎… 豊田ガスセンター㈱　工場長
… … …

技術・保安部会 保安対策WG
ＷＧ長… 菅谷　英仁… 岩谷産業㈱　環境保安部…部長
委　員… 矢内　敏彦… 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部…安全・環境管理部長
委　員… 久和野敏明… 大陽日酸㈱　技術本部…保安統括部…保安管理部…保安管理課長
委　員… 大沼　倫晃… エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター…保安推進部…課長
委　員… 木村　直彦… 上毛天然瓦斯工業㈱　取締役…技術部長
… … …

技術・保安部会 教育・研修WG
ＷＧ長… 塚本　　元… ㈱リキッド・ガス　企画本部…企画部…部長
委　員… 片村　浩一… 昭和電工㈱　情報電子化学品事業部…部長
委　員… 大沼　倫晃… エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター…保安推進部…課長
委　員… 古賀　孝之… 高圧ガス工業㈱　技術本部…課長
委　員… 柴田　善弘… 大陽日酸㈱　技術本部…技術管理部…技術教育課長
委　員… 早坂　　裕… 東邦アセチレン㈱　技術部…生産技術グループ…グループ長
… … …

技術・保安部会 安全統計WG
ＷＧ長… 加藤　保宣… エア･ウォーター㈱　コンプライアンスセンター…
… … 技術管理部長…兼…保安推進部長
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委　員… 矢内　敏彦… 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部…安全・環境管理部…部長
委　員… 田中　純一… 大陽日酸㈱　技術本部…保安統括部…保安管理部…保安管理課…担当課長
委　員… 細山田　学… 東京炭酸㈱　製造部長…兼…品質保証室長
委　員… 赤塚　広隆… 高圧ガス保安協会　高圧ガス部…審議役
… … …

技術・保安部会 ヘリウム技術WG
ＷＧ長… 臼井　賢司… 昭和電工㈱　基礎化学品事業部…管理グループ…
… … 技術支援チーム…兼…企画・業務チーム…マネージャー
副ＷＧ長… 森　　靖朗… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…ガス技術・開発室…ガス開発部…部長
副ＷＧ長… 小林　　篤… 大陽日酸㈱　開発・エンジニアリング本部…
… … ガスエンジニアリング統括部…エンジニアリング部…供給技術課長
委　員… 伊藤　宏一… ㈱ジャパンヘリウムセンター　常務取締役
委　員… 井出　正明… ㈱巴商会　環境安全部…ガスターミナル課長
委　員… 平野　正博… エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部…安全・品質保証部長
委　員… 福永　尚玄… エア･ウォーター㈱　産業カンパニー…産業ガス関連事業部…
… … 水素・特殊ガス部…課長
委　員… 小室　　旭… ㈱鈴木商館　営業本部…低温機器部…技術主幹
委　員… 大川　邦生… 日本ヘリウム㈱　営業部部長
委　員… 加藤　　要… 東京ガスケミカル㈱　企画部事業推進グループマネージャー
… … …

技術・保安部会 炭酸ガス技術WG 
ＷＧ長… 菊池　義明… エア･ウォーター炭酸㈱　取締役…品質保証室長…兼…技術部長…
… … 兼…生産技術グループリーダー
副ＷＧ長… 澤田　　昇… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　取締役…執行役員…
… … 生産本部エンジニアリング部技術管掌…兼…産業機材部技術管掌
副ＷＧ長… 今村　信夫… 日本液炭㈱　執行役員…技術開発本部…技術管理部長…兼…品質保証部長
委　員… 及川　行夫… 上毛天然瓦斯工業㈱　群馬ガスセンター長
委　員… 賀陽　邦彦… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…
… … ガス技術・開発室…ガス技術部…担当部長
委　員… 松谷　孝史… 近畿炭酸㈱　技術部長
委　員… 細山田　学… 東京炭酸㈱　製造部長…兼…品質保証室長
委　員… 長谷川光一… 知多炭酸㈱　本社工場長
委　員… 佐々木秀登… イワタニカーボニックス㈱　製造部長…兼…堺事業所長
委　員… 市川　敏之… 宇部興産㈱　工薬製造グループリーダー
委　員… 翁長　　健… ㈱おきさん　生産部…部長
委　員… 石本　範章… 共同炭酸㈱　主任
委　員… 野本　勝郎… 高圧ガス工業㈱　神奈川工場長
委　員… 大澤　充史… 国際炭酸㈱　取締役…工場長
委　員… 志賀　　清… 新日鉄住金化学㈱　君津ガス統括センター長
委　員… 松葉　　昇… 大洋化学工業㈱　工場長
委　員… 山田　修三… 東亞テクノガス㈱　取締役技術統括部長
委　員… 鯨井　寛司… 東京ガスケミカル㈱　環境技術部長
委　員… 田中　伸一… 福岡酸素㈱　保安管理部…課長
委　員… 塚本　　元… 近畿炭酸㈱　企画部長

技術・保安部会 溶解アセチレン技術WG
ＷＧ長… 野村　眞澄… 高圧ガス工業㈱　代表取締役会長
副ＷＧ長… 斎藤　祐輝… 東邦アセチレン㈱　執行役員　環境保安・品質保証部長
委　員… 真藤　英明… 関東アセチレン工業㈱　取締役…工場長
委　員… 金田　孝雄… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…近畿事業所…姫路工場長
委　員… 新谷　和也… 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　技術部長
委　員… 澤田　秀則… 神奈川合同アセチレン㈱　常務取締役…工場長
委　員… 出村　憲二… 川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　員… 堂元　美樹… 小池酸素工業㈱　千葉工場長
委　員… 鋤柄　喜彦… 大日本アガ㈱　代表取締役
委　員… 中西　清三… 東海アセチレン㈱　代表取締役社長
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常置部会・委員会・ワーキング（WG）名簿

技術・保安部会 水素技術WG
ＷＧ長… 御手洗浩二… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…業務部…水素・特殊ガス担当部長
ＷＧ事務局… 井原　理博… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…業務部…製品開発担当
ＷＧ副事務局… 山口　則和… 大陽日酸㈱　開発・エンジニアリング本部…
… … プロジェクト推進統括部…水素ステーションプロジェクト担当課長
ＷＧ副事務局… 磯部　佳伸… 昭和電工㈱　産業ガス事業部…産業ガスグループ…技術企画マネージャー
委　員… 佐藤　研一… 尼崎水素販売㈱　所長
委　員… 生原　一樹… 伊藤忠工業ガス㈱　技術保安部…部長
委　員… 岸本　顕嘉… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…ガス技術・開発室…
… … ガス開発部…担当部長
委　員… 柴田　展良… エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター保安推進部…
… … 札幌専任部長
委　員… 時田豊志和… エア・ウォーター・ハイドロ㈱　生産技術部長
委　員… 丸山　利和… 新日鉄住金化学㈱　広畑製造所…技術グループ…グループリーダー
委　員… 柏山　幸一… ㈱鈴木商館　顧問
委　員… 山田　修三… 東亞テクノガス㈱　取締役技術統括部長
委　員… 島田　寿郎… 東京ガスケミカル㈱　メンテナンスサービス部…技術グループ　
… … 兼…メンテナンスグループ…マネージャー
委　員… 上田　義人… 東曹ダイスイ㈱　取締役四日市工場長
委　員… 中市　寛彦… 東邦アセチレン㈱　生産技術部…次長
委　員… 曳地　項次… 新潟水素㈱　部長
委　員… 宮脇　一嘉… 日本エア･リキード㈱　
… … アドバンスト・ビジネス＆テクノロジー事業部…事業推進部長　
委　員… 小林　　隆… 福岡酸素㈱　代表取締役常務…管理統轄
委　員… 板倉　久郎… 北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
委　員… 澤田　庸介… 丸由工材㈱　代表取締役社長
委　員… 安久井　満… ㈱渡商会　保安管理部…部長

技術・保安部会 特殊ガス技術WG
ＷＧ長… 米村　泰輔… 関東電化工業㈱　技術本部…生産技術部…専任部長
委　員… 森脇　保志… ジャパンファインプロダクツ㈱　品質保証部…品質保証二課長
委　員… 平井　　学… ㈱ＡＤＥＫＡ　鹿島工場…化学品製造部…化学品製造二課…係長
委　員… 藥師神啓孝… 宇部興産㈱　機能品・ファインカンパニー…
… … ファインケミカルビジネスユニット…高純度化学薬品グループ
委員…半材ガスチーム長… 豊田　隆弘… 大同エアプロダクツ･エレクトロニクス㈱　
… … 製造・エンジニアリング本部…本部長…
委　員… 片村　浩一… 昭和電工㈱　情報電子化学品事業部…部長　…………………………
委　員… 三澤　一朗… 住友精化㈱　ファインガスシステム研究所…担当部長　
委　員… 真子恵一郎… 住友精化㈱　品質保証室…千葉品質保証課…品質保証グループ…グループリーダー
委　員… 坂井　繁則… セントラル硝子㈱　化成品技術部…課長
委　員… 星　　友昭… 大陽日酸㈱　グローバル・イノベーション本部…生産企画部…生産企画課長
委員…標準ガスチーム長… 渡辺　勇夫… 高千穂化学工業㈱　町田事業所…計測ガス工場…品質管理課…課長代理
委　員… 岩崎　恵樹… 高千穂化学工業㈱　町田事業所…計測ガス工場…
… … 放電管・レーザーグループ…課長
委　員… 吉川　俊郎… 東亞合成㈱　基礎化学品事業部…高純度製品グループ　グループリーダー
委　員… 木曽　幸一… ㈱トリケミカル研究所　常勤監査役
委　員… 村瀬　圭一… 日本エア･リキード㈱　エレクトロニクス事業本部…
… … エレクトロニクス技術部…安全･信頼性推進グループ長
委　員… 三本　敦久… 三井化学㈱　機能化学品事業本部…精密化学品事業部…
… … 特殊ガスグループ…品質・技術サービスチーム
委　員… 上原　伸二… 化学物質評価研究機構　東京事業所…化学標準部…技術第一課長
… … … … …

環境・安全部会
部会長… 田嶋　義明… 東京ガスケミカル㈱　代表取締役社長
副部会長… 勝又　　宏… 大陽日酸㈱　専務取締役…技術本部長
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副部会長… 坂本　公昭… エア･ウォーター㈱　上席執行役員…産業カンパニー…オンサイト事業部長
副部会長… 岩隈　秀峰… 日本エア・リキード㈱　常務執行役員…リスクマネジメント本部長
副部会長… 安藤　憲雄… 岩谷産業㈱　執行役員…環境保安部長
… … …

環境・安全部会 環境保全WG
ＷＧ長… 甲斐　　守… 大陽日酸㈱　技術本部…品質・環境統括部…環境管理部長
委　員… 細川　純一… 大陽日酸東関東㈱　水戸製造所長付
委　員… 上本　忠雄… 岩谷瓦斯㈱　環境保安部
委　員… 松谷　孝史… 近畿炭酸㈱　技術部長…
委　員… 磯部　佳伸… 昭和電工㈱　産業ガス事業部…産業ガスグループ…技術企画マネージャー
委　員… 島田　和彦… 日本ヘリウム㈱　横浜工場…工場長
委　員… 石垣　克浩… 日本エア・リキード㈱　ラージインダストリー事業本部…
… … エネルギー管理部長
委　員… 富山　佳昭… 東京ガスケミカル㈱　取締役…企画部長
… … …

環境・安全部会 省エネフォローアップ小委員会
リーダー… 甲斐　　守… 大陽日酸㈱　技術本部…品質・環境統括部…環境管理部長
委　員… 石垣　克浩… 日本エア・リキード㈱　ラージインダストリー事業本部…
… … エネルギー管理部長
委　員… 東　　英明… エア･ウォーター㈱　産業カンパニー…オンサイト事業部…業務部長…
委　員… 浅海　貴男… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…ガス技術・開発室…
… … 品質管理部…担当部長
… … …

環境・安全部会 化学品安全WG
ＷＧ長… 平野　　正… 東京ガスケミカル㈱　品質保証部長
委　員… 桑野　晃一… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…ガス技術・開発室…
… … 品質管理部…担当部長
委　員… 武内　幸祐… エア･ウォーター㈱　コンプライアンスセンター…環境推進部…課長
委　員… 磯部　佳伸… 昭和電工㈱　産業ガス事業部…産業ガスグループ…技術企画マネージャー
委　員… 土屋　　茂… 大陽日酸㈱　技術本部…品質・環境統括部…品質保証部…品質管理課長
委　員… 三好　伸二… 日本エア・リキード㈱　工業事業本部…安全・品質推進部…部長
委　員… 村瀬　圭一… 日本エア・リキード㈱　エレクトロニクス事業本部…
… … エレクトロニクス技術部…安全･信頼性推進グループ長
委　員… 長谷川光一… 知多炭酸㈱　本社工場長
… … …

国際部会
部会長… 上羽　尚登… 岩谷産業㈱　取締役副社長…兼…執行役員
副部会長… 松山　岳之… エア･ウォーター㈱　産業カンパニー…エレクトロニクス事業部長
副部会長… 古本　理郎… 日本エア・リキード㈱　常務執行役員…
… … ラージインダストリー事業本部長
委　員… 村瀬　圭一… 日本エア・リキード㈱　エレクトロニクス事業本部…
… … エレクトロニクス技術部…安全･信頼性推進グループ長
委　員… 羽坂　　智… 大陽日酸㈱　技術本部…保安統括部…技術標準化推進部長
… … …

国際部会 IHC対応WG
ＷＧ長… 羽坂　　智… 大陽日酸㈱　技術本部…保安統括部…技術標準化推進部長
委　員… 太宅　文昭… 岩谷産業㈱　常務執行役員…海外事業統括部担当
委　員… 宮崎　　淳… 岩谷産業㈱　常務執行役員…技術部長…兼…水素エネルギー部長
委　員… 新垣　重雄… エア・ウォーター㈱　海外企画部…担当部長
委　員… 中平　岩夫… 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント&技術監査本部…
… … インダストリアル・リスクマネジメント部長
委　員… 鯨井　寛司… 東京ガスケミカル㈱　環境技術部長
委　員… 小泉　正男… ㈱ハマイ　顧問
委　員… 田中　徹也… ㈱リキッドガス　常務取締役…企画本部長
… … …
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常置部会・委員会・ワーキング（WG）名簿

国際部会 規制改革WG
ＷＧ長… 村瀬　圭一… …日本エア･リキード㈱　エレクトロニクス事業本部
… … エレクトロニクス技術部…安全・信頼性推進グループ長…
委　員… 池冨士芳雄… 岩谷瓦斯㈱　環境保安部…参事
委　員… 柿本　明広… 岩谷産業㈱　環境保安部…担当部長
委　員… 浦谷　明弘… エア･ウォーター㈱　コンプライアンスセンター…保安推進部…担当部長
委　員… 井口　充弘… 高圧ガス保安協会…高圧ガス部
委　員… 曳地　項次… ㈱巴商会… 環境安全部…情報管理室…室長
委　員… 久保田裕士… 大陽日酸㈱　技術本部…保安統括部長
委　員… 澤田　　昇… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　取締役…執行役員…
… … 生産本部エンジニアリング部技術管掌…兼…産業機材部技術管掌
委　員… 日比　勝巳… 高千穂商事㈱　海外営業部…課長
… … …

緊急時対策研究WG
ＷＧ長… 須賀　啓太… …日本エア･リキード㈱　工業事業本部…バルクプロダクトマネージメント

統括部…バルクプロダクトソーシング部…部長代理…
副ＷＧ長… 鹿子島亮介… カンサン㈱　業務課長
副ＷＧ長… 佐川　裕海… エア・ウォーター㈱　産業カンパニー…産業ガス関連事業部…エアガス部
委　員… 日野　　淳… 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部…プロダクト管理統括部…
… … プロダクト管理部…バルクガス計画課長
委　員… 田結荘嘉男… 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部…調達部
委　員… 奥田　尚希… 小池酸素工業㈱　ガス部…係長
委　員… 飯島　俊雄… 昭和電工㈱　基礎化学品事業部…管理グループ…企画・業務チーム…リーダー
委　員… 三好　英二… 大陽日酸東関東㈱　土浦営業所長
委　員… 東川　達也… 東京ガスケミカル㈱　業務部…需給グループ…需給管理センター…所長
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産業ガス部門　事務局の新体制

専 務 理 事 … … 永江　　裕
常務執行役員… … 小峰　史朗
常務執行役員… … 仲山　一郎
常務執行役員… … 徳冨栄一郎
常務執行役員… … 保坂　昭一
総務部長兼業務部長（炭酸ガス担当）… 山本　泰彦
業 務 部 長（特殊ガス、水素、アセチレン担当）… 彦坂　　稔
経 理 部 長 … … 大利　益三
水素スタンドプロジェクトリーダー	 小川　　敬
水素スタンドプロジェクトサブリーダー	 岩井　　健
水素スタンドプロジェクトサブリーダー	 藤本　祐樹

北海道地域本部	 事 務 局 長 	 高橋			宏史
東北地域本部 	 事 務 局 長 	 和田　　敏
関東地域本部 	 事 務 局 長 	 小田　　博
東海地域本部 … 事 務 局 長 	 倉本　明彦
北陸地域本部 	 事 務 局 長 	 中村　　孝
近畿地域本部 … 事 務 局 長 	 湯浅　正広
中国地域本部 	 事 務 局 長 … 高橋　良知
四国地域本部 	 事 務 局 長 	 中村　雅裕
九州地域本部 	 事 務 局 長 	 佐々木規人

平成26年8月1日現在
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平成26年度　定時総会

日　時：平成26年6月10日（火）13:00 ～ 14:50

場　所：東京會舘

技術・保安部会副部会長　岩隈　秀峰（挨拶要旨）

平素から皆様には、当

協会の活動に対し多大な

るご理解とご協力を賜

り、この場をお借りして

厚くお礼申し上げます。

日常的に高圧ガスと向

かい合っている会員各社様におかれましては保

安・安全の確保は何よりも優先すべきことである

と考えます。自主保安を掲げ、JIMGAのWGは精

力的に活動し、これまでに刊行した基準指針類、

安全ニュース、DVDやe-ラーニングなどの安全

教育ツールは 100件を超えています。今年も新た

な自主指針、e-ラーニングを作成いたしました。

これらはJIMGA会員各社様の大きなご協力とご

支援を得て完成したものでございます。心より感

謝申し上げます。

本日のJIMGAシンポジウムは 2 つのテーマで

講演して頂きます。

本日のシンポジウムが、皆様の日頃の業務のお

役に立てることを切に願っております。今後とも

皆様のご理解とご協力をお願いし、挨拶に代えさ

せて頂きます。

プログラム

講演1.技術・保安部会充てん技術WG（産業ガス部門）

「カードル自主技術指針（初版）」

日本エア・リキード㈱… 農頭　重喜氏

講演2. 酸化エチレン滅菌ガス分科会技術WG（医

療ガス部門）

「酸化エチレン滅菌ガスの取扱い」

昭和電工ガスプロダクツ㈱… 土居　尚志氏

以下に、聴講者の皆様からお答え頂いたアンケー

トの一部を紹介します。

「カードル等が落下した際の実際の写真、画像が

見られたことは大変参考になった」

「なかなか聞くことのできない分野の話が聞け

た。初心者向けの説明内容で理解できた」

「日々扱っている容器（カードル）について非常に

参考になった。滅菌の定義、用途、取扱いについ

ても十分に理解できた」

「酸化エチレンのハンドブックは非常に有効だと

思うので、もっと分かりやすく詳述して欲しい」

「滅菌ガスの使用上の注意事項が理解できた」

「多種多様なガス種があり、それぞれの取扱いに

関するWGが構成されて安全・安心な活用が図ら

れていることがよく分かった」

「滅菌ガス（酸化エチレン）の物性、特性について

理解できた。また適用法についても良く分かった」

「水素ステーションについて取り上げて欲しい」

「RFタグについて取り上げて欲しい」

アンケートへのご協力、ありがとうございました。

今後の参考にさせて頂きます。

平成26年度 JIMGA医療・産業ガス合同シンポジウム

岩隈副部会長

シンポジウムの模様
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日　時：平成26年6月10日（火）15:30 ～ 16:30

場　所：東京會舘　

　　　議決権数　1,067票　

　　　出席会員数　736票（委任状を含む）

議　長：豊田　昌洋　会長

議　事

事務局は定款第23条により議決権総数、出席者

数、委任状数が本総会の全ての議案の決議に必要

な定足数を満たしていると報告した。引続き総会

の開会が宣せられた。豊田会長が議長席に着き、

直ちに議案の審議に入った。定時総会に先立ち、

医療ガス及び産業ガス部門総会が開催された。

＜産業ガス部門総会＞

第1号議案　産業ガス部門評議員選出の件

評議員の任期満了に伴い、産業ガス部門の評議

員35名が推薦され、議場に諮ったところ全員の賛

成により承認された。

＜定時総会＞

第1号議案　 平成25年度事業報告及び収支決算の

承認を求める件

議長は平成25年度（平成25年4月1日～平成26年3

月31日）事業報告および収支決算を議場に諮った

ところ、全員の賛成により原案どおり承認され

た。

第2号議案　 平成26年度事業計画及び収支予算

（案）の承認を求める件

議長は平成26年度（平成26年4月1日～平成27年3

月31日）事業計画及び収支予算（案）を議場に諮っ

たところ、全員の賛成により原案どおり承認され

た。

第3号議案　評議員及び理事選任の件

議長が医療ガス部門評議員48名、産業ガス部

門評議員35名、新理事17名の選任の承認を議場に

諮ったところ、全員の賛成により原案どおり承認

され、選任された理事はこの就任を承諾した。新

理事は次の通りである。

…間…邦司、今井…康夫、鈴木…慶彦、北代…耿士、

栗林…秀和、南部…淳、古野…照夫、岩切…充弘、

小池…和夫、上羽…尚登、小池…哲夫、竹内…弘幸、

田嶋…義明、中井…喜三、岩本…満、永江…裕、

篠塚…賢藏

その他報告事項

事務局より以下の報告があった。

（1）会員の動静について

（2）今後の主要日程について

閉　会

議長は以上で本総会における審議および報告

事項を全て終了したことを告げ、16時30分閉会を

宣した。

定時総会の模様

定時総会



産業ガスレポート vol.31 産業ガスレポート vol.31 20

平成26年度　定時総会

6月10日開催の定時総会終了後、昨年度から運

用を開始した表彰制度に基づいて表彰式を行いま

した。表彰式では、協会の事業に協力して顕著な

功績を上げられた、産業ガス部門18、医療ガス部

門21 の個人や組織の代表者の方々に、会長から

功労賞の表彰状と記念品を差し上げ、総会にご出

席の会員の皆様から盛大な拍手を頂戴しました。

受賞者の一覧は下記をご参照ください。

平成26年度　協会表彰式

＜産業ガス部門＞ （順不同・敬称略）

表彰区分 受賞者名 受賞理由 対象者・
事業所数

業務功労賞 広報委員会タスクフォース…代表
… 大岡　光寿

広報活動の強化により、JIMGAおよび高圧ガス業界の社
会的地位・認知度の向上に大きく寄与した。 4名

災害功労賞 技術・保安部会…水素技術WG…代表
… 御手洗浩二

「水素ガス移動基準」、「水素ガス消費基準」を改訂し、各
地域にて講習会を開催し周知を図った。 21名

環境保全功労賞 環境・安全部会…省エネフォローアッ
プ小委員会…代表… 小長谷義明

「省エネフォローアップ委員会」を設置し、「環境自主行
動計画フォローアップ調査結果」を取りまとめた。 5名

標準化功労賞

容器RFタグ運営委員会WG…代表
… 横谷　和貴

RFタグの規格を統一し、業界での標準化（仕様の共通化）
およびセキュリティの確保を達成した。 19名

技術・保安部会　国際会議派遣チー
ム…代表… 金田　孝雄

国際会議において「可溶栓付き溶解アセチレン容器の基本要
件」の見直しを行い、日本案（19項目中12項目）が採用された。 5名

流通改善功労賞 企画部会…グリーン物流WG…代表
… 網倉　吉彦

長年にわたり、高圧ガス輸送におけるCO2排出削減の検
討および取組みを行い、啓発活動を継続した。 7名

保安教育功労賞 技術・保安部会…炭酸ガス技術WG代
表… 越部　　薫

「液化炭酸ガス関係基準類」の作成ならびに全国における
炭酸ガス保安講習会において保安教育を実施した。 11名

地域功労賞

東北地域本部
… 葛西　信二

東北地域本部においてガス事業に関連する種々の分野の
危機管理体制の構築に尽力した。 1名

北陸地域本部
… 小倉　善興

長年にわたり北陸地域本部の発展に貢献し、保安の啓発
活動および容器管理の徹底等に携わった。 1名

中国地域本部
… 藤井　基博

長年にわたりJIMGAの中国地域における産業ガスの牽
引役として活躍した。 1名

安全賞

東京酸素窒素㈱ 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所

北酸高圧瓦斯㈱ 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所

大洋化学工業㈱ 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所

協和ガス㈱…大阪工場 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所

四国大陽日酸㈱…香川営業所 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所

山陽酸素㈱ 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所

㈱鶴崎サンソセンター 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所

鹿児島酸素㈱ 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所
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業務功労賞
広報委員会タスクフォース

大岡　光寿 岩谷産業㈱
野田　優子 エア・ウォーター㈱
鎌田　暁子 大陽日酸㈱
永田　敦子 日本エア・リキード㈱

災害功労賞
技術・保安部会　水素技術WG

御手洗浩二 岩谷瓦斯㈱
井原　理博 岩谷瓦斯㈱
岡本　　歩 大陽日酸㈱
磯部　佳伸 昭和電工㈱
佐藤　研一 尼崎水素販売㈱
生原　一樹 伊藤忠工業ガス㈱
岸本　顕嘉 岩谷産業㈱
柴田　展良 エア・ウォーター㈱
時田豊志和 エア・ウォーター・ハイドロ㈱
丸山　利和 新日鉄住金化学㈱
柏山　幸一 ㈱鈴木商館
山田　修三 東亞テクノガス㈱
島田　寿郎 東京ガスケミカル㈱
上田　義人 東曹ダイスイ㈱
中市　寛彦 東邦アセチレン㈱
曳地　項次 新潟水素㈱
宮脇　一嘉 日本エア・リキード㈱
小林　　隆 福岡酸素㈱
板倉　久郎 北酸高圧瓦斯㈱
澤田　庸介 丸由工材㈱
安久井　満 ㈱渡商会

環境保全功労賞
環境・安全部会

省エネフォローアップ小委員会
小長谷義明 大陽日酸㈱
山根　広幸 日本エア・リキード㈱
宮川　卓男 エア・ウォーター㈱
森山　秀樹 岩谷産業㈱
斉藤　寿一 岩谷産業㈱

標準化功労賞
容器RFタグ運営委員会WG

横谷　和貴 岩谷産業㈱
永野　訓司 高圧ガス工業㈱
竹村　　忠 高圧ガス工業㈱
川井　幸輔 岩谷産業㈱
河原　英昭 エア・リキード工業ガス㈱
橋本　和宏 エア・リキード工業ガス㈱
白井　清司 エア・ウォーター㈱
塚本　　健 エア・ウォーター㈱
及川　　哲 エア・ウォーター㈱
河野　靖彦 大陽日酸㈱
沼田　博美 大陽日酸㈱
平尾浩二郎 大陽日酸㈱
壼内　俊宏 大陽日酸㈱
長谷川正泰 小池酸素工業㈱
伊藤知佳子 全国高圧ガス容器検査協会
坂東　竹夫 岩谷情報システム㈱
村上　泰之 岩谷情報システム㈱
上林　亮司 高圧ガス工業㈱
三戸　勇一 ㈱巴商会

標準化功労賞
技術・保安部会　国際会議派遣チーム
金田　孝雄 岩谷瓦斯㈱
斎藤　信三 元…岩谷瓦斯㈱
野村　眞澄 高圧ガス工業㈱
井本　　弘 元…関東アセチレン工業㈱
那須　　隆 高圧ガス工業㈱

流通改善功労賞
企画部会　グリーン物流WG

網倉　吉彦 日本エア・リキード㈱
水津　久徳 岩谷産業㈱
奥島　賢治 エア・ウォーター㈱
高橋　将智 エア・ウォーター炭酸㈱
盛野　康雄 昭和電工ガスプロダクツ㈱
野村三千昭 大陽日酸㈱
水口　宏之 日本液炭㈱

保安教育功労賞
技術・保安部会　炭酸ガス技術WG
越部　　薫 日本液炭㈱
菊池　義明 エア・ウォーター炭酸㈱
澤田　　昇 昭和電工ガスプロダクツ㈱
及川　行夫 上毛天然瓦斯工業㈱
嘉陽　邦彦 岩谷産業㈱
塚本　　元 近畿炭酸㈱
細山田　学 東京炭酸㈱
長谷川光一 知多炭酸㈱
日下　裕之 岩谷産業㈱
高橋　信行 東京炭酸㈱
渡邉　一範 知多炭酸㈱

地域功労賞
葛西　信二 ㈱東酸
小倉　善興 宇野酸素㈱
藤井　基博 藤井商事㈱

表彰式の模様
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平成26年度　定時総会

＜医療ガス部門＞… （順不同・敬称略）

表彰区分 受賞者名 受賞理由 対象者・
事業所数

会長賞 MGR委員会…代表　
… 松田　常博

JIMGAの主要事業になったMGR制度は、医療ガスの安全供
給のための従事者の質の向上に大きく寄与し、医療機関をは
じめ多方面から評価されている。業界の社会的地位向上に大
いに貢献しており、この制度の構築を担ったWGとその後の
制度充実を図ったMGR委員会の功績は特に顕著である。

14名

業務功労賞 岩澤　利雄
長年にわたり会長を補佐し協会の発展に寄与した。
特に産業ガスと医療ガスの両協会の合併に尽力し、
現在の協会の礎を築いた。

1名

災害功労賞 中村　静男
長年にわたり中国地域本部保安委員長を務め、災
害・保安対策に尽力した。特に管内5県との「災害時
協定」締結に寄与した。

1名

保安教育功労賞

松井美嘉子
長年にわたり在宅酸素講習会の親委員会委員として
委員会の運営に参画した。講師としても在宅酸素療
法従事者のレベル向上に貢献した。

1名

小笠原　司
長年にわたり北海道における医療ガス保安講習会の
運営に尽力し、自ら講師を務めるなど保安教育の充
実に貢献した。

1名

地域活動功労賞

近畿地域本部
… 山下　英世

長年にわたり近畿地域本部の役員を歴任した。阪神大震
災時には医療ガスの供給に尽力し、兵庫県との協定に基
づくBCP策定を主導するなど地域活動に貢献した。

1名

中国地域本部
… 山田　幸助

長年にわたり地域本部副本部長を務め、特に平成24
年度に山口県との「災害時協定」の締結に尽力する
など地域活動に貢献した。

1名

安全賞

㈱佐藤酸素 長年にわたり無事故・無災害記録を継続し、東日本大
震災時には医療機関の業務継続に多大な貢献をした。 1事業所

㈱アポロ月山
長年にわたり無事故・無災害記録を継続し、保安講
習会、防災訓練、放置容器撲滅、商慣行改善に率先
して取組んでいる。

1事業所

埼京日酸㈱
長年にわたり無事故・無災害記録を継続し、東日本
大震災時には救援用医療用酸素の集積基地として支
援活動に貢献した。

1事業所

㈱サイサン…医療ガス部茨城営業所
長年にわたり無事故・無災害記録を継続し、東日本
大震災時には埼玉県から被災地への医療ガスの供給
を継続した。

1事業所

菅沼産業㈱…千葉工場
長年にわたり無事故・無災害記録を継続し、医療ガ
スの安全な消費について医療機関にきめ細かい指導
を実施している。

1事業所

㈱ステリテック 長年にわたり滅菌ガス事業において埼玉県加須市と神戸
市のセンターで無事故・無違反記録を継続している。 1事業所

㈱日本高圧瓦斯 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所

東遠ガス熔材㈱ 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所

岩谷瓦斯㈱…東海事業所岡崎工場 長年にわたり無事故・無災害記録を継続している。 1事業所

㈱スミダ酸素商会…垂水支店
長年にわたり無事故・無災害記録を継続し、阪神大
震災時には医療機関へ援助を行った。また緊急時対
応訓練を継続している。

1事業所

中国アセチレン㈱…宇部営業所 長年にわたり無事故・無災害記録を継続し、保安講
習会の開催にも積極的に取組んでいる。 1事業所

高松帝酸㈱…徳島営業所
長年にわたり無事故・無災害記録を継続し、在宅酸
素装置の保守点検業務は医療関係者から高い評価を
得ている。

1事業所

土佐酸素㈱…宿毛営業所
長年にわたり無事故・無災害記録を継続し、地域の
医療ガス供給拠点として供給確保に向けた防災体制
の構築を進めている。

1事業所

㈱武田商事 長年にわたり医療ガス製造工場の無事故・無災害記
録を継続している。 1事業所
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会長賞
MGR委員会

松田　常博 日本エア・リキード㈱
大岡　光寿 岩谷産業㈱
藤田　　進 大陽日酸㈱
中島　昭人 大陽日酸㈱
境谷　武久 日本エア・リキード㈱
江場　大二 ㈱エバ
河島修一郎 帝人ファーマ㈱
三浦　　亨 エア・ウォーター㈱
加藤　俊康 エア・ウォーター・メディカル㈱
平尾浩二郎 大陽日酸㈱
村上　良二 バイタルエア・ジャパン㈱
髙平　進一 エア・ウォーター・メディカル㈱
小林　　浩 東京慈恵会医科大学講師
武田　純三 独立行政法人…国立病院機構　

東京医療センター病院長

受賞者の皆様

業務功労賞
岩澤　利雄 ㈱イワサワ

災害功労賞
中村　静男 ㈱中村酸素

保安教育功労賞
松井美嘉子 前日本訪問看護財団主任教員
小笠原　司 エア・ウォーター・テクノサプライ㈱

地域活動功労賞
山下　英世 ㈱水島酸素商会
山田　幸助 ㈱特殊ガス商会
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平成26年度　定時総会

日　時：平成26年6月10日（火）17:30 ～ 19:00

場　所：東京會舘

参加人数：295名

会長挨拶

会長　間　邦司

本日はお忙しい中、多数の皆

様にお集まりいただきありがと

うございます。また日頃からお

世話になっております経済産業

省の谷審議官はじめ幹部の方々、厚生労働省の原

医政局長はじめ幹部の方々、高圧ガス保安協会の

作田会長はじめ幹部の方々、全溶連の幹部の方々

等多数のご来賓にご出席いただき誠にありがとう

ございます。

日本経済はアベノミクスによって良くなりつ

つありますが、我々の産業・医療ガス業界はエネ

ルギー価格が高騰しているなどまだまだ予断を許

さない状況にあります。このような厳しい状況下

でJIMGA会長を仰せつかったわけで、誠に身の

引き締まる思いであります。

豊田前会長におかれましては、産業・医療ガス

業界に公正取引委員会の一斉立ち入りがあった平

成22年に会長に就任され、翌年は千年に一度と

いう東日本大震災と福島原子力発電所の事故に遭

遇し、その後エネルギー価格が高止まりするとい

う状況に加え、本年4月には消費税増税もあり、

非常に難しい時期にJIMGAの先頭に立ち、その

識見と実行力で多大な貢献をいただき、厚くお礼

を申し上げます。

私は会長に就任するに際して、産業・医療ガス

業界の地位の向上と、コンプライアンスの重視が

何よりも重要であると考えます。コンプライアン

スなしに業界の地位向上はありえませんので、ま

ずこの2つを前面に立てて取組んでまいりたいと

思います。JIMGAは産業ガス部門、医療ガス部

門とも大変多岐にわたって課題を抱えています。

先ほどの定時総会におきましてそれぞれの事業計

画をご承認いただきましたので、その計画の達成

に向けて微力ながら全精力を傾けてまいります。

皆様におかれましてもご協力いただけますようよ

ろしくお願い申し上げます。

最後に産業・医療ガス業界がJIMGAを通じて

日本経済の発展、国民生活の向上に貢献すること

を目指し、新役員一丸となって、また会員各位の

お力を借りて活動してまいりたいと思いますの

で、倍旧のご支援ご指導をお願い申し上げて、私

の会長就任の挨拶とさせていただきます。

ご来賓祝辞

厚生労働省医政局長　

原　徳壽　殿

日本産業・医療ガス協会にお

かれましては平素より医療ガス

の安定供給、在宅酸素療法用酸

素供給装置の保守点検業務を通

じ、医療を支える医療ガス事業の健全な発展に貢

献されるとともに、我が国の保健医療水準の向上

に寄与されてこられる等、これまでの協会のご尽

力に心から敬意を表します。

現在わが国では、高齢化の進展、高度な医療の

普及、国民の意識の変化など医療を取り巻く環境

が大きく変化しつつあります。厚生労働省として

は超高齢社会を迎える中で、地域で必要な医療・

介護を引き続き確保していくためには、病床機能

の分化、連携などを進め、効率的かつ質の高い医

療提供体制を整備していくことが必要であると考

えており、今国会に医療介護総合確保推進法案を

提出し、現在ご審議いただいているところです。

こうした状況の下、引続き国民の医療に対する

信頼に応えていくためには、医療ガスの供給を始

懇親会
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めとした医療を支える分野で安心・安全を確保し

ていくことが重要であると考えます。

日本産業・医療ガス協会におかれましては、こ

れまでも医療ガスの安全管理に関する指導、情報

提供や各種講習会の開催などにより、医療ガスの

安定供給や質の向上に努めていただいています。

また、災害時における医療ガスの安定供給を図る

ため各都道府県と災害時防災協定の締結を進めら

れ、本年6月5日に山梨県と協定を締結されたこ

とで、すべての都道府県との間で協定の締結を終

えたと伺っています。こうした取組みは安心・安

全な医療体制を提供する上で非常に重要であると

考えており、今後も継続して取組まれることで我

が国の医療水準の向上に寄与されることを期待し

ています。

最後に日本産業・医療ガス協会の益々のご発展

とご参集の皆様のご健勝とご活躍を祈念いたしま

して、私のご挨拶とさせていただきます。

経済産業省大臣官房審議官（製造産業局担当）

谷　明人　殿

はじめに豊田前会長はじめ役

員の皆様方におかれましては、

この激動の時代に大変なご尽力

をいただきましたことに敬意を

表させていただきます。また本日ご就任されまし

た間新会長はじめ新役員の皆様方、引き続きどう

ぞよろしくお願いいたします。本日ここにご列席

の皆様方におかれましては、我が国の産業・医療

ガスの安定的な供給を通じて我が国の産業および

国民生活をご支援いただいていることに感謝申し

上げます。

今後、電力高騰そして消費税転嫁問題等、苦難

な道があるかと思いますが、弊省も共に歩み、こ

の産業を盛り上げて行きたいと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

高圧ガス保安協会会長

作田　頴治　殿

本日は日本産業・医療ガス協

会の定時総会が滞りなく取り行

われたと承知しております。関

係者の皆様方のご尽力に対し心

からお慶びを申し上げます。また本日はこの定時

総会で2期4年にわたり会長を務められた豊田前

会長が退任され、後任に間新会長が就任されまし

た。豊田前会長には私ども高圧ガス保安協会が大

変お世話になっており、この席をお借りして改め

て御礼を申し上げたいと思います。また間新会長

には今後ともご指導のほどよろしくお願いいたし

ます。

豊田前会長のご功績について若干申し上げた

いと思います。豊田前会長は着任早々に新たな目

標を掲げられ、強力なリーダーシップの下でさま

ざまな分野で大きな成果を上げられ、JIMGAの

発展に多大な貢献をされました。そのご功績が極

めて広範囲にわたっておりますので今回は高圧ガ

ス保安協会と関係の深い分野に限ってお話しさせ

ていただきます。

まずは平成23年3月の東日本大震災の対応でご

ざいます。東日本大震災は千年に一度と言われる

大震災でしたが、この震災では甚大な災害が発生

しただけではなく、多くのサプライチェーンが寸

断され、国内の生産活動が長期的停止というよう

な事態に陥りました。これは高圧ガス関連の産業

も無縁ではなく、多くの一般高圧ガスの充てん所

が機能停止に追い込まれ、また大津波に巻き込ま

れた多くの容器が流出しました。このような事態

に対し、JIMGAは豊田前会長の下、被災地の復

旧と流出した容器の回収に最大限の努力を払わ

れました。当時の経済産業省への報告によると、

流出したボンベは約1万本です。それが極めて短

期間になんと90%が回収されたと言われておりま

す。こうした高い回収率が二次災害の防止におい
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て大きく貢献したということは否定できません。

次にこの大災害を契機にJIMGAは「充てん工

場の地震対策指針」の見直しに着手し、平成24

年11月には容器の転倒防止と津波対策を盛り込

んだ新たな改訂版を発行されています。この改訂

版は被災地となったJIMGA東北地域本部の体験

をもとに編成されたと聞いています。高圧ガスの

関連企業にはこの指針をもとに、将来起こり得る

災害について万全の方策が着実に取られることを

期待しております。

3番目は容器RFタグ導入のご尽力です。RF

タグは所有者不明あるいは放置容器の撲滅のた

めのツールとして有効であるばかりでなく、業界

の商慣行の改善等にも寄与する極めて重要な、メ

リットのある仕組みです。今年3月末現在で 11社

87拠点において約37万1千本が装着されていると

伺っています。RFタグの導入につきましては、さま

ざまな難しい問題も山積しておりますが、JIMGA

におかれましては業界全体にこのRFタグの普及を

目指し、ぜひ今後ともご尽力をいただきたいと考

えております。

それから第4は高圧ガス業界全体に関わる話に

なりますが、豊田前会長は電力の安定供給に対し

て極めて大きな努力を払われてきました。言うま

でもなく電力の安定供給は高圧ガス業界にとって

死活問題の重要事項です。東日本大震災により全

国の原子力発電所がすべて停止するという異常事

態になり、電力の安定供給が阻害される、あるい

は電気料金が再三にわたって引き上げられるとい

う異常事態がありました。こういった状況を踏ま

え、豊田前会長は持ち前のバイタリティと手腕で

各方面において電力の安定供給について大変大き

な努力を払われました。そのご努力につきまして

心から敬意を表したいと思います。

最後になりましたが、最近の高圧ガスの事故

について若干述べさせていただきます。一般高圧

ガスの事故件数は平成12年以降、10年以上にわ

たり毎年のように増加を続けています。平成23

年には事故件数は490件と大変な数に上っていま

す。ただこの数字には東日本大震災の事故件数が

約80件含まれていますので、実際のピークは平

成24年の426件となります。それが平成25年に

は、現時点の数字では350件になり、前年に比べ

て76件のマイナスになっております。ようやく

この増加傾向に歯止めがかかったかと思っていた

ところです。皆様ご存じのように平成23年11月

から24年9月までの1年にも満たない間に、大手

の化学会社で歴史に残るような大事故が3件も起

こりました。この事故のあとは1年ほど大きな事

故もなく、やや小康状態かなと思っておりました

が、残念ながら今年1月、三重県で半導体の原材

料の工場で一度に5名もが亡くなるという大変深

刻な事故が発生しました。この事故は厳密には高

圧ガスの事故ではないのですが、一般高圧ガスと

も共通点を有しています。こうした事態を考える

と、一般高圧ガスの保安状況はまだまだ決して楽

観できない状況です。皆様におかれましては今後

とも引き続き高圧ガスの安全について今いっそう

のご努力をお願いしたいと思っております。

結びになりましたが、豊田前会長のさまざまな

ご功績に対して重ねて感謝を申し上げます。間新

会長におかれましては豊富なご経験をご活用され

まして、JIMGAのさらなる発展と繁栄に寄与さ

れますよう祈念いたしまして挨拶に代えさせてい

ただきます。

乾杯挨拶

副会長　今井　康夫

本日は大変お忙しい中ご参集

いただきまして、誠にありがと

うございます。

先ほどの理事会におきまして

間会長の下で新体制が決まりましたが、豊田前会

長が提唱された2つの原理である業界の地位の向
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上、コンプライアンスの徹底をぜひとも頑張って

行きたいと思っております。

JIMGAは豊田前会長の下で着々たる成果を上げ

てきました。私どももやはり会員の皆様のニーズ

に応じた努力をしていかなければならないと思っ

ております。どうぞ宜しくお願いいたします。

ここにご参集いただいております皆様のご健勝と、

JIMGAの飛躍を祈念いたしまして、乾杯の挨拶

とさせていただきます。

中締め挨拶

副会長　鈴木　慶彦

豊田体制から間体制に変わり、

JIMGAは新しいメンバーでスター

トすることとなりました。思い

起こすと、豊田前会長は就任

された時に全地域本部を精力的に回られました。

JIMGAに命を懸けておられたように思われまし

た。先ほどの2つのテーマの他にも、医療ガスで

4つのテーマ、産業ガスで4つのテーマを掲げ精

力的に仕事をされました。それを引き継ぐ間会長

は大変であろうかと思いますが、我々一丸となり

精一杯後押しをいたしますのでよろしくお願いい

たします。

産業・医療ガスは日本を支える大切な役割を

担っています。産業ガス業界も医療ガス業界も頑

張らなければなりません。両業界のますますの発

展と本日お集まりの皆様のご健勝を祈念いたしま

して挨拶に代えさせていただきます。

懇親会の模様
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平成25年度　事業報告
産業ガス部門事業報告

1．主要会議

産業ガス部門総会・定時総会

平成25年6月12日

理事会

第1回：平成25年6月12日

第2回：平成25年6月12日

理事会・評議員会合同会議

第1回：平成25年5月22日

第2回：平成25年11月28日

賀詞交歓会

平成26年1月15日

全国事務局長会議

平成26年1月15日

臨時理事会

第1回：平成25年7月30日

第2回：平成25年9月13日

緊急事務局長会議

平成25年8月28日

緊急本部長会議

平成25年10月15日

2．総務部会

第1回：平成25年5月16日

議題：

（1）前回議事録の確認

（2）…平成25年度理事会・評議員会合同会議、定

時総会の開催について

（3）…平成24年度決算案及び平成25年度予算案

について

（4）表彰制度の運用と選考について

（5）…水素ステーション関連技術基準検討のNEDO

事業の受託について

（6）事務所移転について

（7）入退会の会員について

（8）事務局職員の異動について

第2回：平成25年10月31日

議題：

（1）前回議事録の確認

（2）平成25年度産業ガス部門上期決算について

（3）評議員会・理事会合同会議の開催について

（4）事務局職員の異動について

報告事項：

（1）消費税増税対応報告

（2）会員の現状について

表彰制度…選考委員会

（1）…第2回目表彰受賞者の選考を行った。第1

回目の功労賞に加え、安全賞も選考した

3．広報委員会

平成25年度は、各種媒体の活用で広報活動を更

に推進した。また、地域巡回会議において、広報

活動に関する意見を求め、集約した。産業ガス部

門の活動として、以下の5点を重点的に実施した。

（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、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、3月末に春号Vol.30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

タ等とした。Vol.27を踏襲し、名簿を本部、

地域共にWGまで拡大。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20号（2月末）を偶数月

の月末に発行した。定時総会や表彰受賞者
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発表、理事会・評議員会のイベントの報告

や各ワーキングの活動報告、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。表彰

受賞者、電力問題への対応、JIMGA主要課

題および取組み状況を発表。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。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。

11月28日、定例記者懇談会を開催。各部門

の主な取組みを発表。19社19名が出席し、

8紙（内一般紙1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を実施

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

め集約した。

4．企画部会

平成25年5月8日、平成25年11月5日の2回開

催。各WGの活動計画や活動報告について審議を

行った。

（1）長期停滞容器回収推進WG

①　…ウェブサイトにて、各地で発行された「容

器管理指針」の発行状況を適宜更新し、

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、ウェブサイトに掲

載した。

②　…「容器管理指針」の発行支援では、山形、

山梨、滋賀、奈良、岡山、山口から指針

やチラシが発行され、発行済みが 34 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、来期

も検討を継続することとした。これに伴

い、WG名の変更も検討予定。

（2）グリーン物流WG

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 を上回った｡ また､…

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、燃料原単位を調査した

ところ、平成18年度を 100 として平成24

年度は99となった。平成23年度に比較し、

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。また、

実際に配車を行っている方々にパート

ナーシップガイドラインに関する理解を

深めて頂くための資料を作成することで

合意した。「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。

（3）容器処理WG
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平成25年7月24日「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。容器

特別回収配布文書（ポスター）などの審議を

行った。

（4）電子データ交換標準化WG

平成25年度は計10回のWG会議を開催。WG

とは別に、EDI業者への説明会等を 3回実施。

詳細検討の場として、サブワーキングを 4回

開催。昨年8月29日のキックオフ以来、17

回のWGと 4回の作業会議および 4回のサブ

ワーキングを開催した。

業務面の対象（発注、出荷、支払い）、項目（価

格、納期）、流れ（発注→納期回答→出荷→

支払）等の項目を決定し、テストデータを

作成するまでに作業が進捗し、委員会社間

でテストデータの交換を実施した。

更に、技術面では、フォーマット、通信規

約の確定を目標としてシステムベンダー 6

社から費用を含めた提案を受け、機能、セ

キュリティ、コスト、実績、スケジュール

等を吟味し日立システムズ社に内定した。

平成26年6月のテスト稼働を目標として、

データフォーマットの確定作業と運用ルー

ル策定作業を実施。

5．容器RFタグ運営委員会

（1）……平成23年4月に開始した全国展開フェーズ

｢Step4｣ が3年目となった。北海道、東北

の拠点が増え、全国展開が加速。3月時点、

11社87拠点で37万本の容器へRFタグを装

着。

（2）……課題対応として主に次の3点に取組んだ。

①小型容器用RFタグの開発②ビール業界な

ど飲料メーカーとの共有化③容器検査所に

おけるRFタグの取付け。

（3）……普及・促進活動として、主に次の4点に取

組んだ。①普及のためのスペシャル SWGを

創設し、新説明資料RFタグを利用した容器

管理の優位性」を作成し全国9地域本部で

説明会を実施、302名が受講した②国際ウ

エルディングショーへの出展で合意し、準

備を行った③RFタグベンダーリストの掲載

等、ウェブサイトの充実を図った④訪問先

リストを整備した。

（4）……ISO規格化に向けた取組みとして、平成26

年2月パリ会議にてDISの登録が決定した。

（5）……周波数帯移行への対応（ソフトバンクモバ

イル社への対応）として、SBMと各社が交

渉を開始できるよう環境が整ったと判断

し、各社が平成26年3月移行完了を決定し

た。

6．技術審議委員会

平成25年5月22日、平成25年11月22日開催。

（1）審議、承認案件は計11件。案件の一例は、

　・液化ヘリウム取扱い指針　2013年改訂版

　・e-ラーニング「炭酸ガスの安全な取扱い」

　・カードル自主技術指針　初版

　・…高圧ガスローリ乗務員保安指針　2013年

改訂版

7．技術・保安部会

平成25年5月10日、11月6日開催。部会全体の

活動実績、計画の報告、承認。産業ガスレポート

原稿依頼。

（1）容器技術WG

①　…ISO/TC58国内委員会への参画と基準原案

の検討。ISO原案の審議は18件、例えば

　　・アセチレン容器の定期検査と保守（賛成）

　　・…ガス特性と関連分類（FTSC）コード（賛成）

②　…容器非破壊検査に向けた、AE（アコース

ティックエミッション）試験についての

調査、学識経験者との意見交換を実施し

た。
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（2）超低温貯槽WG

①　…ISO/TC220国内委員会への参画と基準原

案の検討。ISO原案の審議は6件、例えば

　　　・…1000L未満可搬式真空断熱容器運用要

件（賛成）

　　　・…超低温運用への圧力リリーフ付属品

（賛成）

②　…TC220国際会議へP（Participant）メンバー

として初めて参加した。

③　…「超低温液化ガス充填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」

「CEの構造と安全な取扱い・日常巡回点検」

「ねじはめ輪の安全な取扱い」について地

域本部主催セミナーで周知徹底。

（3）充てん技術WG

①　…「カードル自主技術指針」作成。技術審議

委員会に上程し、承認された。中国地域

本部セミナーで説明会を開催した。

②　…「充てん工場の地震対策指針：追補」の

説明を全国保安セミナーで開催し、普及

啓発を実施した。

③　…WG委員スキルアップを目的とした、水

素エネルギー製品研究試験センター、北

九州水素タウンの見学を実施した。

（4）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）に関する自主検査指針の策

定をした。今後はKHKSとして制定される

予定である。超低温貯槽WGと連帯し高圧

ガスローリ乗務員保安指針の改訂を行っ

た。技術審議委員会に上程し、承認を受け

改訂版の発行をした。　

（5）教育・研修WG

①　…JIMGA…e-ラーニング「炭酸ガスの安全

な取扱い」を作成。技術審議委員会に上

程し、承認を受けてウェブサイトに掲載

した。

②　…JIMGAe-ラーニングとして新規に「酸素

の安全な取扱い」を作成。技術審議委員

会に上程予定。

（6）溶解アセチレン技術WG

①　…溶解アセチレン技術WG会議を3回実施

し､ 各種課題について検討した。

②　…溶解アセチレンのGHS対応ラベルを検討

した。

③　…ISOのWG9会議で検討していたISO…10426

が、平成25年12月にISOとして発行された。

（7）炭酸ガス技術WG

①　…炭酸ガス関連会員20社の総会を期初に

開催、JIMGA技術・保安部会、環境安全

部会、国際部会への派遣委員の活動報告

を中心に、情報の共有化を図った。

②　…代表8社による定例会議で、炭酸ガスに

関する課題の紹介を実施した。また炭酸

ガス保安講習会の総括、反省、次回への

検討課題検討を総会において、地域本部

炭酸ガスグループ長を招き、意見を交換

すると共に事務局が地域本部炭酸ガスグ

ループの会議に同席し更に意見を収集し

た。

③　…化学品安全WGの進捗状況を注視しなが

ら健康有害資料を収集した。また同WG

にて作成中の酸素のSDSが完成後、それ

をモデルにして炭酸ガスのSDSおよびラ

ベルの見直し作業を実施する予定。

④　…炭酸ガス飲料メーカー資料館および工場

を見学（10月3日）ならびにガス漏洩検知

器メーカーにて研修を実施（10月4日）し

た。

（8）特殊ガス企画委員会および特殊ガス技術WG

①　…平成25年の半導体材料ガスおよび標準

ガスの統計を作成した。

②　…法規制の変更等に伴いジクロロシランお

よびトリメチルインジウムのSDSを改訂
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平成26年度　定時総会

した｡

（9）水素企画委員会および水素技術WG

①　…水素企画委員会は、平成25年度圧縮水

素仕向先別・荷姿別出荷実績集計表な

らびに平成26年度支部別水素プラント

定期修理計画表を作成。平成25年度の

圧縮水素出荷実績は91,188千m3、前年比

92%｡

②　…水素技術WGは、｢ヒヤリハット事例集

（水素編）｣ の改訂作業を進め、平成26

年3月に完成した。

（10）安全統計WG

①　…平成24年労働災害統計調査を実施、分

析を行った。死傷者発生事故件数12件、

度数率0.30、強度率0.006と昨年より大幅

に好転した値となった。

②　…平成24年高圧ガス関係事故（災害）のト

レース、分類、改正を推進。「JIMGA安全

ニュース No.8」として作成中。

③　…産業ガス業界のヒヤリハット事例集（労

働災害編）を作成。JIMGAウェブサイト

に掲載した。

（11）ヘリウム技術WG

①　…「液化ヘリウム取り扱い指針」の安全確

認等内容を見直し改訂し、JIMGAウェブ

サイトに掲載した。

②　…液化ヘリウムの海上輸送における法的解

釈についてWG内で勉強会を実施、情報

の共有化を図った。

③　…JISZ7253の制定にそったSDSに改訂作業

実施中。

（12）水素スタンドプロジェクト

①　…「液体水素による貯蔵・水素スタンド規制・

基準」については、実施計画に従い当該ス

タンドの省令改正案および例示基準案を

作成した。ただし、基準案中、火気離隔

距離のみ追加検討を要請されており、安

全性に関する実験データを追加取得し提

出する予定。

②　…「2種製造設備に相当する水素供給設備

の技術基準」については、対象とすべき

小規模水素スタンドのモデルを決定する

ため、現行法調査、サプライヤー・ユー

ザーに対するニーズ調査、既存設備の調

査等を実施し、基準作りの方向性・ロジッ

クを決定した。

③　…別途、特定設備からの除外を要望して

いた高圧水電解装置については、このた

び特定設備であることが明確化されたた

め、NEDO事業としては小規模水素スタ

ンド基準作りの一環として、本装置の特

定設備特認取得を通じた安全性確認を実

施することに計画変更した。

8．環境・安全部会

平成25年5月13日、11月12日に部会を開催。各

WGより活動実績および活動計画の報告を実施。

（1）環境保安WG

①　…平成24年度環境自主行動計画フォロー

アップ調査を行い、エネルギー原単位指

数で73（平成2年=100）を達成、日化協の

努力目標値の80の達成を確認。「JIMGA

環境ニュース」を作成、JIMGAウェブサ

イトに掲載した。

②　…「JIMGA省エネルギー事例集2013年度版」

を作成JIMGAウェブサイトに掲載した。

③　…「セパレートガスの2012年度のLCI､ CFP」

を作成。

（2）化学品安全WG

①　…JIS（酸素・窒素・アルゴン）の改訂検討

実施。アルゴン中の窒素分の分析として

放電スペクトル法の導入状況等を確認。

②　…「GHSに対応した産業ガスの分類・表示・

SDSガイドブック」を改訂し、JIMGAウェ
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ブサイトに掲載した。

③　…産業ガス29種類をJISZ7253 の制定にそっ

たSDSに改訂作業実施中。

9．国際部会

平成25年5月14日、11月12日に開催。IHC対応

WGと規制改革WGの活動実績、年間行事計画の

報告および承認。IOMA（GC含む）への対応、台湾

TIHPGIAとの技術交流会の開催（平成26年3月31

日）並びにIHC国際会議の対応。

（1）IHC対応WG

①　…IHC発行プロジェクトのJIMGA自主基準

化の推進（平成25年課題は8件）例えば、

　　・遠心式酸素圧縮機安全指針

　　・複層断熱容器の海上輸送指針

　　・…低温貯槽充填時の過圧力の防止および算

定方法

　　・水素改質器運転の燃焼安全ガイド

②　…JIMGAリードプロジェクトについて他

協会の整合化作業をフォロー（2件）

　　・半導体用特殊材料ガスの安全な取り扱い

　　・…セレン化水素（JIMGA単独リードのプロ

ジェクト）

③　…整合化プロジェクト進捗管理情報を他協

会と共有

④　…IOMA及び地域別団体であるEIGA、CGA、

AIGAとの交流、関係継続

（2）規制改革WG

①　…規制改革要望事項の発掘、募集、内容審

議、官への提出、実現に向けての行動。「溶

解ガスの取扱い」、「認定設備の変更工事

に伴う認定の取扱い」は、3月末に経済

産業省にて開催された産業構造審議会保

安分科会高圧ガス小委員会にて経済産業

省案が審議・承認された。

②　…平成13年からの継続審議中の14課題の

実現を目指し、引き続き関係省庁、特に

経済産業省との打合せを実施（例えば、

材料試験における曲げ試験の表裏区別の

緩和、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、在宅液化

酸素装置の製造届出に関する要件緩和・

見直し、他）。

③　…海外の規制・基準の調査、情報の発信。

　　引き続き調査等継続。

10．地域本部と本部との一体運営

（1）……地域本部との情報共有化、一体運営の促進

を図るために、豊田会長が9地域本部全てを

訪問、打合せを実施。

（2）……平成25年8月28日に緊急事務局長会議、平

成25年10月15日に緊急本部長会議を開催。

消費税増税への対応について本部から説明

を行った。平成26年1月15日に事務局長会

議を開催。豊田会長地域訪問時の要望等に

対する対応や、内部監査結果報告、表彰制

度の運用について打合せを行った。
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平成25年度 総会、部会、WG会議等開催記録

№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議…
回数

開催日
H25年 H26年

　総会・理事会・評議員会・賀詞交歓会等

1 平成25年度産業ガス部門総会・
定時総会

産業ガス部門総会
1. 産業ガス部門評議員選任の件
定時総会
1. 平成24年度事業報告及び決算の承認を求める件
2. 平成25年度事業計画及び予算の承認を求める件
3. 評議員・理事・監事選任の件

1回 6/12

2 理事会 第1回

第2回

1. 平成25年度定時総会議題について
2. 登記事項の変更について
1. 副会長及び部門別理事会所属理事の選任につ
いて

2. 総会等における会長に事故があるときの議長
就任順位について

2回 6/12
（第1回、2回）

3 臨時理事会 第1回

第2回

1. 専務理事代行の選任（案）について
2. 組織規程の一部改正（案）及び組織細則の制定
（案）について
3. 消費税の円滑かつ適正な転嫁のための転嫁の
方法及び価格の表示の方法に関する基準（案）
の制定について

1. 消費税の円滑かつ適正な転嫁のための転嫁の
方法及び価格の表示の方法に関する基準（案）
の制定について

2回 7/30、9/13

4 理事会・評議員会合同会議 第1回

第2回

1. 平成24年度事業報告及び収支決算報告の件
2. 平成25年度事業計画及び収支予算（案）の件
3. 評議員候補者選任の件
4. 入会希望事業者審査の件
5. 表彰対象者決定の件
6. 平成25年度定時総会招集の件
7. その他報告事項（①本部事務所移転の件、②電
力問題対応の件、③水素利用技術研究開発事
業（NEDO事業）に関する件、④今後の主要日
程）

1. 入会希望事業者審査の件
2. 平成24年度上期活動報告の件
3. 平成25年度中間決算財務諸表報告の件
4. その他報告事項（①消費税特別措置法への対
応の件、②台湾高圧ガス協会との技術交流会
契約骨子の見直しの件、④今後の主要日程）

2回 5/22、11/28

5 賀詞交歓会 　東京會舘にて開催 1回 1/15

№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　技術審議委員会

1 技術審議委員会 第1回

第2回

1. 前回議事録案の確認
2. 国際会議出席旅費一部負担実績
3. 上程案（7件）の審議
1. 前回議事録案の確認
2. 国際会議出席旅費一部負担実績
3. 上程案（4件）の審議、承認

2回 5/22、11/12
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№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　総務部会

1 総務部会 第1回

第2回

1. 前回議事録の確認
2. 平成25年度理事会・評議員会合同会議、定時
総会の開催について

3. 平成24年度決算案及び平成25年度予算案につ
いて

4. 表彰制度の運用と選考について
5. 水素ステーション関連技術基準検討のNEDO
事業の受託について

6. 事務所移転について…
7. 入退会の会員について…
8. 事務局職員の異動について
1. 前回議事録の確認
2. 平成25年度産業ガス部門上期決算について
3. 評議員会・理事会合同会議の開催について
4. 事務局職員の異動について
5. その他報告事項（①消費税増税対応報告、②会
員の現状について）

2回 5/16、10/31

2 表彰制度　選考委員会 1. 表彰候補者の選考について 1回 4/4

№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　広報委員会

1 広報委員会 第1回

第2回

1. 前回議事録の確認
2. ホームページの内容について
3. 産業ガスレポートについて
4. JIMGAnewsについて
5. マスコミへの発信について
6. 平成24年度事業報告及び平成25年度活動報告
7. 医療ガス部門広報活動について
8. その他報告事項（①事務所移転について、②表
彰制度の運用開始について）

1. 前回議事録の確認
2. ホームページについて
3. 産業ガスレポートについて
4. JIMGAnewsについて
5. マスコミへの発信について
6. 医療ガス部門の広報活動について…
7. 広報活動全般に関する意見交換
8. その他報告事項（消費税増税対応について）

2回 4/26、11/13

2 産業ガスレポート編集WG 第1回

第2回

1. 前回議事録確認
2. 表紙デザイン検討
3. 発行スケジュール
4. 原稿チェック
1. 前回議事録確認
2. 表紙デザイン検討
3. 発行スケジュール
4. 原稿チェック

2回 9/10 3/12

3 広報委員会…広報タスクフォース 第1～ 2回 原稿チェック 2回 8/30 3/12
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№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　企画部会

1 企画部会 第1回

第2回

1. 前回議事録確認
2. WG・委員会から平成24年度活動報告及び平
成25年度活動計画説明

3. その他報告事項（①事務所移転について、②今
後の主要行事日程）

1. 前回議事録確認
2. WG・委員会から平成25年度上期活動進捗状
況説明

3. その他報告事項（①消費税増税の対応につい
て、②今後の主要行事日程）

2回 5/8、11/5

2 長期停滞容器回収推進WG 第1回

第2回

第3回

第4回

1. 前回議事録確認
2. 平成24年度活動報告及び平成25年度活動計画
について

3. 契約書モデルの確認について
4. 容器使用料、延滞料の考え方について
1. 前回議事録確認
2. 契約書モデルのホームページへの掲載について
3. 容器管理指針発行状況について
4. 容器使用料、延滞料の考え方について
5. その他報告事項（①平成24年度高圧ガス容器
全国一斉回収の結果及び所有者不明容器回収
場所調査結果、②地方高圧ガス容器管理委員
会代表者会議について）

1. 前回議事録確認
2. 容器使用料の考え方について
3. WGの名称変更について
1. 前回議事録確認
2. 容器管理指針発行状況について
3. 容器特別回収プロジェクト回収実績報告につ
いて

4. 平成25年度活動報告、平成26年度活動計画案
について

5. 容器使用料の考え方について
6. WGの名称変更について

4回 7/18、10/22、
12/20

4/11

3 グリーン物流WG 第1回

第2回

第3回

第4回

1. 東京ガスケミカル様からCNG走行試験結果に
ついて説明

2. 前回議事録確認
3. CO2排出量調査について
4. エコ運転推進活動成功事例成果物確認
5. 荷主としてのコンプライアンスの研究について
6. …省エネフォローアップ小委員会より
1. 前回議事録確認
2. CO2排出量調査の考察について
3. エコ運転推進活動成功事例成果物確認
4. 公正取引委員会主催講習会の内容説明
5. 荷主としてのコンプライアンスの研究について
6. 地球温暖化対策WG関連
1. 前回議事録確認
2. CO2排出量調査の考察について
3. エコ運転推進活動成功事例成果物確認
4. 荷主としてのコンプライアンスの研究について
（パートナーシップガイドライン）
1. 前回議事録確認
2. 荷主としてのコンプライアンスの研究について
（パートナーシップガイドライン）
3. 平成25年度活動報告、平成26年度活動計画に
ついて

4回 7/17、11/1 1/16、
4/16
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№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　企画部会

4 容器処理WG
高圧ガス容器回収プロジェクト
合同会議

第1回 1. 平成24年度高圧ガス容器特別回収プロジェク
ト議事録確認

2. 平成24年度高圧ガス容器特別回収結果資料審議
3. 平成25年度高圧ガス容器特別回収配布文書
4. 放置容器処理事業特別枠中間報告
5. 不明容器、放置容器撲滅を目指して

1回 7/24

5 電子データ交換標準化WG 第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9～ 10回

第11回

1. 前回議事録確認
2. サンプルデータ交換結果について（①交換に
よる検証結果概要、②検証時にいただいた意
見の討議）

3. 前回のSCSK説明を踏まえ、運用へ向けた
EDI取引パターン例の提示

1. 前回議事録確認
2. 前回課題「標準化範囲と運用方法案」アンケー
ト集計結果の報告

3. データ交換の具体的イメージの提案
4. 次回会合に向けた課題について
1. 前回議事録確認
2. これまでのまとめ
3. 7月回収アンケート集計結果の報告
4. EDIシステムの提案依頼案の提示
5. 提案を依頼する候補先について
1. 前回議事録確認
2. ベンダープレゼン5社
1. 前回議事録確認
2. 評価シートによるベンダー比較検討
1. 前回議事録確認
2. EDIベンダー比較検討
1. 前回議事録確認
2. EDIベンダー検討及びテストの実施について
1. 前回議事録確認
2. 日立システムズから、今後のEDI全体概要と
通信方式を説明後、フォーマットの最終確認
の実施

3. その後の週1回程度の打合せ内容とスケジュー
ルについて

1. 前回議事録確認
2. データフォーマットについて
3. EDI画面の概要について
1. 3月4日WG議事録確認
2. 3月10日サブワーキング議事録確認
3. データフォーマットについて
4. EDI画面の概要について

11回 5/10、6/18、
7/22、9/19、
10/16、11/6、
12/11

1/31、
2/18、
3/4、
3/18

6 電子データ交換標準化サブWG第1～ 4回 1. 前回議事録確認
2. データフォーマットについて
3. EDI画面の概要について

4回 3/10、
3/24、
4/2、
4/8
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平成26年度　定時総会

№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　RFタグ運営委員会

1 容器RFタグ運営委員会 第1回

第2回

1. 全国展開の状況
2. WG活動報告
3. 技術SWG活動報告
4. 普及・促進について
5. 平成25年度の活動方針と重要課題
1. 全国展開の状況
2. WG活動報告
3. 技術SWG活動報告
4. 普及・促進について

2回 4/24、10/4

2 容器RFタグ運営委員会WG 第1～3回

第4～8回

1. STEP4 の進捗
2. WG課題について
3. 技術SWG活動報告
4. 普及・促進について
1. STEP4 の進捗
2. WG課題について
3. 技術SWG活動報告
4. 普及・促進について
5. 国際ウエルディングショーの出展について

8回 5/30、6/27、
7/31、11/14、
12/17

1/23、
2/27、
3/31

3 容器RFタグ運営委員会
技術サブWG

第1～8回 1. 技術的課題について
2. 標準化対応について
3. ISO規格化について

8回 5/30、6/25、
8/18、9/18、
11/11

1/10、
2/27、
3/19

4 容器RFタグ普及促進スペシャル
サブWG

第1～8回 1. 新説明資料作成作業
2. 講習会対応について
3. 国際ウエルディングショーの出展内容につい
て

8回 7/31、8/23、
9/13、11/14

1/23、
2/5、
3/14、
3/31

№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　技術・保安部会

1 技術・保安部会 第1回
第2回

平成24年度活実績及び平成25年度活動計画報告
平成25年度上期活動進捗状況報告

2回 5/10、11/6

2 容器技術WG 第1～4回 ISO…TC58原案審議 4回 4/24、9/2、
10/25

1/24

3 超低温貯槽WG 第1～5回 ISO…TC220原案審議、セミナー、規制改革要望 5回 4/19、7/8、
9/24、12/2

2/20

4 充てん技術WG 第1～6回 「カードル自主技術指針」 6回 4/17、5/28、
7/4、9/5、
10/11

12/9

5 保安対策WG 第1回
第2～3回

第4回
第5回

第6回

「CE定期自主検査指針」
「CE定期自主検査指針」、「高圧ガスローリ乗務
員保安指針」改訂
「CE定期自主検査指針」
「CE定期自主検査指針」、「高圧ガスハンドブッ
ク」改訂
「CE定期自主検査指針」

6回 4/10、7/12、
9/30、11/22

1/29、
3/24

6 教育・研修WG 第1回
第2～7回

炭酸ガス…e-ラーニング
酸素…e-ラーニング

7回 4/22、7/2、
9/2、11/15

1/31、
2/27、
3/18

7 安全統計WG 第1回
第2回
第3回

第4回～5回
第6回

「ヒヤリハット事例集」の完成
平成24年高圧ガス災害事故の分析、検討
平成24年労働災害統計調査結果報告
平成24年高圧ガス災害事故の分析、検討
「JIMGA安全ニュース№8」の作成

6回 4/9、6/4、
8/27、11/19

1/28、
3/25
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№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　技術・保安部会

8 ヘリウム技術WG 第1回
第2～3回
第4回

「液化ヘリウム取り扱い指針」の改訂作成
ヘリウムのSDSの改訂検討
「ヘリウムの海上輸送について」整理

4回 4/25、7/8、
10/24

2/7

9 溶解アセチレン技術WG 第1回
第2回
第3回

平成25年度活動方針、カーバイド残渣処理
アセチレン容器の地震対策
RFタグの進捗状況、アセチレンのGHS対応ラベル

3回 4/22、7/11、
12/17

10 炭酸ガス技術WG 第1～2回
第3回

第4回
第5回

総会

現地研修会

現地見学会計画検討、他のWG活動報告検討
事務局より地域本部炭酸ガス技術グループの交
流会、他のWG活動報告検討
他のWG・TF活動報告検討
理事会・評議員会合同の報告、他のWG活動報
告検討
1. 平成24年度活動報告と平成25年度活動計画
2. JIMGA各部会/WG活動報告
3. 第16回保安講習会の総括、反省、次回への検
討課題

1. 炭酸ガス飲料メーカー資料館および工場見学
2. ガス漏洩検知器メーカーにて研修

5回

1回

1回

6/20、8/30、
10/4、12/13

5/27

10/3、10/4

2/21

11 配管系耐震性能診断マニュア
ルTF

「耐震性診断マニュアル」の試行確認 1回 1/22

12 CE自主検査指針タスクフォース 第1～6回 「CE定期自主検査指針」の作成 6回 4/8、6/3、
7/31、9/9、
10/28

2/17

№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　環境・安全部会

1 環境・安全部会 第1回
第2回

平成24年度活動実績、平成25年度活動計画
平成25年度上期活動進捗報告

2回 5/13、11/12

2 環境保全WG 第1回
第2～3回
第4回

節電・省エネ事例集の作成
環境ニュース№5の作成
「低炭素社会実行計画」等の情報共有化

4回 4/23、7/23、
10/8

1/21

3 化学品安全WG 第1～2回
第3～4回

「GHSに対応したガイドブック」の改訂検討
SDSのJIS…Z7253 に沿って改訂検討

4回 4/12、7/19、
10/21

2/3

4 地球温暖化対策WG 地球温暖化について情報共有化 1回 4/23

5 省エネフォローアップ小委員会 第1回
第2回
第3回

フォローアップ調査結果集計結果検討
フォローアップ調査結果まとめ、LCI調査
低炭素社会実行計画フォローアップ調査準備

3回 6/21、10/1 3/6
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平成26年度　定時総会

№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　国際部会

1 国際部会 第1回

第2回

IOMA…GC、2WGの平成24年度活動報告、平成
25年度活動計画
IOMA…GC、2WGの平成25年度上期報告

2回 5/14、11/12

2 規制改革WG 第1～3回
第4回

規制改革要望の検討
規制改革要望進捗、今後の活動、平成25年度活
動報告、平成26年度活動計画

4回 5/27、8/29、
10/30

2/3

3 経産省保安課打合せ 第1～2回 規制改革要望の打合せ 2回 6/6、7/5

4 経産省商務流通保安G高圧ガス
保安室

窒素指定設備の打合せ 1回 2/13

5 高圧ガス小委員会 規制見直し（含む窒素指定設備）進捗状況・審議 1回 3/11

6 IHC対応WG 第1～3回
第4回

IHCプロジェクト対応
IHCプロジェクト進捗と今後の対応、IHC会議
対応

4回 4/16、7/3、
10/23

2/21

7 AHTF（遠心式酸素圧縮機） 第1～4回
第5回

前回宿題の検討、内容の検討
最終会議

5回 4/3、4/4、
4/17、5/9、
5/17

8 AHTF（A-1084）外槽 第1回
第2～13回

キックオフ会議（A-1086 との合同会議）
前回宿題の検討、内容の検討（Web会議）

13回 5/29、6/25、
7/23、8/1、
8/27、9/12、
9/25、10/29、
11/19、12/19

1/21、
1/28、
3/18

9 AHTF（A-1086）酸素火災 第1回
第2～9回

キックオフ会議（A-1084 との合同会議）
前回宿題の検討、内容の検討（Web会議）

10回 5/29、6/27、
7/24、8/20、
9/27、10/24、
11/29、12/25

1/24、
3/4

10 IHC国際（事前）
IHC国際

第1～2回
第1回
第2回

議事録確認（Web会議）
進捗プロジェクト確認、新規プロジェクト検討
進捗プロジェクト確認、新規プロジェクト検討、
IH賞候補者

2回
2回

7/8
8/5

1/23
2/25

№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　特殊ガス企画委員会・技術WG

1 平成25年度定時代表者会議 平成24年度活動報告、平成25年度活動計画 1回 4/19

2 統計作成タスクフォース 第1～2回 平成25年特殊材料ガス、標準ガス販売統計 2回 2/27、
3/25

3 技術WG 第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回

平成25年度活動計画
MSDSの品目見直し
DCSのMSDS改訂を検討
特殊高圧ガス容器検査周期の延長
RFタグの進捗状況について
平成25年度活動まとめ、平成26年度計画

6回 4/18、6/6、
9/6、10/24、
12/18

3/12

4 標準ガスチーム 第1～2回
第3回

JIS…Z7252…対応警告表示ラベル
基本通達改正案の検討

3回 5/31、8/29、
11/22
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№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　水素企画委員会・技術WG

1 平成25年度定時代表者会議 平成24年度活動報告、平成25年度活動計画 1回 4/16

2 水素技術WG 第1回
第2回

第3回
第4回

平成24年度活動報告、平成25年度活動計画
研修（長崎次世代エネルギーパーク）、
「水素ヒヤリハット事例集」の検討
「水素ヒヤリハット事例集」の検討
平成25年度活動報告、平成26年度活動計画

4回 5/24、9/20、
12/6

3/14

3 水素ヒヤリハットサブWG 第1～4回 「水素ヒヤリハット事例集」作成 4回 8/6、10/4、
12/20

2/14

№ 総会、部会、WG会議等名称 議題・会議内容 会議
回数

開催日
H25年 H26年

　地域本部事務局長会議

1 緊急事務局長会議 1. 消費税増税に向けての協会の対応
2. 組織規程の改定について

1回 8/28

2 緊急本部長会議 1. 消費税増税に伴う協会の取組みについて
2. 地域本部への要請事項について

1回 10/15

3 事務局長会議 1. 会長地域訪問時の状況報告
2. 消費税関係説明時の質疑事項等報告
3. 内部監査報告
4. 平成26年度表彰の運用について
5. その他連絡事項(①会計システムの変更につ
いて、②MGRの試験結果について）

1回 1/15

産業ガス部門延べ会議回数　212 回
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平成26年度　定時総会

1．主要会議

産業ガス部門総会・定時総会

平成26年6月10日

理事会

第1回：平成26年6月10日

第2回：平成26年6月10日

理事会・評議員会合同会議

第1回：平成26年5月19日

第2回：平成26年11月27日

賀詞交歓会

平成27年1月14日

全国事務局長会議

平成27年1月14日

2．総務部会

（1）決算・予算審議

（2）定時総会、理事会、評議員会開催の件

（3）入退会、職員異動

（4）表彰制度の運用

（5）その他、規程の改定等審議

3．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

下の取組みを行う。昨年度、豊田会長の地域巡回

会議で求めた広報活動に関する意見を各種媒体に

反映させ、充実化を図る。

（1）ホームページの内容の充実

　…タイムリーな情報発信を行うと共に、各

ページを点検し、陳腐化した情報の更新に

努める。また、評価ボタンの設置や記名後

の閲覧許可等、情報収集の手段としての活

用を検討する。

（2）産業ガスレポートの発行

　…活動・事業の記録書として、活動・事業の

報告、重要課題への取組み、トピックス、

統計データ等の内容で、9月末と3月末の

年2回発行する。

（3）JIMGAnewsの発行

　…協会解説、ニュース等の通信紙として活動、

事業のダイジェスト、ニュース、会員紹介の

内容で、年6回偶数月の月末に発行する。医療

ガス部門の掲載などで内容の充実に努める。

（4）マスコミへの発信

　…協会の動向や意志を協会トップや役員から

直接発信するべく、記者会見や記者懇談会

などを通じて、情報発信の機会をより一層

広げ、パブリシティの充実を図る。6月、

11月の年2回を定例記者会見とし、適宜臨

時記者会見を開催し、情報発信を行う。

（5）医療ガス部門との広報活動の連携強化

　…社会インフラとしての産業・医療ガスの認

知度の向上と、ワンボイスでの情報発信に

より広報活動を強化する。

4．企画部会

各WG間での情報を共有し、保安確保のための

活動を継続する。

（1）長期停滞容器回収推進WG

①　…平成25年度の成果、方向性を継承しつつ課

題を設定する。各種ツールの整備を引き続

き行うと共に、業界に完成したツールの利

用を促し、長期停滞容器回収を促進する。

②　…JIMGAの会報、ウェブサイト等を活用

し、長期停滞容器を回収するための各種

ツールの普及に努める。

③　…地域行政の「容器管理指針」発行につい

て、未だ発行されていない行政に対する

取組みを更に強化し、官民一体となった

平成26年度　事業計画
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保安体制を推進させる。取組み強化策と

しては、各地域本部や全溶連単位組合を

訪問し、啓発活動に努める等を検討する。

④　…貸出容器の有償化に関して、考え方の整

理を引き続き行い、延滞料から容器使用

料への移行を促進し、容器使用料の考え

方について、料金の設定方法、課金方法

等について具体的に示す。

⑤　…容器RFタグ運営委員会WGとの連携を行

い、タグ化推進に向けての役割を果たす。

延滞料から使用料へ移行を促進するため

に、RFタグシステムの活用を推進する。

（2）グリーン物流WG

①　…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、幅広く議論する。

②　…CO2排出量統計を実施し､ その結果を考

察し､ 更なるCO2削減策を模索する。

③　…コンプライアンスに関連し荷主として

遵守すべき関連法規の再確認と、パート

ナーシップガイドラインを取りまとめた

資料を作成する。

④　…新たなテーマへの取組みについて検討する。

（3）容器処理WG

「高圧ガス容器特別回収プロジェクト」との

合同会議にて同プロジェクトを推進する。

（4）電子データ交換標準化WG

高圧ガス業界での取引きに係るデータを標

準化することによって、コストの削減と時

間の短縮を目的とする。10月からの本格稼

働を目標に、EDIベンダーを決定し、通信規

約を確定させる。データフォーマットを確

定し運用ルールの策定を行なう。普及拡大

推進および標準化維持の体制を確立し、全

国で普及拡大を目的に説明会を実施する。

5．容器RFタグ運営委員会

（1）……引き続き「Step4」課題の管理・解決、およ

び共有を図りながら普及促進を加速させる

活動を推進。また、医療用小容器へのタグ

取付けなど、ハードの技術的課題解決や、

ビール業界など飲料メーカーとの規格の共

有化、容器検査所におけるRFタグの交換・

取付けの実現に注力する。

（2）……普及・促進活動の強化として、次の7点に

取組む。

①　…メーカー 6社の運用拡大と医療ガス容器

への展開を加速。

②　…国際ウエルディングショーに出展し、安

全性、利便性、経済性、優位性を訴え、

認知度向上を図る。

③　…前期ピックアップした、医療ガス部門を含

めた会社を本部RFタグ委員が訪問し、導

入に向けた説明と要請を実施。

④　…全溶連の協力を得るため、大手加盟会社を

最重要ターゲットとしてアプローチする

⑤　…過去3回の説明会での意見を集約し、こ

れまでの説明資料を改良して、再度全国

で説明会を実施する。

⑥　…フロン業界等、容器大量所有者へのRF

タグ採用を要請する。

⑦　…RFタグ導入キャンペーン等の開催を検

討する。

（3）……ISO規格化に向けた取組みとして、平成26年

3月までの規格化に向け、引き続き国際会

議に向けた準備と対応を実施する。

6．技術審議委員会

年2回開催しJIMGAの活動の中心である技術、

保安、環境、安全等に関し、上程案を審議する。

7．技術・保安部会

年2回開催し各WG間の情報を共有し、技術、

保安に関する検討を推進する。

（1）容器技術WG
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①　…ISO/TC58国内委員会活動。委員会への

参加と基準原案の検討。

②　…TC58/SC4国際会議への参加。

③　…ISO3807（溶解アセチレン容器製造に関

する基準）発行による国内基準への取り

込みについて取組む。

④　AE作業部会活動。

（2）超低温貯槽WG

①　…規制改革要望の抽出・提出「超低温容器

の膨張測定試験の廃止」、「CE及びその

他の超低温貯槽の耐圧試験に使用する流

体の明記」等。

②　…各地域本部での高圧ガス販売事業者保安

セミナーでの講演。

③　…ISO…TC220国内委員会への参加とTC220

国際会議出席。

（3）充てん技術WG

①　…「カードル自主技術指針」普及セミナー

の実施。

②　…各地域本部からの活動要求事項の選定・

活動。活動テーマ候補は容器運送時の安

全性、フレキシブルホース勉強会の開催、

古い指針等の見直し等。

（4）保安対策WG

①　…「CE実務保安ガイドブック（仮称）」の作

成。

②　「高圧ガスハンドブック」の改訂。

③　…各地域本部での開催セミナーでの講演。

「販売事業所自己診断指針」の説明等。

（5）教育・研修WG

①　…e-ラーニング「酸素の安全な取扱い」を

JIMGAのウェブサイトに掲載。セミナー

などでPRし、ガス業界やJIMGAの理解

向上につなげる。

②　…e-ラーニング基礎編「高圧ガスの安全基

礎知識」の改訂。

（6）溶解アセチレン技術WG

①　…溶解アセチレンのGHS対応ラベルを作成

し、JIMGAのウェブサイトに掲載。

②　…溶解アセチレン製造事業所の耐震対策に

関する啓発活動の推進。

③　RFタグ普及推進と現状把握。

④　基準・規格等の見直し検討。

（7）炭酸ガス技術WG

①　…第17回炭酸ガス保安講習会の準備につ

いては、地域本部炭酸ガス技術WG・G

と調整を諮り講習会骨子の決定をする。

また前述に基づき講習会テキスト類の作

成を実施する。

②　…炭酸ガス技術もSDSおよびラベル見直し

作業は、酸素のSDSが完成後、それをモ

デルにして炭酸ガスのSDSおよびラベル

を作成する。

③　…炭酸ガス技術WGによる現地研修会とし

て、地域本部の炭酸ガスグループ参加等

も検討する。

（8）特殊ガス企画委員会および特殊ガス技術WG

①　SDS（79種）について全面改訂を実施。

②　容器基本通達の改訂。

③　…平成26年の半導体材料ガスならびに標

準ガスの統計を作成。

（9）水素企画委員会および水素技術WG

①　「水素版SDS」の改訂。

②　「水素ガス取扱い上の基礎知識」の改訂。

③　…平成26年度圧縮水素仕向け別・荷姿別

出荷実績、集計表、ならびに平成27年

度水素プラント定期修理計画表を作成。

（10）安全統計WG

①　…事故情報の収集および原因分析を行い、

JIMGAウェブサイトに掲載。

②　…労働災害統計を引き続き実施、分析を行

い災害防止に活用。

③　…産業ガス業界の労働災害を中心としたヒ

ヤリハットを収集し、内容を検討、分析
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して事例集を作成。

（11）ヘリウム技術WG

①　…JIMGAウェブサイトに掲載されている

ヘリウムに関する情報を改訂。

②　…液化ヘリウムに関する情報の収集と共有

化。

③　…JISZ7253に沿ったSDS等に改訂。

（12）水素スタンドプロジェクト

①　…「液体水素による貯蔵・水素スタンド規制・

基準」については、高圧ガス保安法、消

防法、建築基準法関連法令の規制当局側

の審議過程において、必要に応じてフォ

ローを行う一方、省令・例示基準を補完

するJIMGA自主基準を制定する。また、

次期規制見直しテーマとして、「液化水素

ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド」の基準

作りに関する実施計画を検討する。

②　…「2種製造設備に相当する水素供給設備

の技術基準」については、第2種製造者

の水素スタンドの技術基準案作成を完

了すると共に、安全性確認のための高圧

水電解設備の特定設備特認取得を完了す

る。また、関連法令の規制当局側の審議

過程において、随時フォローを行う。

8．環境・安全部会

（1）……各WGとの連携を密にして活動する。エネルギー

政策の見直しと地球温暖化対策関連の動向を

フォローし、電力多消費産業の立場から対応。

（2）環境保全WG

①　…省エネルギーの更なる取組みと電力需給

対策への対応。低炭素社会実行計画フォ

ローアップ調査。参加66社（セパレート

63社、液化炭酸3社）。

②　…環境に関する会員会社の情報の共有化。

③　JIMGA基準類の見直し。

（3）化学品安全WG

①　…GHS対応SDSおよびラベルについて、引

き続き整備と啓発・普及に努める。

②　…酸素・窒素・アルゴンのJIS改訂に向け

検討。

③　…改正化審法や危険物輸送など化学品安全

に関する情報収集と会員への提供。

9．国際部会

（1）IHC対応WG、規制改革WGの2WGとの連携

台湾THPGIAとの技術交流会、IHC国際会

議、IOMA（京都開催）への対応。

（2）IHC対応WG

①　…IHC発行プロジェクトのJIMGA自主基準

化の推進（平成26年度23件）。

②　…JIMGAリードプロジェクトについて他

協会の整合化作業をフォロー（2件）。

③　…対象案件が多くなってきたので、優先順

位付けの方法をWGで検討し実施。

　　…表紙、目次、はじめに、適用範囲と目的を和

訳し、英文に添付。WG会議で対応を決定。

④　…整合化プロジェクト進捗管理用ツールへ

のJIMGA最新進捗情報の入力。

（3）規制改革WG

①　…現在進捗中の規制改革要望案件に対し、

関係省庁（経済産業省等）と直接折衝す

ることにより、規制改革要望を実現。

②　…規制改革要望事項の発掘のために、海外

の規則・基準の調査、情報の発信を実施。

③　…会員への周知・PR。要望事項の経緯・

成果の周知。

10．地域本部と本部との一体運営

（1）……本部と地域間の双方向の情報・連絡の発信

や共有化を図る。

（2）……地域本部でのセミナー、講習会の実施、RF

タグの普及推進、長期停滞容器回収につい

て、共同で取組む。
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1．会員の現状
平成26年4月1日現在

医療ガス部門 産業ガス部門 合…計

正 会 員※ 761社 306社 1,067社

賛助会員 0社 23社 23社

海外会員 0社 5社 5社

合　　計 761社 334社 1,095社

※正会員社数は議決権を表す。

2．今後の主要日程

開催年月日 開催場所

平成26年度…第2回医療ガス部門・
産業ガス部門合同理事会・評議員会 平成26年11月27日（木） メルパルク大阪

平成27年
JIMGA賀詞交歓会 平成27年1月14日（水） 東京會舘

平成27年度…第1回医療ガス部門・
産業ガス部門合同理事会・評議員会 平成27年5月19日（火） 経団連会館

平成27年度　定時総会 平成27年6月17日（水） 経団連会館

会員の現状、今後の主要日程
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初心忘るべからず
JIMGA代表監事　森川　宏平

50歳を過ぎたあたりから同窓会やクラス会

の機会が明らかに増えてきた。

人生の折り返し点を一昔前に過ぎて、そろそ

ろ振り返ってみようか、という余裕が出てくる

年代になったということだろう。

この様な会に参加すると一瞬でタイムス

リップして昔に戻り楽しい時間を過ごせるこ

とはもちろんであるが、もう一つの効能があ

る。それは引き出しの奥にしまったまま忘れ

ていたことを思い出させてくれることである。

去年の夏に 40年ぶりの小学校のクラス会が

あった。そこで卒業以来会う機会のなかった

クラスメートに「そういえばお前は宇宙の話を

よくしていた」と言われて思い出した。

小学生の頃、目に見えないくらい小さい世

界と目で見ることができないくらい大きな世

界に興味を持った。小学生低学年の頃、まず

小さな世界に興味を持った。図鑑で見たトン

ボの眼の拡大図に衝撃を受けたことと映画館

で見た「ミクロの決死圏」（人間が小さくなっ

て体内に入り病気を治療するという内容）に興

奮したことがきっかけだったと記憶している。

顕微鏡を買ってもらい手当たり次第に色々な

ものを覗いては目で見る世界とは違った不思

議な景色に浸っていた。

小学校の高学年になり大きな世界、即ち宇

宙にも興味を持った。地球と月と太陽の関係

（日食や月食がなぜ起きるのかといった話）を

授業で習ったことがきっかけだった。当時の

自分にとっては実感できる最大の存在だった

地球を遠く離れたところから眺めるという感

覚にめまいのような不思議な気分を感じたこ

とを覚えている。そして、もちろん顕微鏡の次

は望遠鏡である。月面着陸が近いことが話題

になっていたせいか月を見るのが好きだった

（アポロ11号の月面着陸は小学校6年生の時）。

多分その時期に学校で宇宙の話をしていて、

同級生はそのことを覚えていたのだろう。

中学、高校と進むに従って、もはや安物の

顕微鏡や望遠鏡では見えない世界があること

を知るようになる。小さな世界は分子、原子、

電子、そして素粒子の世界に入り込み、大きな

世界は太陽系を飛び出し無限に続く空間がさ

らに膨張し続けているという大きさにまで広

がっていった。

素粒子の存在を証明することで宇宙を説明

することができるらしいという関係は何とな

く理解できた。それまでは自分を中心にして

小さな世界と大きな世界が存在していて、その

2つの世界は全く別物だという感覚だったが、

素粒子によって小さな世界と大きな世界がつ

ながった気がした。

このあたりから徐々に宇宙から腰が引けて

いくことになる。理由は2つあった。一つは「宇

宙」という存在が自分の理解の範囲を完全に超

えてしまったこと。膨張し続ける宇宙の先に

は何があるのか？多分理論的に何らかの説明

ができるのかもしれないが到底自分には理解

も想像もできるような気がしなかった。もう

一つの理由は怖くなったことである。素粒子

と宇宙、小さいものと大きなものがつながっ

た時に引き込まれてしまいそうな恐怖を感じ

た。よくわからない物や無限の闇に対する本

能的な恐れといっても良いかもしれない。そ

れ以降大きな世界への興味は引き出しの中に

しまいこんだ。そして小さな世界、それも原子・
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電子あたりで話が済みそうな化学を大学では

専攻した。原子・電子も当然実際には見たこ

とはないがまだこちらのほうが自分が想像で

きる範囲にあった。こうして小さな世界と大

きな世界に興味を持っていた私は小さな世界

を選び、大きな世界はすっかり忘れてしまっ

ていた。

小学校のクラス会で言われて思い出すと再

び宇宙に興味が向かい、最近の宇宙の姿に関

する一般向けの本を何冊か読んでみた。相変

わらずなかなか理解できない、というより宇

宙はあの当時よりますます理解しがたい姿に

なってしまったように感じる。しかし若いこ

ろ感じたような「引き込まれそうな恐怖感」は

ほとんど感じることはなかった。中学生、高

校生のころに比べて感受性が鈍っているのか

もしれない。あるいは高校を卒業して 40年近

く、色々な怖いもの（？）をたくさん見てきて

しまったせいかもしれない。

わからないなりにでも宇宙のことを想像

すると日々の悩みは小さいことに思えてくる

（小さくなったように思えるだけで実際小さく

なったり、消えてなくなってくれるわけでは

ないのは残念なところだが）。

私が宇宙の話をしていたことを覚えていた

クラスメートによると私は「必ず宇宙に行く」

と言っていたそうであるが、これは全く記憶に

ない。何年か先には宇宙旅行も可能になるよう

だが、とりあえずすぐには無理そうなので、そ

のうち望遠鏡を買って空を見てみようと思っ

ている。東京の空も昔よりきれいになってい

るし普通に買える望遠鏡の性能も良くなって

いるだろうからどんなものが見えて、何を感

じることができるのか楽しみだ。クラス会に

出席したおかげで忘れていた宇宙への興味を

思い出すとともに、自分が化学という領域に

足を踏み入れることになる原点だった「小さな

ものへの興味」ということを思い出すことがで

きた。これは、初心忘るべからず、化学を志

した頃の宇宙に対する、自然に対する恐れを

忘れずにという警告ではないか思っている。

大学の研究室の同窓会や所属していた運動

部のOB会に出席しても、やはり色々なことを

思い出させてくれるし効能がある。

研究室の同窓会で先生の前に出ると今でも

緊張する。緊張する主な理由は自分が決して真

面目に勉強する学生ではなかったという申し訳

なさと後ろめたさである。小学校のクラス会で

思い出した自分の原点を忘れていなければまた

違った人生になっていたかもしれないが。

一方で運動部のOB会に出て昔話に花を咲か

せていると 20歳前後の自分たちがいかに熱中

していたか、そして運動部の常として（？）バカ

なことをやっていたかを鮮やかに思い出す。

真面目ではなくバカなこともやっていた学

生時代を思い出すことにも効能はある。それ

は自分の若いころを思い出すと会社の若い連

中に説教ができなくなるという効能である。

「説教をしていない」などと言うと異論が続出

するかもしれないが。

過去が積み重なれば積み重なるほど色々な

ものがその中に埋もれてしまう。埋もれてし

まったものの中でも最も重要なアイテムの一

つである「初心」を思い出させてくれる同窓会

やクラス会がこの年代になって増えるとは人

生はうまくできているものである。

クラス会写真（後列左から3人目が筆者）
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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

への対応と、容器再検査方法に関する新技術の採

用に向けた取組みの2つの課題を中心に活動して

います。

ISO規格では、JIMGA仕様のRFタグを国際規

格化するため、RFタグ運営委員会からの情報を

基にISO21007-2:2013の改訂作業に参加していま

す。作業は順調に進んでおりますので、早期の規

格化が期待されています。

また、JIMGAが積極的に関与してきたアセチ

レン容器の基本要求事項と型式試験の規格である

ISO3807が昨年改訂されました。容器技術WGで

は、国内基準の改定に向けて専門委員会を立ち上

げ、KHKに提案して行きます。

容器再検査方法として、海外ではAE（アコー

スティックエミッション）試験による方法が認め

られています。容器技術WGでは、昨年から関連

する情報を収集し、規制緩和に向けた作業部会を

設置しました。時期を同じくして、企業実証特例

制度を利用してAE試験等を採用する事業者があ

り、当WGでは情報交換を行いながら今後、より

積極的に取組んで行きます。

超低温貯槽WG

平成26年度、当WGは下記の4点の事項につい

て重点的に活動する計画です。

（1）自主基準の作成

平成20年の事故発生より取組んできた「ねじは

め輪」への安全対策については昨年度にて関連基

準の改訂・発行を行い完結致しました。今年度か

らはWGおよび事務局と協議を行い、改訂あるいは

新規制定が必要な自主基準を抽出し、検討を行い

ます。

（2）ISO/TC220（超低温貯槽）への参画

平成25年6月に日本の地位がP（Participant）メ

ンバーに変更されてから2度目の開催となるTC220

国際会議（6月17 ～ 18日：ドイツ、ベルリン）に

参加しました。今後も積極的に、ISO規格案に対

する国内の意見の反映、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引き続きフォローし

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）

充填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、今年度も積極的に

本セミナーでの講演活動を継続して行きます。

充てん技術WG

当充てん技術WGは、9地域本部（10名）とメー

カー 4社（4名）で構成・活動しています。

平成26年度、次の3つのテーマに取組み活動し

て行く予定です。

1点目は「産業・医療ガスの異臭判定について」

の作成です。内容としては、臭気発生時の想定さ

れる原因、臭気別の想定される発生源、臭気判定

者資格等の紹介、臭気の判定方法等を考えていま

す。今年度末までにまとめることを目標に活動し

て行きます。

2点目は当WGが平成25年11月に完成させた

「カードル自主技術指針（初版）」の普及啓発セミ

ナーの開催です。各地域本部開催のセミナーに積

極的に講師の派遣を計画しております。

技術・国際ニュース
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技術・国際ニュース

3点目はWG委員スキルアップ研修についてで

す。今年度も、新しく知見を広める目的で11 ～

12月に研修を予定しております。見学研修場所

は未定ですが、今後検討決定いたします。合わせ

て平成26年度第2回目の充てん技術WG定例会議

を開催する予定です。

保安対策WG

はじめに、KHKと協同策定した「CEに関する定

期自主検査指針」を本年5月のJIMGA技術審議委員

会に上程し承認されたことをご報告いたします。

今後、本指針がKHKSとして制定される予定です。

次に、新たな取組みとして、小規模事業所を含

むCE設置事業者向け「CE実務保安ガイドブック（仮

称）」の作成に着手しました。自主保安の推進と事

故の未然防止に努めるツールとして、設備の自主

点検方法、関連法令、事故事例、トラブル時の対

処方法などを一冊に盛り込んだガイドブックに仕

上げたいと考えています。また、地域本部と連携し、

セミナーへの講師派遣も積極的に行っております。

「高圧ガスハンドブック」は、会員各社からの

ご意見を加味し、本年2月に改訂版第2刷として

増刷しました。累計発行部数は、本年6月末現在

で9,634冊です。来年3月にはGHS関連事項も追記

し改訂版第3刷を発刊予定です。

教育・研修WG

（1）e-ラーニングへの取組み

JIMGAウェブサイトに公開掲載している教育

用教材e-ラーニング第4弾として「酸素の安全な

取扱い」を作成、6月にリリースしました。

会員企業向けの教育用だけでなく、一般ユー

ザーにも産業ガスの基礎知識の習得や危険性、安

全な取扱い方法について知ってもらうことを目的

にしています。講義形式（20分程度）で、内容は、

ガスの用途、製造・輸送・貯蔵方法、物性、取扱

JIMGAでは、産業ガス教育用教材として、e-ラーニングをウェブサイトにアップしています。
メニューは4種類で、JIMGA会員でなくても誰でも自由にアクセスできます。
各教材とも講義形式で、動画・事故事例・理解度テストを盛り込んだものになっており、
これまでに多くの方々にご活用いただいています。

（H25.4～H26.7 累計アクセス数（4テーマ合計）＝13,611件）

＜ｅ-ラーニングのテーマ＞
１．【高圧ガスの安全基礎知識】（約40分）
２．【水素の安全な取扱い】  （約20分）
３．【炭酸ガスの安全な取扱い】（約20分）
４．【酸素の安全な取扱い】  （約20分）

＜ｅ-ラーニングへのアクセス方法＞

是非、ご活用ください。(教育・研修ＷＧ)

産業ガス教育用教材 e-ラーニングを活用しませんか！

ＪＩＭＧＡ ＨＰ

ここが入口
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い上の注意事項、事故事例、理解度テスト等を盛

り込んだものとなっています。「高圧ガスの安全基

礎知識」（40分）、「水素の安全な取扱い」（20分）、

「炭酸ガスの安全な取扱い」（20分）と併せて是非、

ご活用ください。

今年度は、最初に作成した「高圧ガスの安全基

礎知識」をより使い易いものに見直す予定です。

安全統計WG

（1）事故情報の収集と活用

会員各社より高圧ガス事故、高圧ガス作業に関

連する労災事故の情報提供を呼びかけ、必要に応

じJIMGAウェブサイト（会員専用ページ：災害・

事故情報）に掲載するように取組みます。現在ま

でに情報提供のあった窒素ボンベの破裂事故につ

いて、JIMGAウェブサイトに掲載します。

（2）労働災害統計について

従来通り、労働災害情報の分析・検討を進める。

労働災害指標である度数率、強度率、事故の傾向

分析等を行います。

（3）高圧ガス関連事故（災害）の分類、解析

KHKの災害事故の平成25年報告およびJIMGA

の事故情報について、事故の原因と傾向を比較検

討する。今年度は、労働災害の事故原因のより詳

細な分析を行います。

（4）安全ニュースの発行

KHKと産業ガスの事故比較による分析を行い、上記

（3）の傾向分析を踏まえ安全ニュースを発行します。

（5）平成26年度の保安セミナーについて

過去の事故情報、ヒヤリハット事例等を活用

し、各地域事業本部の保安セミナーでの発表を通

じて情報の共有化と、安全活動に係る教育活動を

支援します。（今後の予定、9月10日東北地域本部、

9月17日九州地域本部、9月18日関東地域本部保

安セミナーにて発表）

ヘリウム技術WG

JISZ7253による液化ヘリウムおよびヘリウム

ガスの安全データシート改訂を完了しました。

昨年度における供給不足により社会的にもヘリ

ウムへの関心が高まっていることから、JIMGA

ウェブサイトに公開されている液化ヘリウムおよ

びヘリウムガスについての一般向け情報をより分

かりやすく有用なものに改訂作業を実施していま

す。順次ウェブサイトで公開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、引き続きヘリウムソー

ス、海外メーカーの動向等の情報収集・分析を実

施してまいります。またヘリウムの使用に関する

技術動向についても情報収集と分析を実施し、供

給に関する技術課題の発生等について注視してま

いります。

長尺容器・液化ヘリウム容器の検査体制調査

について、引き続きその必要性について検討を

すすめ、必要性が認められ次第、調査・検討を

行います。

炭酸ガス技術WG

炭酸ガス技術WGの平成26年度活動計画は次の

とおりです。

①会議の開催

　炭酸ガス技術WG総会の開催（1回／年）

　定例会議（6回／年）

②個別課題

　炭酸ガス保安講習会の総括・課題検討

　液化炭酸ガス用のSDSおよびラベルの見直し

　定例会メンバーの見学会実施

進捗状況は次のとおりです。

5月17日にWG総会を行い、昨年度の活動実績報

告、今年度活動計画の承認、関係WGの活動実績

報告、炭酸ガス保安講習会の総括・課題検討を行

いました。
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技術・国際ニュース

定例会議も予定通り4月、6月に開催し、関係

WGの活動報告および必要事項の検討、個別課題

についての議論を進めています。

溶解アセチレン技術WG

溶解アセチレン技術WGは平成26年度も引き続

き野村WG長体制で活動して行きます。

平成26年度の主な活動としては溶解アセチレ

ンのGHS対応ラベルを作成してJIMGAのウェブ

サイトに掲載する予定です。すでにWG内で検討

してラベル案は作成済みですので、今年秋の技術

審議委員会で承認され次第ウェブサイトに掲載し

ます。

また平成17年のアスベスト問題で従来のアス

ベスト使用容器は製造後38年を超えた容器は充

てんしないというガイドラインを定め、パンフ

レットを作成して皆様に守っていただくよう依

頼しました。その後約10年が経過しましたので、

本年度はパンフレットの改訂版を作成して再度関

係者に遵守を依頼します。

平成26年度は下記のテーマを目標に掲げて、

活動を進めて行く予定です。

①　GHS対応ラベルの作成とホームページへの掲載

②　製造事業所の耐震対策に関する啓発活動

③　RFタグ普及推進と現状把握

④　基準・規格等の見直し検討

水素技術WG

平成26年度は、主に「水素ガス取扱い上の基

礎知識」と「水素版SDS」の改訂に取組んでいま

す。「水素ガス取扱い上の基礎知識」は水素工業会

技術部会が平成7年に改訂後、単位の変更および

液化水素普及等による内容の見直しが必要となっ

ています。また、「水素版SDS」はJIS改訂に伴い、

MSDSからの改訂を進めています。

現在、サブWGにて改訂作業を行なっており、

年度内にまとめ、平成27年度の技術審議委員会

での承認を目標として進めています。

改訂後は水素取扱者に周知を図り安全の確保

に努めていきたいと考えています。

また、本年度も4回のWG会議を計画しており、

第2回WG会議では10月17日に「水素エネルギー製

品研究試験センター」と「福岡水素タウン」を訪

問し、水素エネルギーを活用するための設備につ

いて勉強し会員会社の技術・知識向上を図ります。

特殊ガス技術WG

当WGの主な活動項目として、特殊材料ガス（79

種類）のSDS、イエローカードおよび容器貼付警

告ラベルの作成がありますが、このうちのSDSに

ついて、本年度は全面的な改訂を実施する予定で

す。準拠するJISも改訂（JIS…Z… 7253:2012）になっ

ていることから、改訂ポイントの整理、WGとし

ての作成方針の確認から作業を開始しています。

本年度中の完成を目標とし、継続して活動を実施

します。またSDSの改訂に伴って、イエローカー

ド、ラベルの変更が必要になった場合には、併せ

て対応します。

その他、直近の課題として、容器保安規則基本

通達の解釈をめぐり、容器のガス名変更ができな

いという不具合が発生していますので、同通達の

改訂申入れを行う計画です（WGとしての改定案

作成済）。今後も、メンバー会社が直面する共通

の課題に対しては、WGとして対応します。

なお、「国際部会への協力（必要に応じた委員

派遣等）」や、「各省庁・関係団体との連携と協力」

につきましては、引き続き積極的に実施します。

2.　環境・安全部会
環境保全WG

日本経団連では、産業界の主体的な地球温暖化

対策の取組みとして、平成32年度のCO2削減目標

を設定する「低炭素社会実行計画」を平成25年か

ら推進しています。産業ガス業界は、この活動に
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日化協を通して参加しています。その平成25年度

の活動実績を取りまとめ、日化協へ提出しました。

また、今年6月に国の「ポリ塩化ビフェニル（PCB）

廃棄物処理基本計画」が変更されたのを受け、そ

の内容確認および微量PCB汚染廃電気機器等の処

理施設の設置状況の調査を実施しています。これ

らの情報は、まとまり次第会員各社へ情報提供す

る予定です。加えて、産業ガス業界の地球温暖化

対策への取組みを広くPRするべくJIMGAウェブサ

イトで公表している「産業ガス業界における地球

温暖化対策への取り組み」（JIMGA-T-S/63/10）の内

容の見直しを進めています。

化学品安全WG

化学品安全WGではJIMGAのウェブサイトに記

載されているSDS（一般ガス単体12種類、混合ガ

ス15種類）の改訂作業を行っています。

今回のSDS改訂は、国連GHS文書の2011年版へ

の改訂に伴い「GHS対応ガイドライン」（日化協）

の改訂（平成24年）やJIS-Z-7253（2012）※1）が新た

に制定されたことにより必要になりました。

また、アルゴンに関するJISの改訂を行う計画で

す。現行のアルゴンのJIS-K-1105（2005）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が、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準備を行

う予定です。

※1）…JIS-Z-7253（2012）は「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.　国際部会
IHC対応WG

2月25 ～ 26日に第34回IHCシドニー会議が開

催されました。この会議では、ASUの潜在リスク

を明確にするために、リスクとIHC整合化基準を

対比したギャップ分析の報告がなされました。続

く5月22日にスロベニアで開かれたIOMAグロー

バル委員会において、ASUギャップ分析から「酸

素欠乏雰囲気の危険有害性」と最近医療ガスでよ

く使用されている「残圧保持容器弁」とが新規プ

ロジェクトとして提案されました。また、「アセ

チレン」、「特殊ガス」のギャップ分析を推進する

ことも奨励されました。

国内においては5月14日開催のJIMGA技術審

議委員会にて、整合化図書3件「保冷槽の安全な

設計および運転指針」、「酸素・酸素富化雰囲気に

おける火災の危険性」、「空気分離装置におけるリ

ボイラ／コンデンサの安全な運転管理指針」が審

議・承認され、JIMGA産業ガス部門のウェブサ

イトに公開されています。

また、10月25 ～ 28日には京都にてIOMA総会

が開催されます。

規制改革WG

3月に経済産業省にて開催された産業構造審議

会保安分科会高圧ガス小委員会にて、懸案の2件

である「溶解ガスについては、液化ガスではなく

圧縮ガスとして取扱い、法の基準に反映させる」

ことと、「認定指定設備の変更工事について、内

容、範囲等を明確にすることで、認定指定設備の

認定については変更工事後も有効とする」ことが

審議・承認されました。今後上記承認内容のとお

り施行されるまで進捗を注視して行きます。

医療ガス関係では、「在宅酸素液化酸素装置に

係る製造届け」、69号通知記載事項の検討（要件

緩和・見直し）について医療ガス部門と連携し経

済産業省に継続的に働きかけており、8月以降に

直接打合せを予定しています。

食品添加物CO2の製造については、食品衛生管

理者が必要要件となっており、その資格取得に対

し緩和を「国民の声」を通じて要望してきました。

今般直接厚生労働省に要望の提出を検討し、実現

に向けて対応中です。
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１．定時総会

日　時 : 平成26年5月16日（金）16:50 ～ 17:40

会　場 : 札幌全日空ホテル

議　題

第1号議案　平成25年度事業報告承認の件

第2号議案　平成25年度収支決算報告承認の件

第3号議案　…平成26年度事業計画（案）承認の件

第4号議案　…平成26年度収支予算（案）承認の件

第5号議案　…北海道地域本部役員改選の承認を

求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

報告事項

入会・退会会員のご報告

本部出席者

副会長　　　　南部　　淳

常務執行役員　加藤　尚嗣

常務執行役員　和田　　彰

曽我部本部長挨拶

本日はお忙しい中、本総会にご出席賜りありが

とうございます。また、本日の総会に本部より、

南部副会長、加藤常務執行役員、和田常務執行役

員にご出席賜り厚く御礼申し上げます。

北海道におきましては、開発予算、道予算とも

に前年を上回る状況にあり、函館の新幹線開業も

迫ってきており、やっとここにきて景気回復の実

感が感じられる状況にあります。今後の景気動向

に期待しているところです。

今年度、北海道地域本部としては、産業ガス

部門は、「カードル自主技術指針の解説セミナー」

を開催し一層の保安啓発活動に努めます。また、

本部が推進しているRFタグについて北海道地区

での更なる普及促進活動の一層の強化を図りま

す。医療ガス部門においては、札幌市以外の地域

で初めて名寄・宗谷地区の医療機関を対象に医

療ガス保安講習会を9月に開催する予定です。さ

らに札幌市内で在宅関連の専門の保安講習会を初

めて開催予定であり、さらなる保安の啓発活動に

努めます。また、卸売販売業の営業所管理者に

MGR認定者が認められました。この関係で教育

研修の仕組みをJIMGA本部並びに北海道保健福

祉部医務薬務課と調整し実施状況を構築し同課へ

報告する予定です。

今後とも地域の皆様方のご意見を充分にお聞

ききしながら、業界また地域の発展のために取組

んで参りたいと思いますので、ご協力賜りますよ

う御願い申し上げます。

今日、ご参加の皆様方の会社のご隆盛、ご健勝

を祈念申し上げまして挨拶とさせて頂きます。

曽我部本部長挨拶

南部副会長挨拶

平成26年度北海道地域本部総会の開催にあた

り、JIMGA本部を代表して一言御挨拶申し上げ

ます。日頃は、JIMGAの活動にご支援、ご協力

を頂きまして、改めて御礼を申しあげます。

北海道地域本部
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日本経済はいわゆる「アベノミクス」によりま

して、円安と株高に象徴される明るい兆しが見え

てまいりました。私共の業界も5年間苦戦してまい

りましたが、昨年の7月頃から回復傾向がみられま

す。造船、鉄、自動車業界等、更に業績が向上し

てくると予想されますので、我々の業界にも今後

良い影響が出るよう大いに期待しております。

一方で、原発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、あるいは再生可能エネルギー等を含めます

と、平成26年5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309億円上がっており

ます。電力は当業界の死命を制する重要な問題で

ありますので、JIMGAとして引き続きあらゆる

面から会員の皆様にお役にたてるように、働き

かけていく所存であります。

更に、今年の4月から消費税が8%に移行しま

した。消費税の転嫁をスムーズに行なうことがで

きるかは、我が業界の行く末を占う意味で大きな

問題です。よって、JIMGAとしましては、この問

題に対して政府が成立させた「消費税転嫁対策特

別措置法」の活用を決定しました。昨年10月1日

に施行されたこの法律は、消費税の円滑かつ適正

な転嫁に向けた取組みが目的であり、「消費税の

転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為」、い

わゆる転嫁カルテル・表示カルテルが特別措置と

して認められます。業界としての社会的責任を果

たし、税の適正な転嫁を推進するために、この法

律の活用を理事全員一致で決定し、昨年10月2日

に公正取引委員会に届け出ました。これにより、

昨年10月から今年度の製品価格への消費税転嫁に

向けての共同行為が公正取引委員会に認められま

した。

社会インフラの一端を担い、重要な責務を持つ

業界団体として、かつまた適切に税負担を担うべ

き事業者として、今回の特別措置法の援用によっ

て行動することこそ国家社会の要請にかなうもの

と確信しております。

また、これに関連して、全国の地域本部に調

査会を設けて頂きましたが、この調査会を活用し

て、粛々と消費税の転嫁を実行して頂きたいと思

います。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ご尽力頂きますようお

願いしたいと存じます。

次に、今年度の課題についてお話させて頂きま

す。産業ガス部門、医療ガス部門共通課題として

は、第一にコンプライアンスを更に徹底し、第二

に我々の産業・医療ガスが社会のインフラおよび

ライフラインとして重要な製品であることを社会

の皆様方に御理解いただくことです。

また、産業ガス、医療ガス部門におきましては

従来通りそれぞれ4つの課題に重点的に取組みま

す。まず、産業ガス部門について、第一は、「保

安の一層の強化、推進」です。自主基準の整備・

制定に努めると共に、今年度も全国の地域本部で

「ヒヤリハット事例分析による事故防止」等の講

習会を開催し、啓発活動を行います。

第二は、所有者不明容器・放置容器撲滅のため

に、RFタグの普及を更に推進し、容器管理の強化・

徹底を図ります。この1年で29拠点､ 12万本増加

し、現在87拠点で37万本に装着されております

が､2015年度に310万本への装着を目指しております。

第三は、「環境安全部会」による環境への取組

南部副会長挨拶
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みと、電力問題への対応を継続します。

第四は、国際整合化です。「国際部会」を中心に

活発に取組みます。

医療ガス部門につきましても4つの課題があり

ます。第一は事故対策です。全国の各地域本部で、

医療従事者を対象とした草の根講習会を今年度も

17ケ所で開催することにより、事故撲滅に努め

ます。

第二に医療ガスの国際整合化の課題です。「医

療用ガスに関する製造管理及び品質管理の基準」

について、厚生労働省からPIC/S改定に伴う対応

について問われておりますが、協会としては基準

の見直しは当面行わず、現行基準の遵守を徹底す

る旨を回答しています｡ 皆様方には本基準の遵守

を改めてお願いいたします。

第三にMGR制度の拡充であります｡ 昨年末の

試験を終えて、MGR認定者は、現在延べ3,213名

となっております。今年度も更新時講習の実施等

によりMGRの資質の向上に努めます。また、懸

案のMGRと薬事法の営業所管理者とのリンケー

ジについては、昨年度末に北海道でお認め頂きま

した。これで全国7道府県となりました。今年度

は、他県でもお認め頂けるよう、改めて折衝して

行きます。

第四は災害時防災協定の展開です。昨年度末、

福岡県、長崎県と締結して、44都道府県と締結

するに至りました。各地域の皆様方には大変ご尽

力をいただきました。今年度は、残りの山梨県、

鹿児島県、福島県との締結と既に締結している都

道府県については、実地訓練等を通じた運用マ

ニュアルの見直し等により、有事の際に迅速に対

応可能な体制作りを行って行きます。

以上、産業ガス部門、医療ガス部門の課題を

申し上げましたが、最後に本日ご出席の皆様方の

益々のご健勝とご発展、またそれぞれの会社の発

展隆盛を祈念して、私の挨拶とさせて頂きます。

２．平成26年度産業ガス部門活動方針

（1）保安強化、保安啓発活動の促進

保安啓発のセミナーを北海道溶材商業会と共

催にて開催します。

今年度のセミナーのテーマは、「カードル自主

技術指針の解説」です。

製造に従事される方だけではなく、広く販売関

係に従事されている方にも参加頂き、知識、技術

の習得と保安啓発を推進して行きます。

（2）RFタグ普及の推進

最新情報の提供および普及促進の説明会開催、

関連アンケート調査の実施等、RFタグ普及活動

を推進して行きます。

（3）視察会開催による会員の交流

高圧ガスに関連する施設（設備等）の視察会を

開催し会員の交流を図ります。

松岡幹事懇親会乾杯挨拶

乾幹事懇親会中締め
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３．組織図

４．役員・部会・WG名簿（平成26年7月1日現在）敬称略・順不同
役　　員

幹　　事 松岡　喜義… 大陽日酸北海道㈱　代表取締役社長
幹　　事 乾　　　隆… 函館酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事 重塚　　穀… 日本エア・リキード㈱　北海道恵庭工場長
幹　　事 吉澤　尚芳… 東邦アセチレン㈱　札幌事業所長
幹　　事 笹原　　敦… …エア・ウォーター㈱　総務部…事業所管理グループ

（札幌）リーダー
会計監事 矢野根　巖… 大陽日酸北海道㈱　取締役相談役
事務局長 高橋　宏史… …エア・ウォーター㈱　産業カンパニー…
 … … 産業ガス関連事業部…エアガス部（札幌）…課長

技術保安部会（RFタグ推進WG兼務）
部 会 長 柴田　展良… エア・ウォーター㈱　総務部…事業所管理グループ（札幌）…技術専任部長
委　　員 石川　隆一… 大陽日酸北海道㈱　技術部長
委　　員 中山　　稔… 函館酸素㈱　製造技術部…部長
委　　員 重塚　　穀… 日本エア・リキード㈱　北海道恵庭工場長
委　　員 渡辺　幹雄… 東邦アセチレン㈱　技術課…課長
委　　員 三浦　克仁… 高圧ガス工業㈱　札幌営業所長
委　　員 山本　和彦… 北海道アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 大内　直也… 日本液炭㈱　北海道支店長
委　　員 土田　恭裕… 北海道エア・ウォーター㈱　保安技術部…技術グループリーダー
委　　員 三浦　　岳… 共同炭酸㈱　工場長
委　　員 横山　則美… 苫小牧共同酸素㈱　工場長

企画WG
委　　員 柴田　展良… エア・ウォーター㈱　総務部…事業所管理グループ（札幌）…技術専任部長
委　　員 山中　能生… …エア・ウォーター㈱　産業カンパニー…産業ガス関連事業部…エアガス部（札幌）…

課長

…

　本部長
　曽我部　康
　エア・ウォーター㈱
　取締役北海道支社長

総 会 

事務局

幹事会 

企画部会

技術保安部会

企画WG

RFタグ推進WG 
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委　　員 石川　隆一… 大陽日酸北海道㈱　技術部長
委　　員 加藤　展弘… 函館酸素㈱　取締役…設備工事部…部長
委　　員 籠池　　智… 日本エア・リキード㈱　北海道支店…主事
委　　員 渡辺　幹雄… 東邦アセチレン㈱　札幌事業所…技術課…課長
委　　員 志田　勝広… 北海道エア・ウォーター㈱　医療営業部…設備グループ…グループリーダー
委　　員 唐崎　直文… 日本液炭㈱　北海道支店
委　　員 山本　和彦… 北海道アセチレン㈱　工場長
委　　員 橋本　和夫… 高圧ガス工業㈱　札幌営業所…課長代理
委　　員 安彦　順治… エア・ウォーター炭酸㈱　札幌支店長代理
委　　員 横山　則美… 苫小牧共同酸素㈱　工場長
委　　員 三浦　　岳… 共同炭酸㈱　工場長
委　　員 高橋　宏史… エア・ウォーター㈱　産業カンパニー…産業ガス関連事業部…
 … エアガス部（札幌）課長

注）…平成26年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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１．合同定時総会

（JIMGA東北地域本部産業ガス部門、医療ガス部

門、東北高圧ガス容器管理委員会）

日　時 : 平成26年5月21日（水）15:45 ～ 17:00

　　　　（医療ガス部門との合同総会）

会　場 : ホテル辰巳屋（福島市）

議　題

第1号議案　…平成25年度事業報告および収支決

算の承認を求める件

第2号議案　…平成26年度事業計画および収支予

算（案）の承認を求める件

第3号議案　役員改選の件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

来　賓

関東東北産業保安監督部東北支部

… 奈良　英明　殿

福島県生活環境部消防保安課… 安司　敏憲　殿

本部出席者

副会長　　　　間　　邦司

常務理事　　　篠塚　賢藏

常務執行役員　和田　　彰

坂本本部長の挨拶（要旨）

平成26年度合同定時総会にご出席いただいた

会員各位および来賓に対する御礼を述べた後、次

のように挨拶した。

東北地方のガス業界では、残念ながら景気回復

は実感できていませんし、出荷量も増えていない

ようです。このような中、4月から消費税が増税

になりました。JIMGAは消費税転嫁カルテルを

行って増税転嫁を進めており、現在までのところ

は取引先様のご理解をいただいていて、スムーズ

に進んでいると思います。

当協会活動では、まず医療ガス部門で災害時

の医療ガス供給協力協定の締結を推進しており、

この5月27日に福島県との協定が締結されるこ

ととなり、東北6県すべてで協定が締結される見

込みとなりました。これを出発点として、今後

は災害に備えての訓練に力を入れて行きたいと

思います。

東北地域でもまだまだ放置容器が散見されま

す。産業ガス部門では、放置容器の撲滅を見据え

てRFタグ容器管理の導入を推進しています。東

北地域は、東日本大震災の影響もありRFタグの

装着率が少し遅れていますが、今後は導入のス

ピードアップをはかって行きます。詳しく聞きた

いという会員の皆様には、事務局が説明に上がり

ますので、お声をかけてください。よろしくお願

いします。

今後も皆様のお力をお借りしながら、業界の

地位向上や保安確保に全力で取組んでいきますの

で、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

坂本本部長挨拶

東北地域本部
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来賓ご挨拶（要旨）

関東東北産業保安監督部東北支部  

奈良　英明　殿

高圧ガスは、溶接溶断、原料、食品、医療等産

業活動や生活環境分野まで幅広く利用され、国民

生活の根幹となっています。そのため、高圧ガス

事故の防止は重大な使命です。昨年は全国で350

件の事故が発生しており、過去5年間、事故が

300件以上発生して高止まりの状況です。東北管

内の一昨年の事故ですが、圧縮天然ガス自動車用

ボンベの解体作業中にボンベが爆発し、1名が死

亡する事故がありました。関東東北産業保安監督

部としましては、JIMGAや関係団体、会員の皆様、

高圧ガス事業者の皆様と連携をはかり、保安確保

に取組んでまいりますので、一層のご協力をお願

いします。

福島県生活環境部消防保安課　

安司　敏憲　殿

東日本大震災と福島第一原子力発電所事故か

ら3年余りが経過しました。福島県では、県民の

安全・安心確保を第一に取組んでいるところであ

り、業界団体（JIMGA）が行政と協力して大規模

災害への対応力強化に取組んでいることは、誠

に時宜を得たものと思います。高圧ガス事故で

は、昨年は全国で350件の事故が発生し、依然と

して高い数値になっています。その中でも設備の

維持管理不良による事故が多く、設備の適切な運

営管理と自主保安意識の向上が重要になっていま

す。高圧ガス事業者の保安意識の啓発のために

JIMGAの果たす役割は大きいものになっていま

す。高圧ガス事業においてハード面・ソフト面と

も管理を徹底し、事故が発生しないよう会員各位

の一層のご協力をお願い申し上げます。

２．平成26年度活動方針

（1）保安対策の推進

　　・…高圧ガス保安法および関連法規の周知とそ

の遵守

　　・…協会自主基準、ガイドライン、指針の普及、

および保安セミナーの開催

　　・…長期停滞容器の回収と放置容器の撲滅、お

よびRFタグ容器管理の導入促進

（2）各部会、技術WG活動の推進

（3）関係官公庁および関係団体との連携強化

３．組織図

東北地域本部
産業ガス部門

正副本部長会

部門総会

部門会計監査

東北地域本部調査会

部門幹事会

充填ガス部会

炭酸ガス技術WG

アセチレン技術WG

エアガス技術WG

技術保安部会

RFタグ推進WG

定時総会の模様
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４．役員・部会・WG名簿（平成26年7月1日現在）敬称略・順不同
　　役　　員

…

本部長
坂本　雅博
大陽日酸㈱
常務執行役員…東北支社長

副本部長
大場　正仁
山形酸素㈱　
代表取締役社長

副本部長
梶原　克己
エア・ウォーター㈱
執行役員…東北支社長

副本部長
谷代　　進
東邦アセチレン㈱
代表取締役常務

幹　　事 中筋　健介… 日本エア・リキード㈱　東北支店長
幹　　事 加藤　尊康… 高圧ガス工業㈱　東北地区長
幹　　事 伊達　久顕… 上毛天然瓦斯工業㈱　仙台営業所長
幹　　事 佃　　淳一… 第一開明㈱　代表取締役社長
幹　　事 相場　栄利… ㈱相場商店　代表取締役社長
会計監事 熊谷　孝嘉… 岩手工業㈱　代表取締役社長
会計監事 南場　　勉… 日本液炭㈱　東北支社長

東北地域本部調査会
会　　長 坂本　雅博… 大陽日酸㈱　常務執行役員東北支社長
副 会 長 大場　正仁… 山形酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 谷代　　進… 東邦アセチレン㈱　代表取締役常務
委　　員 梶原　克己… エア・ウォーター㈱　執行役員東北支社長
委　　員 葛西　信二… ㈱東酸　代表取締役社長
委　　員 相場　栄利… ㈱相場商店　代表取締役社長
委　　員 笠井　昭彦… 北良㈱　取締役会長
委　　員 佃　　淳一… 第一開明㈱　代表取締役社長　
委　　員 窪田　英一… ㈲クボタ商会　代表取締役社長
委　　員 中筋　健介… 日本エア・リキード㈱　東北支店長
委　　員 渡辺　明宏… ㈱郡山酸素商会　専務取締役

RFタグ推進WG
推進責任者 坂本　雅博… 大陽日酸㈱　常務執行役員東北支社長
推進責任者 大場　正仁… 山形酸素㈱　代表取締役社長
推進責任者 谷代　　進… 東邦アセチレン㈱　代表取締役常務
推進責任者 梶原　克己… エア・ウォーター㈱　執行役員東北支社長

充填ガス部会
部 会 長 葛西　信二… ㈱東酸　代表取締役社長
委　　員 工藤　良一… ㈱工藤酸素店　代表取締役社長
委　　員 相場　栄利… ㈱相場商店　代表取締役社長
委　　員 吉田　　等… 太平熔材㈱　代表取締役社長
委　　員 佃　　淳一… 第一開明㈱　代表取締役社長
委　　員 笠井　昭彦… 北良㈱　取締役会長
委　　員 大場　正仁… 山形酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 沼澤　隆二… ㈱福島共同ガスセンター　常務取締役工場長
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委　　員 梶原　克己… 東北エア・ウォーター㈱　代表取締役社長
委　　員 伊藤　武彦… カガク興商㈱　代表取締役社長
委　　員 江良　昌三… 荘内ガス㈱　代表取締役社長
委　　員 苅部　裕一… 仙台日酸㈱　常務取締役

技術保安部会
部 会 長 鈴木　富雄… 大陽日酸㈱　東北支社…技術部長
委　　員 玉井　義明… 太平熔材㈱　保安管理部長
委　　員 中村　成伸… 北日本アセチレン㈱　工場長
委　　員 村上　晃也… 岩手工業㈱　専務取締役
委　　員 越後　啓一… ㈱東酸　取締役製造部長
委　　員 長岡　貢司… 山形酸素㈱　執行役員事業部長
委　　員 進藤　昌一… 荘内ガス㈱　取締役技術部長
委　　員 苅部　裕一… 仙台日酸㈱　常務取締役
委　　員 原田　敏兆… 日本液炭㈱　技術サービス課長
委　　員 田中　一視… 東邦アセチレン㈱　生産・技術本部技術部…課長
委　　員 吉田　　馨… 仙台アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 佐藤　　哲… カガク興商㈱　高圧ガス保安統括
委　　員 篠原　静夫… 東北エア・ウォーター㈱　保安技術グループリーダー
委　　員 沼澤　隆二… ㈱福島共同ガスセンター　常務取締役工場長

炭酸ガス技術WG
グループ長 原田　敏兆… 日本液炭㈱　東北支社…技術サービス課長
委　　員 坂本　宏文… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当（東北駐在）
委　　員 寺田　和廣… エア・ウォーター炭酸㈱　品質保証室…課長
委　　員 伊達　久顕… 上毛天然瓦斯工業㈱　仙台営業所長　
委　　員 只野　英仁… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　関東・東北支店副主事

アセチレンガス技術WG
グループ長 齋藤　祐輝… 東邦アセチレン㈱　執行役員環境保安・品質保証部長
委　　員 … 北日本アセチレン㈱
委　　員 … 大陽日酸㈱
委　　員 … 岩手工業㈱
委　　員 … 仙台アセチレン㈱
※委員は検討案件に合わせて、各委員会社より選任する

エアガス技術WG
グループ長 福田　　浩… 大陽日酸㈱　東北支社…業務部長
委　　員 … 東北エア・ウォーター㈱
委　　員 … 東邦アセチレン㈱
委　　員 … ㈱仙台サンソセンター
委　　員 … ㈱大平洋ガスセンター
委　　員 … 秋田液酸工業㈱
委　　員 … 日本エア・リキード㈱
委　　員 … ㈱いわきサンソセンター
委　　員 … 岩谷産業㈱
委　　員 … 小池酸素工業㈱
委　　員 … 北日本酸素㈱
※委員は検討案件に合わせて、各委員会社より選任する

注）…平成26年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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１．定時総会

日　時 : 平成26年5月15日（木）16:50 ～ 17:20

会　場 : ホテル JALシティ田町…東京

　　　　

議　題

　第1号議案　…平成25年度事業報告の承認を求め

る件

　第2号議案　…平成25年度収支報告の承認を求め

る件

　第3号議案　…平成26年度～ 27年度の役員選任

の承認を求める件

　第4号議案　…平成26年度事業計画（案）の承認

を求める件

　第5号議案　…平成26年度収支予算（案）の承認

を求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

報告事項

　第3号議案で承認された、新役員選任について

本部出席者（合同懇親会）

　会　　　　長　豊田　昌洋

　専務理事代行　林谷　英司

笠谷本部長挨拶

笠谷本部長挨拶（要旨）

　ある見通しでは、4月の消費税増税を控え、1 ～

3月期に駆け込み需要、4 ～ 6月期には反動減が見

込まれますが、その後は設備投資や外需の好調で、

2％前後の成長に戻るとの予想がでています。

　その消費税の転嫁に関してではございますが、

4月の消費税改定にむけ、1月に特措法の遵守状

況の調査と消費税の転嫁にあたり阻害となる要因

等の受け皿となることを目的として、｢関東地域

本部消費税調査会｣を設置いたしました。メンバー

は産業ガス、医療ガス部門の合同にて本部長、副

本部長、事務局の12名で構成しております。

　消費税増税に関する問題ですが、産業ガス部門

では関東を含め全地域にて問題なく8%の消費税

転嫁がなされているとの報告でした。今後、問題

が出てきた際は、消費税調査会へご連絡をいただ

きますようお願いいたします。

　このあとの総会でも報告されると思いますが、

平成26年度は、各グループが計3回のセミナー・

講習会を運営し、延べ210名の方々に受講して

頂きました。特に昨年は本部主催ではありまし

たが、昨年12月に ｢消費税転嫁対策特別措置法｣

に関する説明会が開催され170名ほどの方にご参

加いただきました。

　産業ガス部門の重要課題の一つとして、｢容器

管理指針｣ 発行があります。昨年度は新潟県・山

梨県にて発行されました。これにより、1都10県

のうち、1都７県にて ｢容器管理指針｣ が発行さ

れたことになります。今年度も1県でも多くの発

行を実現するよう活動をして行きたいと考えま

す。

　各部会・グループ例会では活発な討議が行わ

れ、技術担当者中心の組織・活動が定着したと考

えます。

　経済環境が大変厳しい中ではありますが、関東

地域本部産業ガス部門は、本年も、セミナー・講

習会を開催して所属会員・顧客・消費者への高圧

関東地域本部
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ガスに関する知識習得を支援し、｢事故ゼロ｣・

｢安全・保安の確保｣ を主たる活動目標に掲げて、

なお一層の努力をしたいと考えております。

　本年度も、皆様のご支援、ご協力のほど、よろ

しくお願い申し上げます。

総会の模様

懇親会

小池代表地域本部長挨拶

　今年度の関東地域本部代表地域本部長に就任し

ました小池でございます。

　4月に消費税率改定から、ひと月半が経ちまし

たが、3月までの駆け込み需要の反動による需要

の落ち込みも一過性で、7月～ 9月期には個人消

費は増税前の水準に戻るとするのが大勢のよう

で、強気の見通しです。このような見通しが産業・

医療ガス業界に恩恵を与えてくれれば良いのです

が、電力集約型産業の典型である我々の業界に

は、高止まりしている電力料金が重い負担となっ

ているのが現状です。消費税増税の問題について

は、本部の強いリーダーシップによりいち早く「転

嫁カルテル」、「表示カルテル」を結ぶことができ、

お客様への増税分の転嫁を強力に後押ししてくれ

ていると感謝しています。

　今のところ関東地域本部の消費税調査会には問

題ありとの報告は上がってきていませんが、これ

からも引続き注意していく必要があると思いま

す。

　関東地域本部は、今年度もJIMGA組織の中核

としてJIMGAの活動に積極的に参画し、産業・

医療ガスの共通課題として、ガスの製造・流通・

使用における事故の撲滅を目指し、産業ガス部門

では、「自主保安の推進」、「容器RFタグの導入促

進」、医療ガス部門では、「災害時における協定の

締結」、「MGR制度の充実」などをテーマに、一

丸となって活動を展開して行きたいと思います。

　会員の皆様には、引続き絶大なご支援とご鞭撻

をお願いたします。

石川新本部長乾杯挨拶

　先ほどの定時総会にて、今年度、産業ガス部門

地域本部長を仰せつかりました石川でございま

す。宜しくお願いいたします。

　現在、産業ガス部門、医療ガス部門が取組むべ

き課題が10個ほどあります。

　今年1年やることは沢山ありますが、地域本部

で行えるのは先ほどの総会で決まりました今年度

の目標を達成して行くことだと思います。

　関東地域本部がJIMGAの中核となって頑張っ

て行くことを宣言し、皆様の会社の益々のご繁

栄、皆様およびご家族のご健康とご活躍を祈念い

たしまして乾杯をしたいと思います。

懇親会石川新本部長の乾杯ご発声

２．平成26年度産業ガス部門活動方針

①…地域における環境・安全・保安・技術等に関し

て、JIMGA本部と連携し、関東地域本部産業

ガス部門構成員及び消費者に対する周知徹底と

教育・広報・情報の収集等地域に則した活動を
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行う。

②…自主保安の一層の充実を図る必要があることか

らセミナー、講習会を開催し、本部一体となっ

て事故発生防止に努める。

③…所属会員相互の向上発展に資するため、会員間

の意思疎通に努めるとともに、各グループ間の

連携を強化し、活動の充実を図る。

④…容器RFタグの導入推進をJIMGA本部WGと協

力し行なう。

⑤…企画部会容器回収推進グループ、地区毎の関連

諸団体とも共同して、放置容器・不明容器・長

期停滞容器の回収を促進する。また、｢容器管

理指針｣ の発行を行政に働きかける。

３．組織図

産業ガス部門総会

部門正副本部長会

部門幹事会

技術保安部会 エア・ガス技術グループ

溶解アセチレン技術グループ

炭酸ガス技術グループ

水素技術グループ

充填保安部会 地区代表者会
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地域本部の活動報告

４．役員・部会・WG名簿（平成26年7月1日現在）敬称略・順不同
　　役　　員

…

本部長
石川　博司
日本エア・リキード㈱
東日本地域本部長

副本部長
飯島　俊雄
昭和電工㈱
基礎化学品事業部…管理グルー
プ…企画・業務チームリーダー

副本部長
佐波　　充
相模アセチレン㈱
代表取締役

副本部長
梅川　明彦
大陽日酸㈱
常務取締役…関東支社長

幹　　事 松下　尚生… エア・ウォーター㈱　関東支社…支社長代理
幹　　事 黒木　幹也… 高圧ガス工業㈱　取締役…東京事務所長
幹　　事 安居　秀一… 日本液炭㈱　常務取締役関東支社長
幹　　事 川﨑　兼二… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…関東事業所長
幹　　事 遠藤　芳朗… ㈱鈴木商館　取締役営業本部副本部長
代表監事 鈴木　徹也… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　事業本部長付担当部長
監　　事 小池　康洋… 小池酸素工業㈱　取締役　東京支店長

技術保安部会
部 会 長 飯島　俊雄… 昭和電工㈱　基礎化学品事業部…管理グループ…企画・業務チームリーダー
副部会長 時田豊志和… エア・ウォーター・ハイドロ㈱　生産技術部長

エア・ガス技術グループ
グループ長 大西　孝好… 関東エア・ウォーター㈱　管理部長
副グループ長 新田　義浩… 大陽日酸㈱　関東支社…技術部長
委　　員 細川　純一… 大陽日酸東関東㈱　ガスビジネス統括本部…製造技術担当部長
委　　員 高野　義文… 東京ガスケミカル㈱　理事…産業ガス事業企画部長
委　　員 長谷川正泰… 小池酸素工業㈱　ガス部…生産・技術グループ課長
委　　員 石坂　英一… カンサン㈱　取締役…エアガス・リニュアル工場長
委　　員 梶野　昭彦… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（首都圏駐在）
委　　員 関　　啓助… 北国酸素㈱　代表取締役
委　　員 福永　直樹… 日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部…関東グループ長
委　　員 飯島　俊雄… 昭和電工㈱　基礎化学品事業部…管理グループ…企画・業務チームリーダー

エア・ガス技術グループ（生産会社）
委　　員 関根　利雄… エア・ケミカルズ㈱　常務取締役プラント長
委　　員 杉山　　光… 川崎オキシトン㈱　代表取締役社長
委　　員 茂浦　悦男… ㈱JFEサンソセンター　取締役工場長
委　　員 鈴木　常夫… 新相模酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 大西　悦雄… 新洋酸素株式会社　代表取締役社長
委　　員 田中　義隆… ㈱千葉サンソセンター　代表取締役…常務
委　　員 中山　哲也… ㈱ティーエムエアー　代表取締役社長
委　　員 福山　幸男… 東京液化酸素㈱　代表取締役社長
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委　　員 飯田　秀昭… 東京酸素窒素㈱　代表取締役社長
委　　員 野口　行敏… 長野液酸工業㈱　代表取締役社長
委　　員 八木沢正博… ㈱浜松エア・サプライ　代表取締役社長

溶解アセチレン技術グループ
グループ長 野本　勝郎　高圧ガス工業㈱　神奈川工場長
副グループ長 堂元　美樹　小池酸素工業㈱　千葉工場長
委　　員 内田　達也　エア・リキード工業ガス㈱　東日本支社…東京営業所長
委　　員 若林　　満　横浜ケミカル㈱　取締役…製造部長
委　　員 橋本　孝二　㈱鈴木商館　営業統括室…部長
委　　員 松下　勝美　関東アセチレン工業㈱　常務取締役
委　　員 佐藤　康彦　岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（関東駐在）
委　　員 澤田　秀則　神奈川合同アセチレン㈱　常務取締役工場長
委　　員 出村　憲二　川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員 吉田　智徳　相模アセチレン㈱　工場長
委　　員 柳田　勝吉　大陽日酸㈱　北関東支社…技術部…担当課長
委　　員 柳川　宗昭　田邊工業㈱　東海工場…ガス製造部…係長
委　　員 今井　克彦　東海産業㈱　環境保安室…室長
委　　員 井上　敏廣　東京高圧山崎㈱　日興事業本部…茨城工場長
委　　員 川人　政男　東日本高圧㈱　千葉工場…工場長
委　　員 手塚　悦男　栃木共同アセチレン㈱　代表取締役社長

水素技術グループ
グループ長 廣澤　徳幸… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…関東事業所…千葉工場長
副グループ長 飯島　俊雄… 昭和電工㈱　基礎化学品事業部…管理グループ…企画・業務チームリーダー
委　　員 梶野　昭彦… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（首都圏駐在）
委　　員 荒谷　幸治… 関東エア・ウォーター㈱　産業事業部…部長…兼…物流グループリーダー
委　　員 時田豊志和… エア・ウォーター・ハイドロ㈱　生産技術部長
委　　員 大山　裕之… ㈱鈴木商館　生産部…部長
委　　員 新田　義浩… 大陽日酸㈱　関東支社…技術部長
委　　員 半澤　卓也… 新潟水素㈱　直江津工場…取締役工場長
委　　員 澤田　庸介… 丸由工材㈱　代表取締役社長
委　　員 安久井　満… ㈱渡商会　保安管理部…保安管理グループリーダー

炭酸ガス技術グループ
グループ長 佐藤久仁夫… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　南関東支店…リーダー
副グループ長 神谷　利男… 日本液炭㈱　関東支社…技術サービス課長
委　　員 庄司　昭史… 高圧ガス工業㈱　ガス事業本部…次長
委　　員 坂本　三夫… 上毛天然瓦斯工業㈱　技術部…課長
委　　員 堂本　　健… エア・ウォーター炭酸㈱　技術部　生産・技術グループ…次長
委　　員 佐藤　康彦… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（関東駐在）
委　　員 会田　広司… 東京ガスケミカル㈱　エンジニアリング・サービス部…エンジニアリンググループ

充填保安部会
部 会 長 佐波　　充… 相模アセチレン㈱　代表取締役
副部会長 鴨川　俊次… 東邦酸素工業㈱　取締役社長
副部会長 松谷　厚雄… 関東酸素工業㈱　専務取締役
副部会長 遠藤　芳朗… ㈱鈴木商館　取締役…営業本部…副本部長



産業ガスレポート vol.31 産業ガスレポート vol.31 68

地域本部の活動報告

副部会長 柳川　隆則… ㈱宝山産業　代表取締役社長
委　　員 川尻　光治… 北関東日酸㈱　常務取締役
委　　員 青山　光雅… 城南共同酸素㈱　常務取締役
委　　員 四元　　章… ㈱市川総合ガスセンター　取締役工場長
委　　員 市村　　博… 市村酸素㈱　代表取締役
委　　員 村橋　正之… 伊藤忠工業ガス㈱　神奈川支店長
委　　員 瓦井　貞光… 光酸素㈱　代表取締役会長
委　　員 茂垣　行雄… ㈱星医療酸器　常務取締役…営業本部長
委　　員 金子　茂男… 小松川酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 戸田　　稔… 千葉小池㈱　代表取締役
委　　員 齋藤　常久… 小野里酸素㈱　代表取締役
委　　員 石橋　　勇… 静岡酸素㈱　取締役…製造部長
委　　員 今井　智仁… 東海溶材㈱　ガス管理部…次長
委　　員 出村　憲二… 川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員 近藤　栄司… エア・リキード工業ガス㈱　東日本支社長
委　　員 中原　俊宏… 大陽日酸東関東㈱　土浦営業所…所長
委　　員 本島　章夫… 東海産業㈱　代表取締役社長
委　　員 志田　和善… 日東物産㈱　取締役部長
委　　員 大塚　弘次… 武蔵野ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員 阪田　　亮… 千葉エヌディーガスセンター㈱　常務取締役工場長
委　　員 永井　道生… ㈱TOKAI　高圧栃木支店　支店長
委　　員 粟屋　秀則… 富士酸素工業㈱　常務取締役…ガス溶材本部…部長
委　　員 津田　篤文… 東京高圧山崎㈱　取締役副社長
委　　員 村野　行重… 横浜ケミカル㈱　営業部長
委　　員 松下　尚生… 関東エア・ウォーター㈱　取締役産業事業部長兼東京支店長
委　　員 羽場　義人… 岡谷酸素㈱　常務取締役　営業本部長
委　　員 田村　行正… 城東日酸㈱　取締役工場長
委　　員 小山　博幸… 北関東東洋㈱　取締役製造部長
委　　員 堀口　靖之… カンサン㈱　代表取締役社長
委　　員 菊池　公彦… 東横化学㈱　関東支社…相模原事業所…事業所長
委　　員 北條　一夫… フジオックス㈱　常務取締役…営業本部長…兼…ガス溶材部長
委　　員 田邊　　英… 田邊工業㈱　代表取締役社長
委　　員 中川　裕義… 東洋高圧ガス㈱　部長
委　　員 長谷川道明… 東邦新潟㈱　代表取締役
委　　員 島田　隆昭… ㈱シマキュウ　代表取締役社長
委　　員 福地　俊弘… 埼京日酸㈱　取締役工場長
委　　員 白根　政明… ㈱サイサン　取締役産業ガス部…部長
委　　員 木澤　眞一… 宮原酸素㈱　次長
委　　員 橘　　隆之… ㈱カネコ商会　代表取締役社長
委　　員 吉田　昌平… ヨシダ高圧㈱　代表取締役社長

地区代表者会
委 員 長 佐波　　充… 相模アセチレン㈱　代表取締役
副委員長 青山　光雅… 城南共同酸素㈱　常務取締役
副委員長 柳川　隆則… ㈱宝山産業　代表取締役社長
副委員長 川尻　光治… 北関東日酸㈱　常務取締役
正 委 員 田村　行正… 城東日酸㈱　取締役工場長
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正 委 員 市村　　博… 市村酸素㈱　代表取締役
正 委 員 遠藤　芳朗… ㈱…鈴木商館　取締役　営業本部副本部長
正 委 員 中川　裕義… 東洋高圧ガス㈱　部長
正 委 員 北條　一夫… フジオックス㈱　常務取締役…営業本部長…兼…ガス溶材部長
正 委 員 葛上　真一… カンサン㈱　高崎事業所…取締役インダストリ営業部長
正 委 員 粟屋　秀則… 富士酸素工業㈱　常務取締役…ガス溶材本部…部長
正 委 員 志田　和善… 日東物産㈱　取締役部長
正 委 員 羽場　義人… 岡谷酸素㈱　常務取締役　営業本部長
正 委 員 橘　　隆之… ㈱カネコ商会　代表取締役社長
副 委 員 金子　茂男… 小松川酸素㈱　代表取締役社長
副 委 員 鴨川　俊次… 東邦酸素工業㈱　取締役社長
副 委 員 木澤　眞一… 宮原酸素㈱　次長

企画部会
部 会 長 梅川　明彦… 大陽日酸㈱　常務取締役…関東支社長
副部会長 飯塚　浩幸… 大陽日酸㈱　関東支社…ガス営業部長

容器回収推進グループ
グループ長 中川　裕義… 東洋高圧ガス㈱　部長
副グループ長 保々　賢次　小池酸素工業㈱　城北支店長
委　　員 井上　　保… ㈱渡商会　営業部…主任
委　　員 葛上　真一　カンサン㈱　高崎事業所…取締役インダストリ営業部長
委　　員 大山　裕之… ㈱鈴木商館　生産部…部長
委　　員 宮内　裕二… 日本液炭㈱　関東支社…営業部…業務・物流課長
委　　員 黒木　幹也… 高圧ガス工業㈱　取締役…東京事務所長…関東地区長
委　　員 秋本　隆司… 上毛天然瓦斯工業㈱　常務取締役…東京支店長
委　　員 柳川　隆則… ㈱宝山産業　代表取締役社長
委　　員 大西　孝好… 関東エア・ウォーター㈱　管理部長
委　　員 芝好　秀明… 日本エア・リキード㈱　東日本地域本部…営業統括部長
委　　員 近藤　栄司… エア・リキード工業ガス㈱　東日本支社長

容器RFタグ推進グループ
グループ長 神谷　利男… 日本液炭㈱　関東支社…技術サービス課長
副グループ長 梶野　昭彦… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（首都圏駐在）
委　　員 田村　行正… 城東日酸㈱　取締役工場長
委　　員 原田　耕造… 相模アセチレン㈱　常務取締役
委　　員 宮澤　　源… 東京ガスケミカル㈱　シリンダーガス部…シリンダー企画グループ…マネージャー
委　　員 長谷川正泰… 小池酸素工業㈱　ガス部…生産・技術グループ課長
委　　員 森下　克則… 小池酸素工業㈱　ガス部…次長
委　　員 永野　訓司… 高圧ガス工業㈱　情報システム事業本部…理事
委　　員 青山　光雅… 城南共同酸素㈱　常務取締役
委　　員 大西　孝好… 関東エア・ウォーター㈱　管理部長
委　　員 出村　憲二… 川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員 飯塚　浩幸… 大陽日酸㈱　関東支社…ガス営業部長

注）…平成26年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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１．定時総会

日　時 : 平成26年5月13日（火）16:00 ～ 17:20

会　場 : ホテルキャッスルプラザ

議　題

第1号議案　…平成25年度事業報告の承認を求め

る件

第2号議案　…平成25年度収支決算の承認を求め

る件

第3号議案　…平成26年度事業計画の承認を求め

る件

第4号議案　平成26年度予算の承認を求める件

第5号議案　…平成26 ～ 27年度東海地域本部役

員選任の件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

本部出席者

副会長　　　　渡邉　秀生

専務理事代行　林谷　英司

常務理事　　　篠塚　賢藏

杣谷代表本部長挨拶

東海地域本部の会員の皆様にはご多忙中のと

ころ、平成26年度定時総会にご出席頂きありが

とうございます。また、本日は公務ご多用中のと

ころ、中部近畿産業保安監督部土屋保安課長様を

はじめ、多数のご来賓の方々にご臨席を賜り厚く

御礼申し上げます。

さて、この1年を振り返りますと、我々を取り

巻く国内経済は政府の景気対策の下支え効果や消

費税駆け込み需要が寄与し、徐々に回復傾向がみ

られるものの、依然として各企業は国内生産能力

増強には慎重であり、「持続的成長」に向けての

上昇機運には程遠く、法人税引き下げなど更なる

景気浮揚策の導入が待たれるところであります。

一方、我々高圧ガス業界におきましては、保安

の確保、国際整合化、電力問題、更には消費税の

適正な転嫁推進等の課題が山積しており、これら

の課題の達成如何によって今後我々の高圧ガス業

界の健全性が問われる瀬戸際まで来ております。

高圧ガス事故関連に目を向けますと、昨年比

14.5%減少の772件であり、消費並びに製造事業

者での件数は減少しているものの、移動中の事故

は増加傾向にあります。

事故原因面から見ますと盗難やヒューマンエ

ラーによる事故がほとんどを占めており、こうし

た状況を顧みるに、企業による自主保安の啓発・

喚起、業界団体による保安・強化等、高圧ガス最

大の業界団体であります私どもに課せられた責務

の重さを強く認識しております。

こうした中、JIMGAでは産業ガス部門および

医療ガス部門両部門の共通の課題としまして、コ

ンプライアンスの徹底、社会のインフラおよびラ

イフラインとしての重要性を社会の皆様方にご理

解頂くことをあげており、更に、会員の行動指針

といたしまして、産業ガス部門では保安の確保、

不明容器および放置容器の回収・撲滅、環境への

取組みと電力問題、国際整合化の4つの課題があ

東海地域本部

杣谷本部長挨拶



産業ガスレポート vol.3171

り、医療ガス部門では医療ガス事故対策、医療ガ

スの国際整合化、MGR制度の拡充、地域防災協

定等の展開の4つの課題があります。

東海地域本部では、JIMGA本部の課題をブレー

クダウンし、事故防止と法令遵守の周知徹底、供

給および消費上の安全対策の推進、保安を確保す

るための各種講習会の開催、災害時対策の強化、

不明容器および放置容器をなくすための容器管理

体制の強化を課題として取組み、事故撲滅に努め

たいと存じます。

本日の総会では、活発なご意見を頂きながら、

議案審議を進めたいと考えておりますので、ご協

力の程、宜しくお願い致しまして、本部長挨拶と

させて頂きます。

総会の模様

来賓ご挨拶

中部近畿産業保安監督部　保安課長

土屋　昌英　殿

本日は、一般社団法人日本産業・医療ガス協会

東海地域本部定時総会にお招きくださり誠にあり

がとうございます。

また平素は、経済産業省が行っております産業

保安行政への御理解、御協力を賜り厚く御礼申上

げます。

さて、昨今の経済状況は、アベノミクス効果が

実体経済に反映され、景気回復とともに需要・消

費が拡大基調となりつつあるとの報道や、先日の

大手各社決算報告においては自動車や鉄鋼、機械

など製造業を中心に大幅増益となった旨の公表が

ありました。工業用向けの高圧ガスもこれに関連

して、需要・消費の着実な伸びが報告がされてお

ります。その一方で、燃料ガスの価格高騰や4月

からの消費税引上げなど景気先行きの不安定要因

がありますが、高圧ガスの保安確保は景気に左右

されることなく、各事業者が自らの責任において

着実に対応していただくことが重要であります。

現在、高圧ガス保安のあり方については、こ

の3月、産業構造審議会高圧ガス小委員会におい

て、次の3つのテーマを中心に審議がされており

ます。

1つ目は自然災害への対応です。東日本大震災

を踏まえ、南海トラフ地震を想定した設備の耐震

化、容器やローリの流出防止、設備の安定停止な

ど、地震・津波対策を推進しておりますが、今年

度は、重要度の高い高圧ガス設備の耐震強化を推

進することとしています。貴協会では、昨年12月、

名古屋にて災害対策セミナーを開催し、東日本大

震災の体験事例や「充てん工場の地震対策指針」

等、実践的な災害対策について多数の方が受講さ

れ、産業ガス、医療ガスともに業界をあげて積極

的に取組んでおられる姿勢には頭が下がる思いが

いたします。

2つ目は時代が要請する新たな課題への対応で

す。2015年の燃料電池自動車販売に向け、水素容

器や水素ステーションの技術基準の整備等、工程

表に基づいて概ね進んでおり、残された基準整備

等の手続きを急ピッチで進めているところです。

貴協会会員様におかれては水素ガスの新たな時代

の幕開けを期待されていることと思います。今後

の水素ガス・燃料電池関係事業の発展を期待いた

します。

3つ目は産業事故、保安義務違反への対応です。

年始早々、三重県のコンビナート事業所で爆発事
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故が発生、高圧ガス事故ではありませんが、残念

ながら多くの死傷者が出てしまいました。近年コ

ンビナート重大事故が多発しており、昨年3月の

高圧ガス小委員会において「コンビナート等産業

事故撲滅の提言」がなされ、非定常時のリスクア

セスメントの必要性が提言されましたが、今回

は、まさに非定常作業中に起きた事故でした。詳

細は控えさせていただきますが、非定常作業のマ

ニュアル整備、過去のヒヤリハットや事故事例を

踏まえたリスクアセスメントの適切な実施につい

て、今一度、お願いする次第であります。

平成25年の高圧ガス事故統計を見ますと、全

国で772件発生し、うち盗難を除く災害は350件

で、平成24年と比べ2割減少しましたが、製造所

の事故は、依然多く発生し、災害全体の7割以上

を占めています。

中部監督部管内（東海北陸5県）の高圧ガス事故

件数は125件、盗難を除く災害は59件発生し、現

象別では、噴出・漏えいが8割を占めています。

また、高圧ガスに起因する負傷者は、死亡者は出

ておりませんが、5名が負傷しています。

事故原因では「誤判断・誤操作」などのヒュー

マンエラーや、「施設の管理不良」による劣化、

腐食が目立っております。

このような高圧ガスの災害・事故に対応するた

め、貴協会におかれましては、産業ガス、医療ガ

スの指針・マニュアル策定やRFタグの導入など

の様々な取組みをされており、深く敬意を表する

次第であります。今後とも引き続き積極的な取組

みを期待いたします。

最後に、一般社団法人日本産業・医療ガス協会

東海地域本部の益々の御発展と皆様方の御健勝並

びに高圧ガス事故の撲滅を祈念いたしまして私の

お祝いの言葉といたします。本日はおめでとうご

ざいました。

来賓ご挨拶

愛知県防災局　消防保安課　産業保安室長

村上　倫正　殿

一般社団法人日本産業・医療ガス協会東海地域

本部の定時総会が、このように盛大に開催されま

したことを先ずもってお慶び申し上げます。

貴協会におかれましては、高圧ガスの供給の面

で住民の快適で豊かな生活を支え、高圧ガスの保

安の面で安心・安全を支えていただき、地域に大

きく貢献していただいています。皆様方の御尽力

に対しまして心から感謝申し上げます。

さて既に御承知のとおり、昨年10月15日早朝、

豊田市内の国道153号線においてLPガスを満載し

た10トンローリが橋の欄干を突き破って川に転

落し、LPガスが大量に噴出・漏えいするという、

高圧ガス関係者を大いに驚かせる事故が発生しま

した。

この事故に際しましては、事故の通報を受けた

警察・消防により迅速に国道の通行止め措置や、

現場周辺への立入禁止措置が行われるとともに、

愛知県地域防災協議会の防災事業所の協力により

漏えいしているLPガスの閉止措置および容器内

のLPガスの抜き取り措置が迅速・適切に実施さ

れ、爆発・火災という最悪の事態を回避すること

ができました。

この事故に際して行われた措置は、毎年、愛知

県高圧ガス移動防災訓練において繰り返し訓練さ

れてきたものです。今回の事故は不幸ではありま

したが、訓練が大いに効を奏することになりまし

た。

今年度も、愛知県と愛知県地域防災協議会との

共催で高圧ガス移動防災訓練を計画しており、10

月実施に向けて現在準備を進めています。多くの

皆さんに御参加いただき一層有意義な訓練とした

いと思っていますのでよろしく御協力をお願いい

たします。

ところで愛知県では、交通事故死亡者数が全国
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ワースト・ワンという不名誉な状況が続いていま

す。昨年はLPガスローリの転落事故で運転手の

方が亡くなり、ガス業界の仲間からも交通事故死

亡者が出ました。皆様方におかれましても高圧ガ

スの保安についてはもちろんのこと、交通安全に

ついても従前以上に心がけていただきますようお

願いいたします。

最後に、一般社団法人日本産業・医療ガス協会

東海地域本部のますますの御発展並びに本日御出

席の皆様方の一層の御健勝を祈念いたしまして、

お祝いの言葉といたします。

来賓ご挨拶

愛知県健康福祉部　保健医療局　医薬安全課長

髙橋　　裕　殿

愛知県健康福祉部保健医療局医薬安全課長の

髙橋でございます。本日は、お招きいただきまし

て、誠にありがとうございます。平成26年度一

般社団法人日本産業・医療ガス協会東海地域本部

定時総会が、このように盛大に開催されましたこ

とを、心からお祝い申し上げます。

皆様方におかれましては、日ごろより医薬安全

行政の推進に、格別のご理解とご協力を賜ってお

りますことを、この場をお借りしまして厚くお礼

申し上げます。

さて、この東海地域におきましては、将来的に

南海トラフ巨大地震の発生が懸念されているとこ

ろでございますが、災害時におきましては、迅速

に医療救護活動を行うことができるよう、医薬品

や医療機器等を安定的に確保、供給する仕組みが

必要不可欠であります。

こうした中で皆様方とは、災害時における医

療用ガスの安定供給を確保するため、東日本大震

災発生の10年以上前となります、平成11年6月

に「医療用酸素ガス等の供給に関する協定」を締

結させていただき、災害時の医療体制の確保にあ

たり多大なご尽力を賜っているところでございま

す。今後とも、引き続きお力添えいただきますよ

うお願い申しあげます。

なお、災害時における医療用ガスの供給に必

要不可欠であります、緊急通行車両につきまして

は、ここ数年、更新が滞っておりましたが、昨年

度皆様のご協力をいただき、改めて173台分の「事

前届出済証」の交付を受けることができましたの

で、ご報告いたします。

また、毎年ご参加いただいております、県の総

合防災訓練でございますが、今年度は8月31日に

「平成26年度愛知県・碧南市　津波・地震防災訓

練」が開催されることとなっております。災害時

に医療ガスを始めとします医薬品等を円滑に供給

できるよう、搬送訓練等を実施したいと考えてお

りますので、ご協力いただきますようお願い申し

上げます。

最後になりましたが、日本産業・医療ガス協会

東海地域本部の益々のご発展と本日ご出席の皆様

方のより一層のご健勝とご活躍を祈念いたしまし

て、私のお祝いの言葉とさせていただきます。

来賓ご挨拶

高圧ガス保安協会　中部支部　事務局長

中島　弘志　殿

高圧ガス保安協会中部支部の中島でございま

す。本日は、日本産業・医療ガス協会東海地域本

部の平成26年度定時総会にお招きいただきあり

がとうございました。また、本日は総会の議事が

滞りなく終了しましたこと、まずもってお喜び申

し上げます。

ご承知の方もおみえになると思いますが、高

圧ガス保安協会は昭和38年に当時の「高圧ガス

取締法」によって特殊法人として設立され、昨年

12月に50周年を迎えました。当協会が50年間も

高圧ガスに係る事業を維持発展させることができ

ましたのも、ひとえに皆様方の暖かいご支援、ご

指導の賜物と認識しております。あらためて、お
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礼を申し上げる次第でございます。

さて、高圧ガスの取扱いには充分な注意が必

要であり、保安の確保が重要であるということで

皆様方からお話がありましたが、大変重要な事項

であり、重複して恐縮ですが私からも少しお話し

させて頂きます。喪失や盗難を除いた災害でもっ

て事故の分析を高圧ガス保安協会では行ってい

ます。高圧ガスの災害事故の発生件数は平成12

年から増加し平成23年に最多の490件となりまし

た。しかしながら、平成25年では350件となり前

年に比べて18%のマイナス、2 ヶ年連続して減少

となりました。これもひとえに皆様方の努力の賜

物ではないかと思います。

しかしながら、依然として高い水準であること

や、過去の事故事例が十分に活かされていなかっ

た事故も見受けられることから、引き続き災害防

止に向けた保安の確保に努め、事故ゼロに向けた

不断の取組みが今後も必要かと思います。保安協

会においては事故情報の提供・公開に力を入れて

おり、会報やホームページ上で行っておりますの

でご活用いただければ幸いです。

ところで、先ほど審議いただいた協会の本年度

事業計画にも災害対策の記載がありましたので、

少し私見も含めてお話をさせて頂きます。BCPす

なわち事業継続計画について聞かれたことがあろ

うかと思います。平成23年3月11日に発生した

東日本大震災において、BCPを策定済みであった

企業は、より早期の復旧・復興がされた旨の報道

があったことのご記憶があるかと思います。

BCPとは、企業などが災害や事故などの緊急事

態に遭遇した場合において、被害を最小限にとど

めつつ、事業活動を継続、または再開できるよう

にするために、事前にその方法・手段等を取り決

めておく計画をいいます。当地域においては、南

海トラフ巨大地震の発生リスクに対する懸念も高

いことから、これまでとは一段高いレベルでの事

業継続計画の確立が急務となっています。

「自助」、「共助」、「公助」という言葉がありま

す。「自助」は自ら、「共助」は助け合い、「公助」

は役所などの支援を指します。大地震等の広域災

害においては、「自助」すなわち個社の取組みに

加えて、広域での企業同士や団体同士による「共

助」による地域連携型のBCPがビジネス活動の防

災・減災には有効と考えられ、このような考え方

が広まりつつあります。例えば、東海地域におけ

る被災状況が大きければ、災害を免れた北陸地域

などから支援を受けるなども一案ではないでしょ

うか。

幸いにも、東海地域本部においては、県との「災

害用医薬品等の供給に関する協定書」を提携し、

平成24年4月には「東海地域本部災害時マニュア

ル」を制定するなど前向きな対応をされておられ

ます。是非、他地域との連携といった視点での防

災・減災対策にも取組んで頂けると、より一段と

レベルの高い対策になると思います。

地震発生をゼロにするのは人智を超えて困難

ですが、防災・減災のための事前準備はいくらで

も可能です。

本日ご出席の皆様方におかれては、国民生活の

安全・安心のため、これまで以上に高圧ガスの保

安の確保に邁進し責任を果たしていただくことが

必要であると考えております。高圧ガス保安協会

としても、皆様方のご努力に対しまして、いささ

かでも貢献できるよう今後とも全力を挙げて各種

事業に取組んで参る所存でございます。

最後になりましたが、当協会の益々のご繁栄

と、本日ご出席の皆様方のご健勝・ご多幸を祈念

いたしまして、挨拶に代えさせて頂きます。本日

はありがとうございました。

JIMGA本部　渡邉副会長挨拶

JIMGAの副会長を務めます、渡邉です。東海

地域本部の会員の皆様にはご多用中の所、平成

26年度定時総会にご出席頂きありがとうござい
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ます。本来なら豊田会長がご挨拶申し上げる所で

すが、あいにくの所用の為、私がJIMGAを代表

して一言ご挨拶申し上げます。

業界団体としてのJIMGAの役割は大きく言っ

ては3つあると考えます。まず1つ目は、業界と

しての使命、責任を全うすることです。これは言

うまでもなく、保安の強化と安全の確保でありま

す。これは何としても達成しなければならない使

命です。

2つ目は、業界活動を通じて、社会への貢献度

を高めることです。

3つ目は、業界活動を広く社会に発信して、ま

たPRする事ことによって、業界の社会的地位を

高めることです。

この3つを達成するためには、会員各位の気持

ちを一つにして、一緒にやって行くのだという気

概が、何よりも必要だと思います。これらの活動

は言わば、「町おこし」活動と全く同じでありま

して、同じ町全体を良くして行こうという熱意

と、相互信頼があって初めて「町おこし」は成功

すると思います。今後も会員皆様のJIMGAに対

するご協力をお願い致します。

最後になりましたが、本日ご出席の皆様方のご

健勝・ご多幸を祈念いたしまして挨拶に代えさせ

て頂きます。

渡邉副会長挨拶

南部副会長兼医療ガス部門本部長挨拶

先程の定時総会は、皆様のご協力によりまし

て、つつがなく終えることができ、ありがとうご

ざいました。

また、経済産業省中部近畿産業保安監督部保安

課長の土屋様をはじめご来賓の皆様方には、総会

に引き続き懇親会にもご臨席を賜り、厚く御礼申

し上げます。

本日の定時総会において、平成26年度の東海

地域本部の事業計画が採択されました。東海地域

本部として取組むべき課題は、渡邉副会長（日本

液炭㈱代表取締役会長）のご挨拶にもありました

JIMGA本部の課題をブレークダウンし、JIMGA

本部との連携により、着実にこの事業計画に取組

みますので、皆様のご理解並びにご協力を宜しく

お願い致します。

平成25年度の高圧ガス事故は前年比で減少致

しましたが、今なお高止まりであることに変わり

はありません。医療ガスに関しても、在宅酸素の

火災事故は毎年数件ずつ発生しております。これ

ら事故を減少・撲滅させるためには、地道ではあ

りますが繰り返しの教育が必要であり、協会と致

しましては講習会を開催し、高圧ガスを取扱い・

消費される方々に技術向上及び注意喚起を促して

いく必要があると考えています。

本年度も、産業ガス部門では「東海・北陸セミ

ナー」の開催を計画しており、医療ガス部門では

「愛知県医療ガス保安講習会」を計画しています。

これら講習会の開催にあたって、会員の皆様のご

協力を頂き、また講習会には奮ってご参加をお願

い致します。

また、東海地域本部は、災害時への対応を十分

に行っておく必要があり、議案書にもありました

ように「東海地域本部災害時マニュアル」の制定・

見直し、備蓄品の対応、災害時連絡体制の構築を

実施してきました。昨年度は愛知県の緊急通行車

両事前届出済証が新たに発行され、長年の懸案事
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項が解決致しました。今後も、災害時対策委員会

を中心にして、この地域の災害時対策を検討して

まいりますので、ご理解・ご協力を宜しくお願い

致します。

日本経済はアベノミクスによりまして明るい

兆しがあり、東海地域の経済も中部経済産業局等

が緩やかに改善していると発表しています。しか

し、本年4月1日より、電力料金のアップ、薬価

の改定、更に消費税率のアップと、多くの問題も

抱えています。特に消費税に関しては、昨年11

月にこの対応の説明会を開催し、その後「東海地

域調査会」を設置致しました。この調査会を活用

し、皆様と共に、確実な消費税の転嫁を実行して

行きたいと存じます。

本日採択されました本年度の事業計画は、高圧

ガスの業界が抱える課題が盛り込まれています。

これら課題を解決し実行して行くためには、会員

の皆様のご理解並びにご協力を欠かすことが出来

ませんので宜しくお願い致します。

最後になりますが、会員各社のますますのご発

展と、ご参集の皆様のご健勝を祈念いたしまして

ご挨拶とさせて頂きます。

南部医療ガス部門本部長挨拶

２．平成26年度活動方針

（1）事故防止と法令遵守の周知徹底

（2）供給及び消費上の安全対策の推進

（3）保安講習会等の開催

（4）災害時対策の強化

（5）容器管理体制の強化

（6）JIMGA本部との連携

（7）その他東海地域本部の目的達成のための事業

３．組織図　

技術部会

正副本部長会

定時総会

幹事会

【産業ガス部門】

部門幹事会

保安教育グループ

容器回収グループ

RFタグＷG

東海地域調査会（新規設置）

エアガス技術グループ

アセチレン技術グループ

炭酸ガス技術グループ

水素ガス技術グループ

充填ガス技術グループ

企画部会

【医療ガス部門】
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４．役員・部会・WG名簿（平成26年7月1日現在）敬称略・順不同
　　役　　員

…

本部長
永野　英美
東亞テクノガス㈱
代表取締役社長

副本部長
渡邉　栄治
大陽日酸ガス＆
ウェルディング㈱
名古屋支店長

副本部長
吉田　浩之
日本液炭㈱
中部支社長

副本部長
飯田　哲郎
名古屋酸素㈱
取締役社長

幹　　事 中島　基成… 日本エア・リキード㈱　中部地域本部長
幹　　事 森本　　孝… 高圧ガス工業㈱　東海地区長
幹　　事 二階堂貴朗… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店…支店長
幹　　事 松村伸一郎… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部　東海事業所長
代表会計監事 山本　博昭… エア・ウォーター㈱　執行役員…中部支社長
会計監事 岡　浩二郎… 豊田ガスセンター㈱　工場長

エアガス技術グループ
グループ長 山本　　裕… 岩谷産業㈱　常務執行役員…中部支社長
委　　員 三津田　真… 中部エア・ウォーター㈱　管理部…部長
委　　員 柄沢　直樹… 大陽日酸㈱　中部支社…技術部長
委　　員 寿美田克彦… 東亞テクノガス㈱　取締役　業務本部長
委　　員 藤田　　弘… 日本エア・リキード㈱　中部地域本部…名古屋営業所長

アセチレン技術グループ
グループ長 渡邉　栄治… 大陽日酸ガス&ウェルディング㈱　名古屋支店長
委　　員 土井不可止… イビデンケミカル㈱　大府ガス営業部…課長
委　　員 仙波　　寛… 高圧ガス工業㈱　名古屋工場…工場長
委　　員 鋤柄　喜彦… 大日本アガ㈱　代表取締役
委　　員 荻上　　仁… 大陽日酸㈱　中部支社…技術部…技術一課長
委　　員 成瀬　　宜… 竹中高圧工業㈱　営業部　部長
委　　員 橋本　行雄… 東海アセチレン㈱　浜松工場…取締役工場長

炭酸ガス技術グループ
グループ長 板橋　　享… 日本液炭㈱　中部支社…名古屋ガスセンター長
委　　員 小田島秀樹… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（中部駐在）
委　　員 菊池　幹夫… エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店…名古屋営業所長
委　　員 松本　郁磨… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店　主務
委　　員 松葉　　昇… 大洋化学工業㈱　工場長
委　　員 五十子　智… 知多炭酸㈱　本社工場…品質管理課長
委　　員 山田　修三… 東亞テクノガス㈱　取締役…技術統括部長

水素ガス技術グループ
グループ長 松村伸一郎… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…東海事業所長
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委　　員 小田島秀樹… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（中部駐在）
委　　員 三好　　拡… 中部エア・ウォーター㈱　北陸支店業務グループ…グループ長
委　　員 松本　郁磨… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店…主務
委　　員 澤田　正樹… 大陽日酸㈱　中部支社…技術部…技術二課長
委　　員 山田　修三… 東亞テクノガス㈱　取締役…技術統括部長
委　　員 菅野　　裕… 日本エア・リキード㈱　中部地域本部…営業統括部…担当部長
委　　員 板倉　久郎… 北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長

充填ガス技術グループ
グループ長（正） 新町　健児… 共同高圧ガス工業㈱　執行役員工場長
グループ長（副） 斎藤　輝久… 名古屋ガスセンター㈱　本社…業務グループ長
委　　員 一瀬　孝行… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…東海事業所…岡崎工場長
委　　員 湯浅　喜和… イワタニ三重ガスセンター㈱…工場長
委　　員 森本　　孝… 春日井ガスセンター㈱　代表取締役
委　　員 松島　智彦… ガステックサービス㈱　西三河事業所…事業所長
委　　員 七尾　剛司… 岐阜エア・ウォーター㈱　工場長
委　　員 内田　久雄… 協栄高圧ガス㈱　取締役事業部長
委　　員 髙垣　満正… ケミカルジャパン㈱　代表取締役
委　　員 黒瀬　浩二… 小池酸素工業㈱　名古屋支店長
委　　員 日比富士雄… ㈱ジーシー東海　取締役工場長
委　　員 坂下　公朗… 杉浦高圧㈱　取締役
委　　員 服部　裕次… 大日本アガ㈱　大府事業所…取締役…製造物流部長
委　　員 高橋　憲一… 竹中高圧工業㈱　常務取締役
委　　員 盛林　峰一… 知多髙圧ガス㈱　技術部…兼…品質管理担当…主任
委　　員 三津井　篤… 中京産商㈱　常務取締役…営業統括部長
委　　員 中根　信敏… 中部エア・ウォーター㈱　名古屋充填工場…工場長
委　　員 渡邉　雅樹… 東海ガスユナイテッド㈱　工場長
委　　員 岡　浩二郎… 豊田ガスセンター㈱　工場長
委　　員 加藤　伸昭… 名古屋酸素㈱　名古屋営業部長
委　　員 高橋　伸之… 名古屋日酸㈱　工場長
委　　員 原田　敬生… ㈱原田商店　代表取締役

保安教育グループ
グループ長 柄沢　直樹… 大陽日酸㈱　中部支社…技術部長
委　　員 小田島秀樹… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（中部駐在）
委　　員 笠井　勇人… 中部エア・ウォーター㈱　技術グループ…グループ長
委　　員 新町　健児… 共同高圧ガス工業㈱　執行役員工場長
委　　員 湊　　洋治… 高圧ガス工業㈱　名古屋工場…工場長代理
委　　員 松本　郁磨… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店…主務
委　　員 坂下　公朗… 杉浦高圧㈱　取締役
委　　員 吉岡　正弘… 竹中高圧工業㈱　製造部　課長
委　　員 藤原　　隆… 中部液酸㈱　管理部長
委　　員 藤本　孝弘… 東亞テクノガス㈱　取締役…管理部長
委　　員 服部　宗弘… 名古屋酸素㈱　取締役製造部長…兼…小碓工場長
委　　員 高橋　伸之… 名古屋日酸㈱　工場長
委　　員 冨成　繁憲… …日本エア・リキード㈱　中部地域本部…技術本部…カスタマー・エンジニアリング・

サービス部…カスタマーサービス中部グループ…グループ長
委　　員 板橋　　享… 日本液炭㈱　中部支社…名古屋ガスセンター長
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容器回収グループ
グループ長 浅野　泰義… 杉浦高圧㈱　部長
委　　員 土井不可止… イビデンケミカル㈱　大府ガス営業部…課長
委　　員 中田　雅敏… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…東海事業部…岡崎工場業務担当…マネージャー
委　　員 水野　良彦… 協栄高圧ガス㈱　業務本部次長
委　　員 相木　好永… 高圧ガス工業㈱　名古屋工場…ガス営業課…次長
委　　員 松本　郁磨… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店
委　　員 花井　正賢… 大日本アガ㈱　社長付（物流担当）
委　　員 荻上　　仁… 大陽日酸㈱　中部支社…技術部…技術一課長
委　　員 名畑　芳彦… 大陽日酸ガス&ウェルディング㈱　営業課長
委　　員 小野　　勝… 竹中高圧工業㈱　営業部…次長
委　　員 浅井　　純… 知多髙圧ガス㈱　業務部…課長代理
委　　員 小久保光男… 中京産商㈱　溶材部…溶材課…課長
委　　員 中根　信敏… 中部エア・ウォーター㈱　名古屋充填工場…工場長
委　　員 伝田　仲男… 東亞テクノガス㈱　技術統括部…課長代理
委　　員 渡邉　雅樹… 東海ガスユナイテッド㈱　工場長
委　　員 井上　洋一… 豊田ガスセンター㈱　製造部…部長
委　　員 大貝　信夫… 名古屋ガスセンター㈱　十四山工場
委　　員 服部　宗弘… 名古屋酸素㈱　取締役製造部長…兼…小碓工場長
委　　員 髙橋　伸之… 名古屋日酸㈱　工場長
委　　員 伊勢　豊広… エア・リキード工業ガス㈱　名古屋営業所長
委　　員 板橋　　享… 日本液炭㈱　中部支社…名古屋ガスセンター長

RFタグＷＧ
グループ長 永野　英美… 東亞テクノガス㈱　代表取締役社長
委　　員 杣谷　滋信… 大陽日酸㈱　常務執行役員…中部支社長
委　　員 山本　博昭… エア・ウォーター㈱　執行役員…中部支社長
委　　員 菅野　　裕… 日本エア・リキード㈱　中部地域本部…営業統括部担当部長
委　　員 森本　　孝… 高圧ガス工業㈱　名古屋工場…理事東海地区長
委　　員 鋤柄　喜彦… 大日本アガ㈱　代表取締役
委　　員 渡邊　栄治… 大陽日酸ガス&ウェルディング㈱　名古屋支店長
委　　員 二階堂貴朗… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店…支店長
委　　員 尾田　朝良… 日本液炭㈱　中部支社…営業部長
委　　員 山本　　裕… 岩谷産業㈱　常務執行役員…中部支社長
委　　員 成瀬　　宜… 協栄高圧ガス㈱　営業部…部長
委　　員 飯田　哲郎… 名古屋酸素㈱　取締役社長
委　　員 新町　健児… 共同高圧ガス工業㈱　執行役員工場長
委　　員 坂下　公朗… 杉浦高圧㈱　取締役
委　　員 斎藤　輝久… 名古屋ガスセンター㈱　本社…業務グループ長
委員（医療） 南部　　淳… ㈱ナンブ　代表取締役
委員（医療） 西尾　　徹… 静岡酸素㈱　代表取締役社長
委員（医療） 大島　康之… ㈱大島商会　代表取締役
委員（医療） 伊藤　洋司… 中京医療㈱　取締役…営業部長
委員（医療） 江場　大二… ㈱エバ　代表取締役社長

注）…平成26年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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１．定時総会

日　時 : 平成26年5月16日（金）

会　場 : 粟津温泉　のとや

議　題

第1号議案　平成25年度事業活動報告

第2号議案　平成25年度収支決算報告

第3号議案　平成26年度活動及び予算案の件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

報告事項

医療ガス部門石川県支部緊急通行車両届の件

消費税増税特措法の件

本部出席者

副会長　　　　竹内　弘幸

常務執行役員　仲山　一郎

常務執行役員　鈴木　正晴

谷屋本部長挨拶（要旨）

本日はJIMGA北陸地域本部の定時総会にご出

席頂き、ありがとうございます。会員の皆様には

日頃よりJIMGAの活動にご理解とご協力を賜り、

この場をお借りしてお礼を申し上げます。

さて、本年4月から消費税が増税されましたが、

皆様方には消費税転嫁に向けて大変な努力をされ

ておられると思います。消費税を確実に転嫁でき

るか否かは、我々業界の行く末を占う重要な課題

です。今回の「消費税増税特措法」の援用に沿っ

て行動していただきますよう、改めてお願いいた

します。

JIMGAの活動において本部では、産業ガス部

門・医療ガス部門でそれぞれ4つの課題に取組ん

でおります。産業ガス部門では第一に保安の一層

の強化・推進、第二にRFタグの普及、第三に電

力の大量消費産業として使用エネルギーの削減へ

の取組み、第四に国際基準との整合化です。医療

ガス部門では第一に事故防止対策、第二に医療ガ

スの国際整合化、第三にMGR制度の拡充と資質

の向上、第四に地域防災協定の運用です。

北陸地域本部

総会の模様

竹内副会長挨拶

谷屋本部長挨拶
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さて、ガスの安定供給と保安の確保を進めてい

くことは、業界の一番大切な責任であると思って

おりますが、昨年の事故件数は、772件と28％の

減少となりましたが、容器の喪失や盗難が442件

発生しており、重要な問題となっています。幸い

北陸では大きな事故は発生しておりませんが、産

業ガス部門として北陸溶材組合との連携により、

保安・啓発活動と容器管理の徹底、RFタグの推

進による商習慣の改善に取組んで行かなければな

らないと思っております。

医療ガス部門では、各県との災害時協定に基づ

く細目についての活動および訓練や消費者への保

安・啓発活動が重要な取組みでございます。

最後になりましたが、産業ガス部門、医療ガス

部門とも、平成26年度の活動をさらに充実した

ものにしたいと思っておりますので、皆様のご協

力をお願いして、ご挨拶とさせて頂きます。あり

がとうございました。

２．平成26年度産業ガス部門活動方針

（1）…保安の推進　高圧ガス消費者保安講習会の

開催

（2）会員研修会（高圧ガス容器工場見学）の実施

（3）RFタグの取組み

３．組織図

JIMGA北陸地域本部総会

正副本部長会

幹事会

技術保安部会

企画部会

容器回収グループ

容器RFタグ推進グループ

鈴木常務執行役員の医療ガス部門近況報告

仲山常務執行役員の産業ガス部門近況報告
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４．役員・部会・WG名簿（平成26年7月1日現在）敬称略・順不同
　　役　　員

…

本部長
谷屋　五郎
宇野酸素㈱　
代表取締役社長

副本部長
板倉　久郎
北酸高圧瓦斯㈱　
代表取締役社長

副本部長
桐田　信也
日星産業㈱　
富山支店　支店長

幹　　事 瀬戸　和義… 日本エア・リキード㈱　北陸支店長
幹　　事 丹羽　信嗣… 北越アセチレン㈱　代表取締役社長
幹　　事 田中　浩昭… 日本液炭㈱　富山営業所長
幹　　事 脇野　喜裕… 大陽日酸㈱　中部支社…北陸支店長
幹　　事 木村　光彦… 中部エア・ウォーター㈱　取締役北陸支店長…兼…富山営業所…所長
幹　　事 南部　明彦… 宇野酸素㈱　専務取締役
会計監事 脇野　喜裕… 大陽日酸㈱　中部支社…北陸支店長
会計監事 櫻井　二郎… サカヰ産業㈱…　代表取締役社長
JIMGA評議員（北陸地域本部選出）
 谷屋　五郎… 宇野酸素㈱　代表取締役社長

企画部会
委　　員 谷屋　五郎… 宇野酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 浅田　昌樹… 岩谷産業㈱…　北陸支店長
委　　員 木村　光彦… 中部エア・ウォーター㈱　取締役北陸支店長…兼…富山営業所…所長
委　　員 瀬戸　和義… 日本エア・リキード㈱　北陸支店長
委　　員 脇野　喜裕… 大陽日酸㈱　中部支社…北陸支店長
委　　員 中渡瀬久志… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…東海事業所…小松工場長
委　　員 板倉　久郎… 北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
委　　員 田中　浩昭… 日本液炭㈱　富山営業所長
委　　員 杉浦　博之… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店…富山営業所長
委　　員 柳澤　敏幸… 直江津アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 村木　利雄… 新潟高圧ガス㈱　取締役工場長
委　　員 井村　平八… 北越アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 谷屋　五郎… 三国液酸㈱　代表取締役社長
委　　員 川崎　　基… 北陸エア・ケミカルズ㈱　取締役敦賀事務所長

技術・保安部会
委　　員 谷屋　五郎… 宇野酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 浅田　昌樹… 岩谷産業㈱…　北陸支店長
委　　員 木村　光彦… 中部エア・ウォーター㈱　取締役北陸支店長…兼…富山営業所…所長
委　　員 深谷　和則… 東亜テクノガス㈱　北陸支店…北陸営業部
委　　員 瀬戸　和義… 日本エア・リキード㈱　北陸支店長
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委　　員 脇野　喜裕… 大陽日酸㈱　中部支社…北陸支店長
委　　員 酒井　　勉… 北陸液酸工業㈱　取締役管理部長
委　　員 中渡瀬久志… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…東海事業所…小松工場長
委　　員 板倉　久郎… 北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
委　　員 田中　浩昭… 日本液炭㈱　富山営業所長
委　　員 杉浦　博之… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店…富山営業所長
委　　員 山口　　淳… 上毛天然瓦斯工業㈱　長岡支店長
委　　員 柳澤　敏幸… 直江津アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 村木　利雄… 新潟高圧ガス㈱　取締役工場長
委　　員 井村　平八… 北越アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 谷屋　五郎… 三国液酸㈱　代表取締役社長
委　　員 川崎　　基… 北陸エア・ケミカルズ㈱　取締役敦賀事務所長

注）…平成26年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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１．定時総会

日　時 : 平成26年5月14日（水）16:15 ～ 17:25

会　場 : メルパルク大阪

議　題

第1号議案　平成25年度事業報告承認の件

第2号議案　…平成25年度経常費収支決算報告承

認の件

第3号議案　…平成26年度･27年度新役員承認の

件

第4号議案　…消費税転嫁に係る「地域本部調査

会」役員承認の件

第5号議案　…平成26年度事業計画（案）承認の件

第6号議案　…平成26年度経常費収支予算（案）

承認の件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

報告事項

（1）会員数について

… 産業ガス部門59社（平成26年3月31日現在）

（2）表彰関係（平成25年度の受賞者）について

… …経済産業大臣表彰、産業保安監督部近畿支

部長表彰、大阪府知事表彰、大阪府商工関

係表彰で、JIMGA関連の受賞者（個人・事

業所）が紹介された。

（3）今後の主な行事予定

… …JIMGA（本部）評議委員会及び定時総会、並

びに関係他団体の総会日程等が報告され

た。

本部出席者

副会長　　　　中井　喜三

常務執行役員　加藤　尚嗣

常務執行役員　仲山　一郎

姫尾代表本部長挨拶（要旨）

総会・懇親会へのご参加についての謝辞およ

び常日頃の会員皆様方のJIMGA近畿運営へのご

協力に対する謝辞を述べた後、以下のように挨

拶した。

「経済の回復への期待と共に消費増税への不安

があり、今後の動向に注目して行きたい。また高

圧ガス関連事故に目を移すと、暦年集計では前年

度比が2年連続減少したが、相変わらず高止まり

をしており、特に人為的ミスが目立っている。今

後の改善の大きなテーマと考えて行きたい。」と

述べ、さらに「併せて我々業界団体としては、自

主的取組みを強化していくことを、重点施策とす

る必要があるのではと感じており、現在できるこ

とを着実に、正確に進めて行くことこそ肝要では

ないかと考えている。どうぞ会員の皆様にも、よ

ろしくご協力を戴きますよう、お願いを申し上げ

ます。」と締めくくった。

姫尾本部長挨拶

加藤常務執行役員挨拶（要旨）

JIMGA近畿の総会が無事終了したこと、およ

び、会員の皆様による協会活動への多大なるご尽

力に対し、謝辞を述べた後、JIMGAが抱えてい

るテーマ・課題等についての取組みを説明した。

特に消費税転嫁の重要性などについて触れ、今年

近畿地域本部
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度も協会活動への理解・協力を要請して、挨拶と

した。

姫尾本部長退任挨拶（要旨）

本部長職1年半の在任中、色々とご協力を賜り

ありがとうございます。大過なく職務を全うする

ことができましたのも、会員の皆様のお蔭と感謝

しております。これからも、神﨑新本部長を盛り

立て、消費税転嫁等の難局に一致協力して当たっ

て頂きたく、また今後のJIMGA近畿のご発展も

あわせて祈っております。

懇親会

神﨑新本部長挨拶（要旨）

平成26年度のJIMGA近畿の定時総会の終了を

報告し、次のように挨拶した。

先ほどの定時総会にて産業ガス部門の本部長を

拝命いたしました。2年間、精一杯の努力をして参

ります。よろしくお願い致します。東日本大震災

の復興・復旧やその他の難題が山積するなか、高

圧ガス関連事故については2年連続の減少という大

きな成果を得ていますが、まだまだ高止まりです。

今後も業界関係者としてさらなる努力が必要と痛

感しております。そのようななかで近畿地域本部

におきましては、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に向け頑張って

参る所存です。引き続きのご理解とご協力をお願

いいたします。

中井本部副会長挨拶（要旨）

冒頭に、常日頃のJIMGA本部へのご支援に対し、

改めて御礼を申しあげますと述べた。さらに、今

後の経済界への期待および消費税・電力料金の値

上げについての懸念を述べ、より一層のご協力を

お願いするとした。その後、JIMGAの今年度の課

題（産業ガス部門については保安の一層の強化・

推進、RFタグの普及、環境への取組み、電力問題

への対応、国際整合化、さらに医療ガス部門につ

いては事故対策、医療ガスの国際整合化、MGR

制度の拡充、地域防災協定の展開）について説明

し、「活発に取組んで行くことを約束」して挨拶

とした。

中井副会長挨拶

来賓代表ご挨拶（要旨）

経済産業省中部近畿産業保安監督部

近畿支部保安課課長補佐

広瀬　芳秀　殿

JIMGA近畿の従前よりの保安講習会およびセ

ミナーの開催・容器管理としてのRFタグの促進・

停滞容器の回収等々の事業活動に深く感謝してお

ります。今後とも自主保安活動の充実および公共

の安全確保のため、引き続き高圧ガス保安活動を

推進して頂くことを深く期待しております。あ

わせて産業保安監督部近畿支部と致しましても、

高圧ガス事故災害の防止、関係保安団体との緊

密な連絡、および関係法案の制定等々の保安体

制の確保・強化に尽力して参ります。神𥔎本部長挨拶
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乾杯ご発声（要旨）

高圧ガス保安協会近畿支部事務局長

岡田　　修　殿

KHKに対する常日頃の事業ご支援への謝辞の

後、昨年の高圧ガス事故に触れ、「今後も実効性

のある自主保安を継続されるよう、また、事故の

減少に向け尽力されるようお願いする」として、

皆様のご健勝を祈念して乾杯のご発声とした。

中締め挨拶（要旨）

近畿地域本部医療ガス部門

古野本部長

今年度のJIMGA近畿にとりましては、各府県

支部における「災害時対策運営要綱」の制定、ま

た容器管理指針における奈良県・滋賀県へのご協

力を通じ、保安対策に大きな成果を上げることが

できたと自負しております。しかしながら今年度

は消費税の転嫁推進という大きな課題を抱えてお

りますので、皆様方のお力を是非ともお借りいた

しまして、この難局を乗り越えて行きたいと思い

ます。

２．平成26年度産業ガス部門活動方針

近畿地域本部3つの基本理念である、「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」を中心に活動を押し進めて参ります。

高圧ガス事故として前年比がマイナスに振れ

たことを受け、本年度もこの基調を踏襲すべく尽

力する。保安大会、防災訓練等保安活動の推進に

努める。特に防災につきましては、南海トラフ地

震の到来がささやかれる中、いざという時に備え

てのマニュアル作り、防災体制の制定に努めると

共に、RFタグの運用をより広く押し進め、事故

に繋がる放置容器等の減少のための枠作りに尽力

したい。

コンプライアンスにおいては、今一度活動の原

点に戻り、より一層信頼される業界団体としての

地位向上のための事業活動を推し進めて行く。

３．組織図

総会

正副本部長会 統一正副本部長会議

幹事会

技術・保安部会 エアガス・
アセチレン技術グループ

充填ガス部会

大阪・奈良支部

京都・滋賀支部

和歌山支部

兵庫支部

RFタグ推進部会

水素・炭酸技術グループ

総会の模様

懇親会の模様
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４．役員・部会・WG名簿（平成26年7月1日現在）敬称略・順不同
　　役　　員

…

本部長
神﨑　昌久
大陽日酸㈱…
執行役員…関西支社長

副本部長
土田　和久
岩谷産業㈱
常務執行役員…近畿支社長

副本部長
青木　孝之
岩谷産業㈱
環境保安部…保安担当
担当部長（近畿駐在）

副本部長
大岡　久晃
㈱大岡酸素商会
代表取締役会長

幹　　事 田中　　豪… エア・ウォーター㈱　近畿支社長
幹　　事 姫尾　和彦… 日本エア ･リキード㈱　関西地域本部長
幹　　事 林　　　功… 協和ガス㈱　代表取締役社長
幹　　事 進藤　雄司… 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　取締役ガス営業本部長
幹　　事 居附　芳実… 日本液炭㈱　執行役員関西支社長
会計監事 陶国　　昇… ㈱リキッドガス　常務取締役…ガス営業本部長
会計監事 小幡　　晃… 小池酸素工業㈱　取締役大阪支店長

充填ガス部会
部 会 長 大岡　久晃… ㈱大岡酸素商会　代表取締役会長
副部会長 難波　太郎… 京都帝酸㈱　専務取締役

大阪・奈良支部
支 部 長 面谷　正久… ㈱ダイオー　常務取締役営業本部長
副支部長 横山　　亮… ㈱関西ガスファースト　工場長
委　　員 永田　裕信… 大阪車輛工業㈱　取締役営業部長
委　　員 神﨑　昌久… ㈱大阪パッケージガスセンター　代表取締役社長
委　　員 竹川夘三郎… 大丸エナウィン㈱　代表取締役会長
委　　員 名倉　茂雄… 大和熔材㈱　代表取締役社長
委　　員 林　　　豊… 浪速酸素㈱　代表取締役会長
委　　員 伏山　英男… ㈱伏山酸素商会　代表取締役

京都・滋賀支部
支 部 長 森脇　勝久… 森脇産業㈱　代表取締役
副支部長 岡田　隆義… 舞鶴大同ガス㈱　代表取締役社長
委　　員 中森　信輔… ㈱泉産業　代表取締役社長
委　　員 藤井助三郎… 京都帝酸㈱　取締役社長
委　　員 高橋　　寛… 滋賀カーバイド㈱　代表取締役社長

和歌山支部
支 部 長 的場　信之… 紀州エア・ウォーター㈱　代表取締役社長
副支部長 北山　雅章… 和歌山酸素㈱　代表取締役
委　　員 竹内　光男… 新宮酸素㈱　代表取締役社長
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兵庫支部
支 部 長 山下　隼人… ㈱水島酸素商会　専務取締役
副支部長 大岡　久晃… ㈱大岡酸素商会　代表取締役会長
委　　員 堀田　秀樹… ネクスト・ワン㈱　常務取締役
委　　員 神田　保男… 近畿酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 高浜　充治… 高浜酸素㈱　代表取締役
委　　員 梅田　信夫… タツミ産業㈱　取締役営業本部長
委　　員 橋詰　芳裕… ㈱ニッコーコーポレーション　代表取締役
委　　員 橘　　快樹… 姫路ダイサン㈱　代表取締役社長
委　　員 藤田　陽一… 藤田酸素工業㈱　播磨事業所…工場長

技術・保安部会
部 会 長 青木　孝之… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（近畿駐在）
委　　員 阪田　尚久… 日本液炭㈱　関西支社…技術サービス課長

エアガス・アセチレン技術グループ
グループ長 青木　孝之… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（近畿駐在）
副グループ長 椋橋　明次… 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　執行役員…技術本部長…兼…保安技術統括部長
委　　員 中森　信輔… ㈱泉産業　代表取締役社長
委　　員 西田　善貞… イビデンケミカル㈱　ガス事業部…高石事業所…取締役工場長
委　　員 米田　仁福… 岩谷瓦斯㈱　環境保安部…シニアマネージャー
委　　員 浦谷　明弘… エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター…保安推進部…部長
委　　員 的場　信之… 紀州エア・ウォーター㈱　代表取締役社長
委　　員 大岡　久晃… ㈱大岡酸素商会　代表取締役会長
委　　員 石井　長文… 協和ガス㈱　大阪工場…製造主任
委　　員 廣田　淳一… 近畿エア・ウォーター㈱　取締役管理部長
委　　員 西田　和司… 小池酸素工業㈱　ガス部生産技術グループ課長
委　　員 西川　隆浩… 高圧ガス工業㈱　堺工場長
委　　員 八尋　正昭… 日本エア・リキード㈱　…カスタマー・エンジニアリング部…近畿グループ長…兼…

テクニカルサポート部長
委　　員 三宅　新一… 大陽日酸㈱　関西支社…技術部長
委　　員 大岡　裕文… 大丸エナウィン㈱　医療・産業ガス事業部…医療ガス課長
委　　員 輪島　茂光… 日東高圧化学工業㈱　溶材部…部長
委　　員 瀬川　昌三… ㈱水島酸素商会…工場長

水素・炭酸技術グループ
グループ長 阪田　尚久… 日本液炭㈱　関西支社…技術サービス課長
副グループ長 米田　仁福… 岩谷瓦斯㈱　環境保安部…シニアマネージャー
委　　員 佐藤　研一… 尼崎水素販売㈱　所長
委　　員 佐々木秀登… イワタニカーボニックス㈱　製造部長
委　　員 浦谷　明弘… エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター…保安推進部…部長
委　　員 三宅　新一… 大陽日酸㈱　関西支社…技術部長
委　　員 山中　昭一… エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店長
委　　員 岩見　憲二… 近畿炭酸㈱　取締役管理部長
委　　員 今村　清孝… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　大阪営業所主事
委　　員 綱島　誠司… 新日鐵化学㈱　水素充填班…班長
委　　員 青木　孝之… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（近畿駐在）
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委　　員 小川　悦郎… ㈱リキッドガス　営業本部…営業技術部長

RFタグ推進部会
部 会 長 土田　和久… 岩谷産業㈱　常務執行役員…近畿支社長
委　　員 青木　孝之… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（近畿駐在）
委　　員 大岡　久晃… ㈱大岡酸素商会　代表取締役会長
委　　員 廣田　淳一… 近畿エア・ウォーター㈱　取締役管理部長
委　　員 安田　英司… 高圧ガス工業㈱　執行役員…ガス事業本部…近畿地区長
委　　員 三宅　新一… 大陽日酸㈱　関西支社…技術部長
委　　員 岩田　宏之… 日本エア・リキード㈱　関西地域本部…工業事業本部…統括部長

注）…平成26年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。

５．活動報告

（1）近畿地域本部主催

○会長巡回会議

　日　時 : 平成26年2月5日（水）15:00 ～ 17:00

　会　場 : 大阪会館

　内　容 : ……本部および地域活動報告、フリーディ

スカッション

○充填ガス部会　京都・滋賀支部会

　日　時 : 平成26年3月11日（火）12:00 ～ 13:30

　会　場 : 新･都ホテル

　内　容 : 役員改選、消費税特措法、LGC対応他

○幹事会

　日　時 : 平成26年3月12日（水）11:55 ～ 13:20

　会　場 : グリル小松屋

　内　容 : ……収支報告、予算承認、消費税特措法、

表彰他

○水素・炭酸技術グループ会議

　日　時 : 平成26年3月25日（火）14:00 ～ 15:10

　会　場 : 大阪会館

　内　容 : 本部WG報告、役員改選、LGC対応他

○充填ガス部会　和歌山支部会

　日　時 : 平成26年3月28日（金）15:00 ～ 15:15

　会　場 : 酸和運送

　内　容 : 役員改選

○幹事会

　日　時 : 平成26年4月15日（火）13:30 ～ 14:25

　会　場 : コンファレンス大阪御堂筋

　内　容 : 定時総会議案書承認他

（2）本部活動

○消費税調査会議

　日　時 : 平成26年4月25日（金）13:00 ～ 14:30

　会　場 : 東京會館

　内　容 : 消費税特措法関係

○炭酸ガス技術WG

　日　時 : 平成26年6月20日（金）14:00 ～ 16:30

　会　場 : JIMGA本部

　出席者 : 阪田…水素・炭酸技術グループ長
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（3）セミナー・講習会

○第5回RFタグ説明会

　日　時 : 平成26年2月20日（木）14:00 ～ 15:40

　会　場 : 大阪科学技術センター

　参加者 : 39名

○ローリー乗務員保安指針等セミナー

　日　時 : 平成26年2月25日（火）13:30 ～ 16:45

　会　場 : 大阪科学技術センター

　参加者 : 32名

（4）他団体行事

○近畿高圧ガス連絡会議

　日　時 : 平成26年3月28日（金）16:00 ～ 19:00

　会　場 : 京都市　桜鶴苑

　内　容 : 各府県提案事項、打合せ事項

○近畿高圧ガス容器管理委員会　大阪府支部会

　日　時 : 平成26年5月20日（火）13:30 ～ 14:15

　会　場 : 大阪会館

　内　容 : 役員改選、他

○大阪高圧ガス熔材協同組合　総会

　日　時 : 平成26年5月21日（水）17:30 ～ 19:30

　会　場 : スイスホテル南海大阪

　出席者 : 神﨑本部長、古野本部長、事務局長

○近畿高圧ガス容器管理委員会　理事会

　日　時 : 平成26年5月22日（木）13:55 ～ 15:30

　会　場 : 大阪会館

　出席者 : 事務局長

○大阪府高圧ガス安全協会　総会

　日　時 : 平成26年5月27日（火）15:00 ～ 16:30

　会　場 : 天王寺都ホテル

　出席者 : 神﨑本部長、事務局長

○大阪府LPガス協会　総会

　日　時 : 平成26年5月29日（木）17:00 ～ 18:25

　会　場 : ホテル阪神

　出席者 : 事務局長

○兵庫県高圧ガス協同組合　総会

　日　時 : 平成26年5月30日（金）17:00 ～ 18:30

　会　場 : 神戸市産業振興センター

　出席者 : 神﨑本部長、事務局長

○近畿高圧ガス容器管理委員会　総会

　日　時 : 平成26年6月12日（木）14:00 ～ 15:15

　会　場 : 大阪会館

　出席者 : 姫尾前本部長、事務局長
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１．定時総会

日　時 : 平成26年5月13日（火）15:00 ～ 15:45

会　場 : 広島ガーデンパレス

議　題

第1号議案　…平成25年度事業報告及び収支決算

の承認を求める件

第2号議案　…平成26年度事業計画（案）及び収

支予算（案）の承認を求める件

第3号議案　…幹事及び会計監事選任の承認を求

める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り全会

一致で承認された。

報告事項

（1）…会員の動静について、指定代表者の交代1

社の報告があった。

　

本部出席者

代 表 監 事　　森川　宏平

常務執行役員　　和田　　彰

常務執行役員　　加藤　尚嗣

柳田本部長挨拶（要旨）

本日は皆様方ご多忙の中、平成26年度のJIMGA

中国地域本部産業ガス部門の定時総会にご出席下

さりありがとうございます。また本部から、森川

代表幹事、和田常務執行役員、加藤常務執行役員

のご出席も頂き重ねて御礼申し上げます。

さて、産業ガス部門では4つの課題があります。

「容器RFタグの普及・促進」は本年3月末現在で

全国87拠点37万本に装着され、当地域本部にお

いても説明会を開催すると共に着々と装着作業を

推進しています。

また、大震災被災体験談とカードル技術指針の

セミナーを開催し、技術・保安の強化に努めてま

いりました。

「環境と安全への取組み」や「国際整合化」に

ついては、グローバル経済の中にあって世界標準

を先導することは誠に重要なことであり、国内外

での産業ガス業界の存在価値を高めるためにも必

要なものとして取組んでいます。

本年4月からの消費税改訂においては「特措法

（消費税転嫁対策特別措置法）」に基づくカルテル

を届け出ていますが、当地域本部においても昨年

11月に説明会を開催し、本年3月には消費税調査

会を発足させて消費税の円滑・適正な転嫁に向け

て取組んでいます。

最後に本総会の各議案の十分な審議をお願い

しまして私の挨拶とさせて頂きます。

柳田本部長挨拶

森川代表監事挨拶（要旨）

日本経済はアベノミクスにより、円安と株高

に象徴される明るい兆しが見えてきました。我々

の業界も昨年7月頃から回復傾向が見られ、業界

にも今後良い影響が出るよう大いに期待してい

ます。

原発停止による電気料金の値上げは、業界全体

で309億円のコスト増になっています。電力は当

業界の死命を制する重要な問題なので、JIMGA

中国地域本部



産業ガスレポート vol.31 産業ガスレポート vol.31 92

地域本部の活動報告

として引き続きあらゆる面から会員の皆様のお役

にたてるよう働きかけて行きます。

更に、今年の4月から8％に移行した消費税の

スムーズな転嫁は、我が業界の行く末を占う意味

で大きな問題です。JIMGAとしては、「消費税転

嫁対策特別措置法」の活用を理事全員一致で決定

しました。この法律では、いわゆる転嫁カルテル・

表示カルテルが特別措置として認められます。地

域本部の皆様方もそれぞれのお立場で消費税の転

嫁につきご尽力頂けるようお願いいたします。

今年度の課題は、部門共通課題としては、第一

にコンプライアンスを更に徹底し、第二に我々の

産業・医療ガスが社会のインフラおよびライフラ

インとして重要な製品であることを社会の皆様方

に御理解いただくことです。

産業ガス部門については、「保安の一層の強化、

推進」、「RFタグの普及を更に推進し、容器管理

の強化・徹底を図る」こと、「環境安全部会を中心

とした環境への取組みと、電力問題への対応」、「国

際整合化」です。

医療ガス部門については、「医療従事者を対象

とした草の根講習会の開催により、事故撲滅に努

める」こと、「『医療用ガスに関する製造管理及び

品質管理の基準』のPIC/S改定に伴う対応」、「MGR

制度の拡充と薬事法の営業所管理者とのリンケー

ジ」、「災害時防災協定の展開と運用マニュアルの

見直し等による有事の際の迅速な対応体制作り」

です。

最後に本日ご出席の皆様方の益々のご健勝と

ご発展、またそれぞれの会社の発展隆盛を祈念し

て、私の挨拶とさせて頂きます。

２．平成26年度事業計画

産業ガス事業における生産、流通、利用、消費

等に関して、それらの改善・合理化の推進、技術

の向上、および安全・保安の確保に努め、本部と

の連携を取りながら次の事業を遂行致します。

（1）……本部評議委員会、地域本部長会、事務局長

会に積極的に参加する。

（2）……従来から取組んできた講習会活動を継続す

る。

　①…高圧ガス保安法令講習会（10月17日、広島

県：RCC文化センター）

　②…技術・保安部会技術研修会（11月14 ～ 15

日、福岡県北九州市：水素タウン・安川電機）

　③…セミナーの開催（平成27年2月25日、広島

県：RCC文化センター）

（3）……高圧ガス保安大会や、高圧ガス保安活動促進

週間の協賛諸行事には積極的に参加する。

（4）……本部指示のもと、関連法規の周知徹底なら

びに法令上の諸問題について地域監督官庁

と話し合いを進める。

（5）……消費増税の完全転嫁を遂行する。以下の通

り状況確認中。

… 消費税調査会（産業・医療合同）

… 実務者会議開催（4月5月）

… …状況聞き取り調査（6月：対象実務者会議メ

ンバー）

… アンケート調査（7月：対象全会員）

… ※…現在まで消費税表示・転嫁ともに問題あ

る情報なし。

（6）……各部会の特有の諸問題に関してはそれぞれ

の部会で討議解決をはかる。

　　森川代表監事挨拶
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３．組織図

４．役員・部会・WG名簿（平成26年7月1日現在）敬称略・順不同
　　役　　員

本部長
町頭　禎之
岩谷産業㈱
中国支社長

副本部長
藤井　基博
藤井商事㈱　
代表取締役会長

副本部長
並河　　勉
山陰酸素工業㈱　
代表取締役社長

副本部長
名越　一晶
高圧ガス工業㈱
取締役…中四国ブロック長

副本部長
西村　浩和
エア・ウォーター㈱
中・四国支社長

中国地域本部事務局

総会

部門幹事会

企画部会

技術・保安部会

部門会計監事

技術運営委員会

充てんガス部会

部門総会

合同幹事会

RFタグ推進WG

アセチレン技術WG

炭酸ガス技術WG
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幹　　事 柳田　裕久… 大陽日酸㈱　執行役員…中四国支社長
幹　　事 田口　博章… 日本エア・リキード㈱　中四国支店長
幹　　事 松本　久昭… 岡山エア・ウォーター㈱　代表取締役社長
幹　　事 國廣　　憲… 中国アセチレン㈱　代表取締役社長
幹　　事 石葉　光伸… エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店…課長
会計監事 渡部　浩明… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…中国事業所長
会計監事 小林　通匡… ニッキフッコー㈱　代表取締役社長

企画部会
部 会 長 古田　正彦… 日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部…中四国グループ長
委　　員 小林　靖昌… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（中国駐在）
委　　員 加納　郁久… 大陽日酸㈱　中四国支社…技術部長
委　　員 福井　雅則… 高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員 水田　正徳… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…中国事業所…広島工場長
委　　員 岡崎　貴之… 藤井商事㈱　本社工場…製造部長
委　　員 櫛田　利道… 山陰酸素工業㈱　取締役…営業副本部長…兼…安来ガスセンター長
委　　員 山本　正治　エア・リキード工業ガス㈱　山口工場長
委　　員 吉藤　宏行　岡山エア・ウォーター㈱　工場長
委　　員 黒田　秀昭　中国アセチレン㈱　取締役工場長

RFタグ推進WG
W G 長 水田　正徳… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…中国事業所…広島工場長
委　　員 福井　雅則… 高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員 黒田　秀昭… 中国アセチレン　㈱取締役工場長
委　　員 古田　正彦… 日本エア・リキード㈱　カスタマーエンジニアリング部…中四国グループ長
委　　員 岡崎　貴之… 藤井商事㈱　本社工場製…造部長
委　　員 小林　靖昌… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（中国駐在）

技術・保安部会
部 会 長 加納　郁久… 大陽日酸㈱　中四国支社…技術部長
副部会長 福井　雅則… 高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員 水田　正徳… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…中国事業所…広島工場長
委　　員 羽生　　優… 中・四国エア・ウォーター㈱　下松ガスセンター長
委　　員 花田　英治… ㈱ゼネラルガスセンター　三原工場長
委　　員 竹部　和敬… 山陰酸素工業㈱　常務取締役技術本部長
委　　員 金塚　　博… 山陽酸素㈱　工場長
委　　員 水崎　正信… ㈱ゼネラルガスセンター　本社工場長
委　　員 石川　　桂… 中国酸素㈱　取締役本社工場長
委　　員 海上　欣三… 中・四国エア・ウォーター㈱　広島工場長
委　　員 川下　明彦… 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　山口支店長
委　　員 岡崎　貴之… 藤井商事㈱　本社工場…製造部長
委　　員 藤原　慎治… 藤井商事㈱　水島工場…製造課長代理
委　　員 住岡　二郎… ニッキフッコー㈱　呉ガスセンター…製造リーダー
委　　員 徳永　守男… リンクス㈱　テクノガスセンター工場長
委　　員 西村　宏一… 高圧ガス工業㈱　岡山工場長
委　　員 金谷　利雅… 小池酸素工業㈱　尾道工場長
委　　員 黒田　秀昭… 中国アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 林　　信次… 水島アセチレン工業㈱　工場長
委　　員 大野　　剛… 安浦アセチレン㈱　広島工場長
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委　　員 小林　　統… 日本液炭㈱　中四国支社…技術サービス課長
委　　員 石葉　光伸… エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店…課長
委　　員 大坪　鉱二… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中・四国営業所…技術リーダー
委　　員 小林　靖昌… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（中国駐在）
委　　員 桑木野順朗… 広島日酸㈱　取締役工場長
委　　員 古田　正彦… 日本エア・リキード㈱　カスタマーエンジニアリング部…中四国グループ長

アセチレン技術WG
W G 長 福井　雅則… 高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員 水田　正徳… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…中国事業所…広島工場長
委　　員 川下　明彦… 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　山口支店長
委　　員 黒田　秀昭… 中国アセチレン㈱　常務取締役…製造部長…兼…統括工場長
委　　員 加納　郁久… 大陽日酸㈱　中四国支社…技術部長
委　　員 西村　宏一… 高圧ガス工業㈱　岡山工場長
委　　員 金谷　利雅… 小池酸素工業㈱　尾道工場長
委　　員 林　　信次… 水島アセチレン工業㈱　工場長

炭酸ガス技術WG
W G 長 小林　靖昌… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（中国駐在）
委　　員 大坪　鉱二… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中・四国営業所…技術リーダー
委　　員 小林　　統… 日本液炭㈱　中四国支社…技術サービス課長
委　　員 石葉　光伸… エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店…課長

充てんガス部会
部 会 長 藤井　基博… 藤井商事㈱　代表取締役会長
委　　員 小林　通匡… ニッキフッコー㈱　代表取締役社長
委　　員 並河　　勉… 山陰酸素工業㈱　代表取締役社長
委　　員 平松　丈始… 旭化成酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 松本　久昭… 岡山エア・ウォーター㈱　代表取締役社長
委　　員 森下　克則… 小池酸素工業㈱　尾道工場…中国支店長
委　　員 岡本　茂裕… オカモト産業㈱　代表取締役社長
委　　員 木次　徳在… 山陽酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 橘　　快樹… ㈱ゼネラルガスセンター　代表取締役社長
委　　員 髙山　眞司… 髙山産業㈱　代表取締役社長
委　　員 山本　敬史… 大和酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 國廣　　憲… 中国アセチレン㈱　代表取締役社長
委　　員 川崎　能弘… 中国酸素㈱　常務取締役
委　　員 五島　明憲… 中・四国エア・ウォーター㈱　広島支店長
委　　員 鴻巣　　実… 中・四国エア・ウォーター㈱　岡山支店長
委　　員 山脇　淳平… 広島高圧ガス㈱　代表取締役
委　　員 桑木野順朗… 広島日酸㈱　取締役工場長
委　　員 長谷川　利… エア・リキード工業ガス㈱　中四国支社長
委　　員 小西　章平… 水島アセチレン工業㈱　取締役営業部長
委　　員 松本　　眞… リンクス㈱　代表取締役
委　　員 渡部　浩明… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…中国事業所長

注）…平成26年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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地域本部の活動報告

１．定時総会

日　時：平成26年5月15日（木）15:00 ～ 15:45

会　場：松山全日空ホテル

議　題

第1号議案　…平成25年度事業報告及び収支決算

について承認を求める件・平成25

年度収支決算の会計監査報告

第2号議案　…平成26年度事業計画（案）並びに

収支予算（案）について承認を求め

る件

第3号議案　…四国地域本部役員改選について承

認を求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

本部出席者

常務理事　　　篠塚　賢藏

常務執行役員　徳冨栄一郎

野村本部長挨拶（要旨）

4月から消費税率が改定されたことに伴い、四

国地域本部では消費税調査会を活用して、会員の

消費税転嫁を後押ししていきます。本年度も高圧

ガス消費者向け保安講習会を、会員向けには高圧

ガス技術勉強会、企業研修会を実施し、自主保安

の確保に努めて行きます。また、RFタグについて

は、その普及促進によって、高圧ガス容器による

事故撲滅を図ります。昨年度にも増してJIMGAか

らの情報発信をしてまいりますので、会員皆様方

のより一層のご支援、ご協力をお願いします。

篠塚常務理事挨拶（要旨）

産業ガス部門第一の課題は「保安の一層の強

化・推進」で、全国の地域本部において「ヒヤリハッ

ト事例分析による事故防止」等の講習会を開催し

ます。第二はRFタグの普及を推進し、容器管理

の強化・徹底を図ります。「環境への取組みと、電

力問題対応」、「国際整合化」の課題についても取

組んで行きます。会員皆様方のご発展とご隆盛を

祈念いたします。

篠塚常務理事挨拶

２．平成26年度産業ガス部門活動方針

四国地域本部では、高圧ガス保安を目的とし

て、一般消費者向け保安講習会、会員向け高圧ガ

ス勉強会並びに企業研修会を実施し、高圧ガスに

対する保安意識の向上に努める。

次に、長期停滞容器、放置容器撲滅のため、

①…RFタグ説明会を通じて、経過報告を行うと

共に普及活動を推進すること

四国地域本部

野村本部長挨拶
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②…高圧ガス保安環境改善に向けた要望を行政

に対して継続して行うこと

③…高圧ガス関係諸団体との連携を推進してい

くこと

等により、当地域での高圧ガス保安に関係する

諸状況の改善に取組んで行く。

3点目は、高圧ガス事故を撲滅させるために、

JIMGAの技術面、防災面での役割を再確認し、

体制の強化を図り、地域特性をより深く把握し、

会員並びに一般消費者に対しても情報発信しつつ

各課題に取組む。

３．組織図
総会

正副本部長及び幹事会
地域調査会

事務局

企画部会技術・保安部会
保安対策WG
充填技術WG
製造技術WG
エアガス技術WG
炭酸技術WG

アセチレン技術WG

長期停滞容器回収推進WG

徳島分会
香川分会
愛媛分会
高知分会

RFタグ推進WG

４．役員・部会・WG名簿（平成26年7月1日現在）敬称略・順不同
　　役　　員

…

本部長
野村　　茂
土佐酸素㈱
代表取締役社長

副本部長
大橋　正明
四国アセチレン工業㈱
代表取締役社長

副本部長
近藤　哲司
日本エア・リキード㈱
四国営業所長

副本部長
長谷　眞史
四国岩谷産業㈱
取締役部長

幹　　事 米田　勝明… 中・四国エア・ウォーター㈱　四国支店…取締役支店長
幹　　事 武田　和倫… 四国大陽日酸㈱　代表取締役社長
幹　　事 新田　　茂… 大陽日酸㈱　中四国支社…中国支店長
幹　　事 谷口　裕二… 高松帝酸㈱　専務執行役員
会計監事 一色あをゐ… 大和酸素工業㈱　代表取締役社長

企画部会
部 会 長 野村　　茂… 土佐酸素㈱　代表取締役社長
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長期停滞容器回収推進WG
W G 長 大橋　正明… 四国アセチレン工業㈱　代表取締役社長
徳島分会 岡崎　靖大… 四国大陽日酸㈱　徳島営業所…所長
香川分会 衣斐　八束… 四国大陽日酸㈱　香川営業所…所長
愛媛分会 齋藤　公司… エヒメ酸素㈱　常務取締役
高知分会 立花　靖司… 土佐酸素㈱　常務取締役…製造技術部長

RFタグ推進WG
W G 長 長谷　眞史… 四国岩谷産業㈱　取締役部長
委　　員 大橋　正明… 四国アセチレン工業㈱　代表取締役社長
委　　員 一色　貴志… 大和酸素工業㈱　専務取締役
委　　員 篠原　和伸… 四国大陽日酸㈱　取締役技術部長
委　　員 立花　靖司… 土佐酸素㈱　常務取締役　製造技術部長
委　　員 齋藤　公司… エヒメ酸素㈱　常務取締役
委　　員 米田　勝明… 中・四国エア・ウォーター㈱　四国支店…取締役支店長
委　　員 川崎　起樹… 高圧ガス工業㈱　岡山工場…課長
委　　員 服部　厚司… 高松帝酸㈱　製造技術部長

技術・保安部会
部 会 長 近藤　哲司… 日本エア・リキード㈱　四国営業所長

保安対策WG
W G 長 藤井　保秀… 高松帝酸㈱　製造技術部…担当部長
委　　員 田中　智博… エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店…課長
委　　員 篠原　和伸… 四国大陽日酸㈱　取締役技術部長
委　　員 河野　直史… 大陽日酸㈱　中四国支社…技術部…技術課
委　　員 竹内　正則… 四国岩谷産業㈱　担当技術部長
委　　員 鈴木　利光… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中・四国営業所…主務
委　　員 小林　　統… 日本液炭㈱　中四国支社…技術サービス課長
委　　員 古田　正彦… …日本エア・リキード㈱　カスタマー ･エンジニアリング部…中四国グループ長
委　　員 安部　元行… 小池酸素工業㈱　四国営業所…所長
委　　員 川崎　起樹… 高圧ガス工業㈱　岡山工場…課長
　　

充填技術WG
W G 長 立花　靖司… 土佐酸素㈱　常務取締役　製造技術部長
委　　員 一色　貴志… 大和酸素工業㈱　専務取締役
委　　員 住吉　直人… 中・四国エア・ウォーター㈱　四国支店…工場長
委　　員 樋笠　和樹… 四国アセチレン工業㈱　製造部門長
委　　員 木村　昭夫… ㈱東予ガスセンター　センター長
委　　員 片山　昌也… エヒメ酸素㈱　主任

製造技術WG
W G 長 三輪　　朗… 四国液酸㈱　取締役工場長
委　　員 武智　　元…… 松山オキシトン㈱　工場長
委　　員 伊藤　聖哉… 住化高純度ガス（有）　製造課長
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５．行事開催報告

第１回技術・保安部会

日　時 : 平成25年5月8日（木）11:00 ～ 13:00

場　所 : 四国地域本部

議　題 : 平成26年度活動計画及びWG名簿の確認

第2回技術・保安部会

日　時 : 平成26年7月3日（木）12:00 ～ 13:30

場　所 : 四国地域本部

議　題 : ①平成26年度活動計画の検討

… 1.…高圧ガス製造技術勉強会

… 2.…消費者向け保安講習会

… 3.…企業訪問

… …②…災害時マニュアル香川県支部（案）の検討

平成26年度高圧ガス製造技術勉強会

日　時…:…平成26年8月21日（木）13:00 ～ 16:20

場　所…:…ホテルパールガーデン

参加者…:…33名

内　容…:…①ヘリウムの概要

… …②…燃料電池自動車と水素インフラ整備の

現状

… …③カードル自主技術指針

26年度高圧ガス製造技術勉強会の模様

６．今年度の講習会予定

①高圧ガス保安講習会

日　時 : 10月16日（木）13:00 ～ 16:20

場　所 : アスティとくしま

エアガス技術WG
W G 長 武智　　元… 松山オキシトン㈱　工場長

炭酸技術WG
W G 長 長谷　眞史… 四国岩谷産業㈱　取締役部長

アセチレン技術WG
W G 長 樋笠　和樹… 四国アセチレン工業㈱　製造部門長

注）…平成26年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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１．定時総会

日　時 : 平成26年5月16日（金）14:30 ～ 16:00

会　場 : 博多都ホテル

議　題

第1号議案　…平成25年度事業報告及び収支報告

の件

第2号議案　…平成26年度事業計画（案）及び予

算（案）の件

第3号議案　…幹事、会計監事及び本部評議員選

出の件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

報告事項

（1）…平成25年度販売・消費事業所高圧ガス点検

結果報告

（1）…平成25年度講習会開催報告

本部出席者

副会長　　　　小池　哲夫

専務理事代行　林谷　英司

常務理事　　　篠塚　賢藏

　

永江代表地域本部長挨拶

平成26年度九州地域本部定時総会の開会にあた

り、九州地域本部を代表してご挨拶申し上げます。

日頃はJIMGA九州地域本部の活動にご支援、ご協

力をいただきまして改めて御礼申し上げます。

さて、日本経済はアベノミクスで以前よりは明

るい景気動向が見られますものの、我々ガス業界

におきましては電力料金の値上げや、先月から実

施されました消費税率のアップにより、かならず

しも楽観できない環境にありますが、皆様の今期

の見通しはいかがでしょうか。我々業界の今後の

更なる発展を期待したいと思います。

安全・保安に関する活動について、KHK統計

資料によりますと全国の事故発生件数は、容器の

盗難、喪失件数を含めて平成25年は772件で、前

年の954件に比較し19%減少しており、またここ

福岡県におきましても同様に前年49件に対して

41件と減少しております。これはJIMGA会員の

皆様の日頃の営業活動と合わせて、保安活動に注

力頂いている賜物であると思います。高圧ガスに

関わる事故が発生した時の損失の大きさを考えま

すと、日常の安全・保安活動がいかに重要である

かが痛感されます。今後ともJIMGAとして保安

講習会や放置容器の回収を通じて保安活動に寄与

していきたいと考えます。

また、平成25年度に九州地域本部として取組

みました活動につきまして、以下の3点をあげた

いと思います。

1つ目は災害時における医療ガス供給協定に関

してです。これはご存じの通り万一の災害時にお

いて、酸素ガス等の医療ガスを医療機関や公共施

設へ搬送することについて、各県とJIMGA間に

おいて事前に協定書を締結しておくことであり、

かねてよりJIMGA全体で取組んでおりました。九

州地域本部においてはこの締結が他県に比べて遅

れておりましたが、ようやく平成25年度に4県と

九州地域本部

永江代表地域本部長挨拶
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締結し、それまでに締結していた3県と合わせて7

県と締結を完了する運びとなりました。残り1県

となりましたが、ここも近々締結見込みとのこと

です。今後は更に、具体的な作業等を盛り込んだ

手順書に着手していきたいと考えます。

2つ目は冒頭に申し上げました消費税アップに

関する問題です。これにつきましてもJIMGAに

とって消費税転嫁の可否が大きな問題と捉えて、

本部のご指導のもと、昨年12月に消費税転嫁対

策特別措置法の説明会を会員の皆様に行いまし

た。現在、消費税転嫁について問題が発生した場

合の、受け皿となる九州地域本部調査会を設けて

おります。幸いにも現時点では具体的な買いたた

き等の問題は生じていないと聞いております。本

件につきましてはJIMGAとして消費税転嫁対策

特別措置法に基づく「転嫁カルテル、表示カルテ

ル」を公正取引委員会に届けて受理されておりま

す。消費税転嫁が粛々と行われ、我々会員の皆様

が不当な負担を強いられないように進めていきた

いと考えます。

3つ目はRFタグの推進活動です。これにつきま

しても過去説明会を開催致しておりますが、今年

3月に3回目となる説明会を開催致しました。3回

目の説明会は、それまでにご質問があったバー

コードに対する優位性を主眼にして行いました。

現在RFタグは全国で87拠点、約37万本の装着数

となっており、このうち九州では約6万1千本の

装着実績となっています。今後RFタグの普及を

進めて、容器管理の強化に繋げていきたいと思い

ますので、会員各社のご協力を宜しくお願い致し

ます。

次に本年平成26年度の活動予定につきまして

申し上げます。1つ目は保安活動の一環として例

年行っております産業ガス保安セミナーについて

です。今年も9月に開催予定しております。具体

的には事務局からセミナー案内を会員の皆様へ連

絡致しますが、本セミナー受講者の皆様への保安

面の啓発となることはもちろんですが、合わせて

セミナーの内容を社内における保安教育の一助と

して活用頂ければ、より一層本講習会の意義が深

まるものと思います。

2つ目は医療ガス保安講習会ですが、これも本

年は7月に長崎県、11月に宮崎県で開催予定して

います。両県の会員の皆様には受講者募集に際し

てお手数おかけしますが宜しくお願い致します。

3つ目は、JIMGAと九州高圧ガス流通保安連合

会（KKHR）との保安に関する連携活動について

です。かねてより、両団体で保安活動において共

同ワークが可能な面について、連携した活動を行

うべく協議しておりました。既に周知文書の取扱

いについてはKKHRと協力して同会に統一した経

緯がありますが、本年度は更に進めて、同会が実

施している保安講習会の場において、JIMGAと

しても講演の機会を持てる場を頂き、保安面での

連携を深めていきたいと考えております。

最後に、これから審議します議案につきまして

忌憚のないご意見を頂きたく合わせてお願い致し

ます。以上、開会にあたっての挨拶とさせて頂き

ます。

２．平成26年度産業ガス部門活動方針

（1）…JIMGA本部、関係団体、行政関係部署との

連携推進

（2）…会員向け情報発信の迅速化および充実懇親会の模様
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（JIMGA本部の活動状況、行政の動向等）

（3）…放置容器・不明容器対策の推進（九州高圧

ガス容器管理委員会との連携）

（4）…行政への容器管理指針発行要請（KKHR、

各県KHKと連携）

（5）RFタグの周知・普及の推進

４．役員・部会・WG名簿（平成26年7月1日現在）敬称略・順不同
　　役　　員

…

本部長
栗下　敏一
大陽日酸㈱　
九州支社長…

副本部長
坂井　万城
日本エア・リキード㈱
西日本地域本部長

副本部長
中村　英己
エア・ウォーター㈱　
九州支社長

幹　　事 宮嶋　寛幸… 福豊帝酸㈱　代表取締役社長
幹　　事 田井中秀喜… 岩谷産業㈱　執行役員…九州支社長
幹　　事 岡田　一夫… 福岡酸素㈱　代表取締役会長
幹　　事 三浦正太郎… 西日本高圧瓦斯㈱　代表取締役社長

３．組織図

九州地域本部産業ガス部門

統一正副本部長会

統一総会

部門幹事会

合同幹事会

事務局

部門総会

技術・保安部会

溶解アセチレン技術WG

炭酸ガス技術WG

水素技術WG

販売・消費事業所点検活動WG

保安講習会推進WG

充填ガス部会

会計監事

RFタグ推進WG
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幹　　事 廣瀬　俊明… 高圧ガス工業㈱　執行役員…九州地区長
幹　　事 江藤　伸一… 江藤酸素㈱　代表取締役会長
幹　　事 佐藤　泰憲… 日本液炭㈱　九州支社長
幹　　事 福田　道孝… 福岡酸素㈱　伊万里支社…支社長
幹　　事 山﨑　俊隆… ㈱武田商事　取締役社長
幹　　事 今川　敬志… 内村酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事 三上　良宣… 江藤酸素㈱　常務取締役
幹　　事 岩切　充弘… 宮崎酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事 内村　武志… サツマ酸素工業㈱　代表取締役社長
幹　　事 與儀　盛輝… ㈱オカノ　代表取締役社長
会計監事 福田愛二郎… 貴船商事㈱　代表取締役社長
会計監事 平山　俊夫… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…九州事業所長

充填ガス部会
部 会 長 宮嶋　寛幸… 福豊帝酸㈱　代表取締役社長
副部会長 杉谷　英範… ㈱朝日酸素商会　代表取締役社長
委　　員 福田　道孝… 福岡酸素㈱　伊万里支社…支社長
委　　員 岡田　正博… ㈱武田商事　取締役本部長
委　　員 古場　孝則… 内村酸素㈱　嘉島事業所…保安課長
委　　員 佐藤　祐平… 江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員 岩切　英教… 宮崎酸素㈱　専務取締役
委　　員 荒川　一裕… サツマ酸素工業㈱　専務取締役
委　　員 金城　優典… ㈱オカノ　ガス部…部長

RFタグ推進WG
W G 長 宮嶋　寛幸… 福豊帝酸㈱　代表取締役社長
委　　員 杉谷　英範… ㈱朝日酸素商会　代表取締役社長
委　　員 森　洋之介… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（九州駐在）
委　　員 東　　成政… 九州エア・ウォーター㈱　取締役製造技術部長
委　　員 荒木　淳支… 高圧ガス工業㈱　執行役員…小倉工場…統括工場長
委　　員 橋本　祐治… 大陽日酸㈱　九州支社…技術部長
委　　員 渡島　康隆… 西日本高圧瓦斯㈱　取締役生産部長
委　　員 麻薙　克紀… 日本液炭㈱　九州支社…技術サービス課…課長代理
委　　員 園木　　稔… 福岡酸素㈱　業務部…課長
委　　員 福田　道孝… 福岡酸素㈱　伊万里支社…支社長
委　　員 岡田　正博… ㈱武田商事　取締役本部長
委　　員 古場　孝則… 内村酸素㈱　嘉島事業所…保安課長
委　　員 佐藤　祐平… 江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員 岩切　英教… 宮崎酸素㈱　専務取締役
委　　員 荒川　一裕… サツマ酸素工業㈱　専務取締役
委　　員 金城　優典… ㈱オカノ　ガス部…部長

技術・保安部会
部 会 長 中村　英己… エア・ウォーター㈱　九州支社長
委　　員 古賀　道義… 福岡酸素㈱　取締役技術統轄部長
委　　員 橋本　祐治… 大陽日酸㈱　九州支社…技術部長
委　　員 山口　和美… 日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部…九州グループ長
委　　員 荒木　淳支… 高圧ガス工業㈱　執行役員…小倉工場…統括工場長
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委　　員 森　洋之介… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（九州駐在）
委　　員 渡島　康隆… 西日本高圧瓦斯㈱　取締役生産部長
委　　員 麻薙　克紀… 日本液炭㈱　九州支社…技術サービス課…課長代理
委　　員 大村　利美… 福豊帝酸㈱　取締役専務執行役員…営業本部長
委　　員 福田　道孝… 福岡酸素㈱　伊万里支社…支社長
委　　員 男澤　　隆… ㈱武田商事　製造部…部長
委　　員 楠村　芳樹… 内村酸素㈱　有明事業所…ガス保安管理部長
委　　員 佐藤　祐平… 江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員 菊池　　誠… 宮崎酸素㈱　取締役製造部長
委　　員 米重　義男… サツマ酸素工業㈱　メデイカル事業部長
委　　員 諸喜田　隆… ㈱オカノ　取締役

溶解アセチレン技術WG
W G 長 荒木　淳支… 高圧ガス工業㈱　執行役員…小倉工場…統括工場長
委　　員 森　洋之介… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（九州駐在）
委　　員 田坂　友成… 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部…九州事業所…北九州工場長
委　　員 三上　良宣… 江藤酸素㈱　常務取締役
委　　員 翁長　　健… ㈱おきさん　生産部部長
委　　員 橋本　祐治… 大陽日酸㈱　九州支社…技術部長
委　　員 小栁　　直… 西日本高圧瓦斯㈱　ガス関連事業部…部長
委　　員 山口　和美… 日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部…九州グループ長

炭酸ガス技術WG
W G 長 麻薙　克紀… 日本液炭㈱　九州支社…技術サービス課…課長代理
委　　員 森　宏太郎… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当（九州駐在）
委　　員 吉田　秀幸… エア・ウオーター炭酸㈱　福岡支店…課長
委　　員 翁長　　健… ㈱おきさん　生産部…部長
委　　員 村田　眞信… 昭和電工ガスプロダクツ㈱　九州支店…副主事
委　　員 田中　伸一… 福岡酸素㈱　保安管理部…課長

水素技術WG
W G 長 折尾　美昭… 岩谷瓦斯㈱　佐賀工場…工場長
委　　員 千々和　徹… 伊藤忠工業ガス㈱　水素業務課長
委　　員 森　洋之介… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（九州駐在）
委　　員 田坂　文夫… 昭和電工㈱　福岡支店…マネージャー
委　　員 舟橋　和生… 新日鉄住金化学㈱　ガス部…マネージャー
委　　員 橋本　祐治… 大陽日酸㈱　九州支社…技術部長
委　　員 山口　和美… 日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部…九州グループ長
委　　員 小林　　隆… 福岡酸素㈱　代表取締役常務

販売・消費事業所点検活動WG
W G 長 山口　和美… 日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部…九州グループ長
委　　員 森　洋之介… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（九州駐在）
委　　員 山下　隆二… 九州エア ･ウオーター㈱　係長
委　　員 荒木　淳支… 高圧ガス工業㈱　執行役員…小倉工場…統括工場長
委　　員 栗田　英次… 大陽日酸㈱　九州支社…技術部…技術課長
委　　員 渡島　康隆… 西日本高圧瓦斯㈱　取締役生産部長
委　　員 麻薙　克紀… 日本液炭㈱　九州支社…技術サービス課…課長代理
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委　　員 田中　伸一… 福岡酸素㈱　保安管理部…課長
委　　員 大村　利美… 福豊帝酸㈱　取締役専務執行役員…営業本部長
委　　員 福田　道孝… 福岡酸素㈱　伊万里支社…支社長
委　　員 男澤　　隆… ㈱武田商事　製造部…部長
委　　員 楠村　芳樹… 内村酸素㈱　有明事業所…ガス保安管理部長
委　　員 野尻　裕二… 江藤酸素㈱　保安課長代理
委　　員 浜砂　幸次… 宮崎酸素㈱　営業部長
委　　員 荒川　一裕… サツマ酸素工業㈱　専務取締役
委　　員 粟國　博史… ㈱オカノ　ガス部…第2課…係長

保安講習会開催WG
W G 長 山口　和美… 日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部…九州グループ長
委　　員 森　洋之介… 岩谷産業㈱　環境保安部…保安担当…担当部長（九州駐在）
委　　員 佐藤　祐平… 江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員 山下　隆二… 九州エア・ウォーター㈱　係長
委　　員 荒木　淳支… 高圧ガス工業㈱　執行役員…小倉工場…統括工場長
委　　員 橋本　祐治… 大陽日酸㈱　九州支社…技術部長
委　　員 麻薙　克紀… 日本液炭㈱　九州支社…技術サービス課…課長
委　　員 古賀　道義… 福岡酸素㈱　ガスエンジニアリング部…取締役技術統轄部長
委　　員 大村　利美… 福豊帝酸㈱　取締役専務執行役員…営業本部長

注）…平成26年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。

５．今年度の講習会予定

産業ガス保安セミナー（講演内容）

①高圧ガス販売事業所自己診断指針（第2刷）

②JIMGAにおける保安・安全について

　日　時 : 平成26年9月17日（水）13:30 ～ 16:30

　会　場 : 福岡商工会議所
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2009年～2013年　地区別酸素（一般）販売実績推移表

単位：千 m3

地　区　別 西暦 液化酸素 対前年比 パイピング 対前年比 ボンベ詰 対前年比 合　計 対前年比

北　海　道 2009 16,286 113% 9,416 100% 4,555 89% 30,257 104%

2010 14,470 89% 11,028 117% 4,520 99% 30,018 99%

2011 14,277 99% 8,320 75% 4,415 98% 27,012 90%

2012 14,464 101% 7,292 88% 4,538 103% 26,294 97%

2013 14,514 100% 7,429 102% 4,415 97% 26,358 100%

東　　　北 2009 53,430 88% 56,924 81% 2,441 93% 112,795 84%

2010 54,503 102% 90,331 159% 2,251 92% 147,085 130%

2011 49,218 90% 54,093 60% 2,033 90% 105,344 72%

2012 46,121 94% 87,610 162% 2,223 109% 135,954 129%

2013 46,299 100% 86,775 99% 2,049 92% 135,123 99%

関　　　東 2009 217,448 87% 289,076 78% 10,981 86% 517,505 82%

2010 236,465 109% 283,970 98% 10,529 96% 530,964 103%

2011 231,474 98% 256,548 90% 9,968 95% 497,990 94%

2012 231,529 100% 278,950 109% 9,787 98% 520,266 104%

2013 227,282 98% 282,524 101% 9,290 95% 519,096 100%

東　　　海 2009 138,249 71% 134,793 69% 3,680 73% 276,722 70%

2010 158,513 115% 182,949 136% 3,755 102% 345,217 125%

2011 159,609 101% 187,330 102% 3,903 104% 350,842 102%

2012 148,354 93% 184,363 98% 3,830 98% 336,547 96%

2013 135,544 91% 182,276 99% 3,349 87% 321,169 95%

近　　　畿 2009 211,127 73% 119,877 63% 5,894 86% 336,898 69%

2010 261,597 124% 143,115 119% 6,136 104% 410,848 122%

2011 254,300 97% 142,700 100% 5,716 93% 402,716 98%

2012 241,383 95% 129,184 91% 5,375 94% 375,942 93%

2013 196,678 81% 135,829 105% 4,859 90% 337,366 90%

中　　　国 2009 84,573 88% 165,045 69% 3,442 80% 253,060 75%

2010 87,434 103% 203,870 124% 3,249 94% 294,553 116%

2011 76,428 87% 182,820 90% 3,200 98% 262,448 89%

2012 65,890 86% 130,976 72% 3,073 96% 199,939 76%

2013 63,657 97% 137,782 105% 3,082 100% 204,521 102%

四　　　国 2009 33,595 83% 121 186% 2,274 87% 35,990 83%

2010 28,077 84% 803 664% 1,986 87% 30,866 86%

2011 33,715 120% 190 24% 2,059 104% 35,964 117%

2012 31,126 92% 0 0% 2,027 98% 33,153 92%

2013 29,569 95% 0 0% 2,038 101% 31,607 95%

九　　　州 2009 89,878 80% 120,036 90% 2,266 76% 212,180 85%

2010 87,624 97% 109,043 91% 1,888 83% 198,555 94%

2011 90,350 103% 114,457 105% 1,820 96% 206,627 104%

2012 95,265 105% 87,480 76% 1,789 98% 184,534 89%

2013 82,126 86% 86,476 99% 1,676 94% 170,278 92%

合　　　計 2009 844,586 80% 895,288 74% 35,533 84% 1,775,407 77%

2010 928,683 110% 1,025,109 115% 34,314 97% 1,988,106 112%

2011 909,371 98% 946,458 92% 33,114 97% 1,888,943 95%

2012 874,132 96% 905,855 96% 32,642 99% 1,812,629 96%

2013 795,669 91% 919,091 101% 30,758 94% 1,745,518 96%
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2009年～2013年　地区別窒素（一般）販売実績推移表

単位：千 m3

地　区　別 西暦 液化窒素 対前年比 パイピング 対前年比 ボンベ詰 対前年比 合　計 対前年比

北　海　道 2009 33,708 100% 24,415 94% 1,020 106% 59,143 97%

2010 34,906 104% 25,941 106% 1,028 101% 61,875 105%

2011 36,159 104% 24,349 94% 995 97% 61,503 99%

2012 35,035 97% 24,192 99% 1,017 102% 60,244 98%

2013 36,072 103% 23,413 97% 1,209 119% 60,694 101%

東　　　北 2009 173,485 81% 31,024 81% 1,206 85% 205,715 80%

2010 185,974 107% 30,033 97% 1,286 107% 217,293 106%

2011 162,812 88% 27,572 92% 1,233 96% 191,617 88%

2012 172,095 106% 34,399 125% 1,297 105% 207,791 108%

2013 162,475 94% 35,159 102% 1,245 96% 198,879 96%

関　　　東 2009 760,589 85% 911,235 100% 8,658 69% 1,680,482 92%

2010 836,197 110% 954,586 105% 6,424 74% 1,797,207 107%

2011 805,457 96% 932,672 98% 6,400 100% 1,744,529 97%

2012 831,449 103% 911,513 98% 6,077 95% 1,749,039 100%

2013 787,482 95% 897,311 98% 5,625 93% 1,690,418 97%

東　　　海 2009 434,241 91% 301,045 94% 1,905 59% 737,191 92%

2010 518,452 119% 331,641 110% 1,886 99% 851,979 116%

2011 521,493 101% 326,836 99% 2,087 111% 850,416 100%

2012 500,223 96% 356,072 109% 2,318 111% 858,613 101%

2013 451,369 90% 340,716 96% 1,868 81% 793,953 92%

近　　　畿 2009 438,013 86% 300,499 98% 2,767 77% 741,279 91%

2010 457,554 104% 302,523 101% 3,078 111% 763,155 103%

2011 435,744 95% 329,769 109% 3,039 99% 768,552 101%

2012 391,682 90% 348,115 106% 2,930 96% 742,727 97%

2013 350,299 89% 345,411 99% 2,721 93% 698,431 94%

中　　　国 2009 113,054 83% 540,846 93% 883 71% 654,783 91%

2010 135,420 120% 543,989 101% 740 84% 680,149 104%

2011 127,146 94% 517,791 95% 729 99% 645,666 95%

2012 128,088 101% 517,798 100% 823 113% 646,709 100%

2013 118,483 93% 501,062 97% 893 109% 620,438 96%

四　　　国 2009 34,850 84% 40,768 65% 673 83% 76,291 73%

2010 34,640 99% 52,317 128% 638 95% 87,595 115%

2011 43,883 127% 61,670 118% 631 99% 106,184 121%

2012 46,300 106% 59,419 96% 573 91% 106,292 100%

2013 41,567 90% 60,693 102% 549 96% 102,809 97%

九　　　州 2009 148,842 88% 116,711 94% 783 62% 266,336 91%

2010 153,780 103% 117,884 101% 821 105% 272,485 102%

2011 158,273 103% 117,585 100% 793 97% 276,651 102%

2012 160,164 101% 121,304 103% 757 95% 282,225 102%

2013 147,964 92% 116,863 96% 732 97% 265,559 94%

合　　　計 2009 2,136,782 86% 2,266,543 95% 17,895 71% 4,421,220 91%

2010 2,356,923 110% 2,358,914 104% 15,901 89% 4,731,738 107%

2011 2,290,967 97% 2,338,244 99% 15,907 100% 4,645,118 98%

2012 2,265,036 99% 2,372,812 101% 15,792 99% 4,653,640 100%

2013 2,095,711 93% 2,320,628 98% 14,842 94% 4,431,181 95%



109 産業ガスレポート vol.31

2009年～2013年　地区別アルゴン（一般）販売実績推移表

単位：千 m3

地　区　別 西暦 液化アルゴン 対前年比 パイピング 対前年比 ボンベ詰 対前年比 合　計 対前年比

北　海　道 2009 1,664 69% 0 - 535 77% 2,199 70%

2010 2,640 159% 0 - 589 110% 3,229 147%

2011 2,690 102% 0 - 500 85% 3,190 99%

2012 2,455 91% 0 - 516 103% 2,971 93%

2013 2,524 103% 0 - 492 95% 3,016 102%

東　　　北 2009 23,748 70% 0 - 710 91% 24,458 71%

2010 30,261 127% 0 - 728 103% 30,989 127%

2011 23,676 78% 0 - 645 89% 24,321 78%

2012 22,524 95% 0 - 755 117% 23,279 96%

2013 18,188 81% 0 - 715 95% 18,903 81%

関　　　東 2009 44,363 74% 0 - 2,695 70% 47,058 74%

2010 53,358 120% 0 - 2,537 94% 55,895 119%

2011 48,179 90% 0 - 2,319 91% 50,498 90%

2012 48,624 101% 0 - 2,447 106% 51,071 101%

2013 47,691 98% 0 - 2,361 96% 50,052 98%

東　　　海 2009 43,606 76% 0 - 1,243 73% 44,849 76%

2010 50,147 115% 0 - 1,087 87% 51,234 114%

2011 48,053 96% 0 - 1,189 109% 49,242 96%

2012 46,780 97% 0 - 1,544 130% 48,324 98%

2013 43,459 93% 0 - 1,301 84% 44,760 93%

近　　　畿 2009 33,558 78% 0 - 1,654 72% 35,212 78%

2010 39,262 117% 0 - 1,586 96% 40,848 116%

2011 39,671 101% 0 - 1,666 105% 41,337 101%

2012 35,554 90% 0 - 1,614 97% 37,168 90%

2013 34,916 98% 0 - 1,367 85% 36,283 98%

中　　　国 2009 10,772 83% 0 - 983 65% 11,755 81%

2010 12,692 118% 0 - 763 78% 13,455 114%

2011 11,768 93% 0 - 751 98% 12,519 93%

2012 11,099 94% 0 - 725 97% 11,824 94%

2013 11,503 104% 0 - 676 93% 12,179 103%

四　　　国 2009 4,590 92% 0 - 517 73% 5,107 90%

2010 4,006 87% 0 - 474 92% 4,480 88%

2011 4,350 109% 0 - 451 95% 4,801 107%

2012 4,479 103% 0 - 483 107% 4,962 103%

2013 4,240 95% 0 - 483 100% 4,723 95%

九　　　州 2009 17,687 77% 0 - 893 64% 18,580 77%

2010 21,071 119% 0 - 744 83% 21,815 117%

2011 22,186 105% 0 - 719 97% 22,905 105%

2012 18,782 85% 0 - 694 97% 19,476 85%

2013 17,118 91% 0 - 662 95% 17,780 91%

合　　　計 2009 179,988 76% 0 - 9,230 71% 189,218 76%

2010 213,437 119% 0 - 8,508 92% 221,945 117%

2011 200,573 94% 0 - 8,240 97% 208,813 94%

2012 190,297 95% 0 - 8,778 107% 199,075 95%

2013 179,637 94% 0 - 8,057 92% 187,694 94%
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業種別酸素（一般）販売実績推移表
（5年間：2009年度～2013年度）

単位：千 m3

業　種　別 年度 液化酸素 構成比 パイピング 構成比 ボンベ詰 構成比 合　計 構成比

鉄　鋼　業
（非鉄金属製造業を含む）

2009 150,043 17% 315,030 33% 2,170 7% 467,243 25%

2010 175,251 19% 395,389 39% 1,774 6% 572,414 30%

2011 151,667 18% 375,008 40% 1,718 6% 528,393 29%

2012 150,572 19% 351,056 39% 1,435 6% 503,063 29%

2013 153,320 20% 363,461 38% 1,227 5% 518,008 30%

輸送用機械器具製造業 2009 63,092 7% 0 0% 655 2% 63,747 3%

2010 61,002 7% 0 0% 515 2% 61,517 3%

2011 57,590 7% 0 0% 514 2% 58,104 3%

2012 52,198 7% 0 0% 465 2% 52,663 3%

2013 49,724 6% 0 0% 467 2% 50,191 3%

機械器具製造業
（輸送用機械器具製造業を除く）

2009 78,412 9% 0 0% 633 2% 79,045 4%

2010 81,693 9% 0 0% 560 2% 82,253 4%

2011 81,015 9% 0 0% 510 2% 81,525 5%

2012 71,872 9% 0 0% 518 2% 72,390 4%

2013 74,141 9% 0 0% 511 2% 74,652 4%

金属製品製造業 2009 52,857 6% 25,626 3% 1,420 5% 79,903 4%

2010 50,467 6% 26,714 3% 733 3% 77,914 4%

2011 71,844 8% 24,745 3% 795 3% 97,384 5%

2012 61,387 8% 20,906 2% 774 3% 83,067 5%

2013 46,250 6% 20,369 2% 717 3% 67,336 4%

化学工業 2009 46,004 5% 537,680 57% 567 2% 584,251 32%

2010 63,337 7% 504,108 50% 507 2% 567,952 29%

2011 62,383 7% 457,331 49% 437 2% 520,151 29%

2012 47,285 6% 468,437 52% 371 1% 516,093 30%

2013 51,197 7% 518,061 55% 327 1% 569,585 32%

販売業者向け 2009 179,053 21% 2,858 0% 16,657 56% 198,568 11%

2010 167,697 19% 906 0% 16,833 59% 185,436 10%

2011 140,646 16% 0 0% 16,388 60% 157,034 9%

2012 142,445 18% 0 0% 15,414 60% 157,859 9%

2013 138,455 18% 0 0% 15,447 61% 153,902 9%

そ　の　他 2009 303,634 35% 61,855 7% 7,509 25% 372,998 20%

2010 300,897 33% 84,334 8% 7,488 26% 392,719 20%

2011 288,896 34% 72,149 8% 6,971 26% 368,016 20%

2012 273,656 34% 67,204 7% 6,766 26% 347,626 20%

2013 270,080 34% 44,077 5% 6,721 26% 320,878 18%

合　　　計 2009 873,095 88% 943,049 92% 29,611 85% 1,845,755 90%

2010 900,344 103% 1,011,451 107% 28,410 96% 1,940,205 105%

2011 854,041 95% 929,233 92% 27,333 96% 1,810,607 93%

2012 799,415 94% 907,603 98% 25,743 94% 1,732,761 96%

2013 783,167 98% 945,968 104% 25,417 99% 1,754,552 101%

　　　　　　　　　　　　　　　*合計欄の構成比は対前年度比
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業種別窒素（一般）販売実績推移表
（5年間：2009年度～2013年度）

単位：千 m3

業　種　別 年度 液化窒素 構成比 パイピング 構成比 ボンベ詰 構成比 合　計 構成比

鉄　鋼　業
（非鉄金属製造業を含む）

2009 137,707 6% 185,571 8% 524 3% 323,802 7%

2010 142,881 6% 207,040 9% 374 3% 350,295 8%

2011 132,137 6% 163,814 7% 406 3% 296,357 7%

2012 127,945 6% 161,649 7% 455 3% 290,049 7%

2013 125,409 6% 161,855 7% 362 3% 287,626 7%

輸送用機械器具製造業 2009 149,131 7% 42,906 2% 549 3% 192,586 4%

2010 149,945 6% 10,822 0% 403 3% 161,170 3%

2011 148,610 7% 10,705 0% 451 3% 159,766 4%

2012 141,496 7% 11,726 1% 445 3% 153,667 3%

2013 144,740 7% 11,816 1% 417 3% 156,973 4%

電気機械器具製造業 2009 678,896 30% 386,247 17% 2,261 14% 1,067,404 24%

2010 691,489 30% 439,748 19% 1,810 13% 1,133,047 24%

2011 667,039 30% 398,906 18% 1,888 13% 1,067,833 24%

2012 601,243 28% 432,789 19% 1,633 12% 1,035,665 23%

2013 582,708 28% 430,538 19% 1,340 10% 1,014,586 23%

機械器具製造業
（輸送用、電気機械器具製造業を除く）

2009 111,251 5% 812 0% 787 5% 112,850 3%

2010 127,612 6% 843 0% 642 4% 129,097 3%

2011 124,444 6% 745 0% 714 5% 125,903 3%

2012 121,497 6% 812 0% 686 5% 122,995 3%

2013 126,889 6% 812 0% 684 5% 128,385 3%

化学工業 2009 382,899 17% 1,367,532 61% 1,175 7% 1,751,606 39%

2010 406,083 18% 1,426,364 61% 1,175 8% 1,833,622 39%

2011 436,911 20% 1,417,466 63% 1,111 8% 1,855,488 41%

2012 414,695 20% 1,407,541 62% 1,006 7% 1,823,242 41%

2013 404,879 20% 1,422,624 62% 1,036 8% 1,828,539 42%

食品製造業 2009 135,501 6% 0 0% 286 2% 135,787 3%

2010 144,304 6% 0 0% 216 2% 144,520 3%

2011 136,900 6% 0 0% 225 2% 137,125 3%

2012 134,820 6% 0 0% 201 1% 135,021 3%

2013 132,222 6% 0 0% 219 2% 132,441 3%

販売業者向け 2009 238,494 10% 104,661 4% 7,362 51% 350,517 8%

2010 199,033 9% 108,734 5% 7,449 51% 315,216 7%

2011 213,255 10% 95,498 4% 7,046 48% 315,799 7%

2012 213,255 10% 95,498 4% 7,046 52% 315,799 7%

2013 189,272 9% 103,160 4% 6,857 53% 299,289 7%

そ　の　他 2009 366,259 16% 146,106 7% 2,641 16% 515,006 11%

2010 413,348 18% 148,118 6% 2,344 16% 563,810 12%

2011 382,063 17% 160,160 7% 2,291 16% 544,514 12%

2012 367,065 17% 165,895 7% 2,170 16% 535,130 12%

2013 351,414 17% 163,581 7% 1,952 15% 516,947 12%

合　　　計 2009 2,249,585 97% 2,238,790 100% 16,543 66% 4,504,918 98%

2010 2,314,156 103% 2,337,596 104% 14,326 87% 4,666,078 104%

2011 2,227,137 96% 2,260,530 97% 14,535 101% 4,502,202 96%

2012 2,122,016 95% 2,275,910 101% 13,642 94% 4,411,568 98%

2013 2,057,533 97% 2,294,386 101% 12,867 94% 4,364,786 99%

　　　　　　　　　　　　　　　　　*合計欄の構成比は対前年度比
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業種別アルゴン（一般）販売実績推移表
（5年間：2009年度～2013年度）

単位：千 m3

業　種　別 年度 液アルゴン 構成比 パイピング 構成比 ボンベ詰 構成比 合　計 構成比

鉄　鋼　業
（非鉄金属製造業を含む）

2009 53,022 27% 0 0% 1,198 16% 54,220 27%

2010 56,429 27% 0 0% 1,140 16% 57,569 27%

2011 57,678 30% 0 0% 1,097 16% 58,775 30%

2012 52,094 29% 0 0% 1,004 15% 53,098 29%

2013 52,250 29% 0 0% 997 15% 53,247 29%

輸送用機械器具製造業 2009 21,055 11% 0 0% 570 8% 21,625 11%

2010 22,460 11% 0 0% 464 7% 22,924 11%

2011 21,451 11% 0 0% 451 7% 21,902 11%

2012 21,575 12% 0 0% 397 6% 21,972 12%

2013 21,910 12% 0 0% 368 5% 22,278 12%

電気機械器具製造業 2009 40,424 21% 0 0% 363 5% 40,787 20%

2010 44,427 22% 0 0% 389 5% 44,816 21%

2011 35,445 19% 0 0% 383 6% 35,828 18%

2012 30,173 17% 0 0% 412 6% 30,585 17%

2013 28,179 16% 0 0% 438 7% 28,617 16%

機械器具製造業
（輸送用、電気機械器具製造業を除く）

2009 10,087 5% 0 0% 518 7% 10,605 5%

2010 10,775 5% 0 0% 492 7% 11,267 5%

2011 11,346 6% 0 0% 491 7% 11,837 6%

2012 11,047 6% 0 0% 440 7% 11,487 6%

2013 11,651 7% 0 0% 431 6% 12,082 7%

金属製品製造業 2009 8,039 4% 0 0% 519 7% 8,558 4%

2010 9,806 5% 0 0% 456 6% 10,262 5%

2011 11,938 6% 0 0% 439 6% 12,377 6%

2012 11,456 6% 0 0% 396 6% 11,852 6%

2013 11,858 7% 0 0% 377 6% 12,235 7%

化学工業 2009 5,387 3% 0 0% 204 3% 5,591 3%

2010 5,726 3% 0 0% 182 3% 5,908 3%

2011 5,975 3% 0 0% 183 3% 6,158 3%

2012 5,590 3% 0 0% 212 3% 5,802 3%

2013 5,276 3% 0 0% 247 4% 5,523 3%

販売業者向け 2009 38,166 19% 0 0% 3,661 49% 41,827 20%

2010 37,923 18% 0 0% 3,561 50% 41,484 19%

2011 29,383 15% 0 0% 3389 49% 32,772 17%

2012 29,347 16% 0 0% 3258 50% 32,605 18%

2013 30,427 17% 0 0% 3355 50% 33,782 18%

そ　の　他 2009 20,892 11% 0 0% 493 7% 21,385 10%

2010 19,000 9% 0 0% 440 6% 19,440 9%

2011 18,323 10% 0 0% 476 7% 18,799 9%

2012 16,783 9% 0 0% 426 7% 17,209 9%

2013 16,061 9% 0 0% 510 8% 16,571 9%

合　　　計 2009 197,072 93% 0 - 7,526 70% 204,598 92%

2010 206,546 105% 0 - 7,124 95% 213,670 104%

2011 191,539 93% 0 - 6,909 97% 198,448 93%

2012 178,065 93% 0 - 6,545 95% 184,610 93%

2013 177,612 100% 0 - 6,723 103% 184,335 100%

　　　　　　　　　　　　　　　　　*合計欄の構成比は対前年度比
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単位：千㎥

地区別 13/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 14/1 月 2 月 3 月

北海道 生　産 1,315 1,276 1,261 1,199 1,222 1,298 1,374 1,479 1,292 1,261 1,313 1,398

販　売 2,234 1,986 2,077 2,202 2,025 2,202 2,400 2,391 2,178 2,230 2,209 2,261

東　北 生　産 5,023 5,609 5,457 5,153 4,869 5,414 5,927 5,403 5,273 4,935 3,171 5,636

販　売 11,511 11,867 10,762 11,262 10,882 11,391 11,868 11,284 11,312 10,789 9,517 11,453

関　東 生　産 39,881 35,610 35,819 43,479 37,897 38,793 39,497 36,984 41,133 40,637 36,267 40,821

販　売 45,015 41,402 39,325 45,170 42,836 42,717 45,406 44,806 45,737 45,810 41,688 44,318

東　海 生　産 20,004 24,526 24,886 23,702 21,938 24,372 23,675 23,448 22,858 23,666 24,662 23,350

販　売 23,947 28,572 28,135 27,329 25,330 27,824 27,768 28,084 27,161 27,425 28,115 26,335

近　畿 生　産 22,298 21,126 20,133 19,110 21,393 20,600 23,568 24,081 22,491 17,640 22,837 23,540

販　売 27,154 28,795 26,559 28,132 26,459 28,128 29,998 29,607 27,543 32,773 28,016 30,929

中　国 生　産 13,224 12,670 11,469 12,507 12,772 13,911 13,423 14,201 13,433 16,188 7,953 15,403

販　売 18,530 18,551 17,375 17,674 15,244 14,798 16,284 15,537 21,058 23,307 21,646 18,355

四　国 生　産 1,042 1,484 1,477 1,491 1,479 1,520 1,376 1,276 1,544 1,586 1,526 1,509

販　売 2,532 2,376 2,356 2,613 2,674 2,633 3,182 2,912 3,069 2,779 2,799 2,815

九　州 生　産 12,228 13,217 11,493 11,686 13,612 12,291 12,996 12,629 14,203 14,605 15,320 11,535

販　売 13,787 14,551 13,567 15,997 14,055 13,615 15,376 15,041 16,828 17,116 16,259 11,981

合　計 生　産 115,015 115,518 111,995 118,327 115,182 118,199 121,836 119,501 122,227 120,518 113,049 123,192

販　売 144,710 148,100 140,156 150,379 139,505 143,308 152,282 149,662 154,886 162,229 150,249 148,447

2013年4月～2014年3月　地区別酸素生産・販売実績表

2013年4月～2014年3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 13/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 14/1 月 2 月 3 月

北海道 生　産 3,269 3,727 3,469 3,967 4,683 4,557 3,397 3,269 3,264 3,583 2,993 3,287

販　売 4,496 5,620 5,378 5,080 6,750 6,275 5,118 4,596 4,339 5,020 4,252 5,415

東　北 生　産 10,326 9,200 11,420 11,594 10,180 11,270 10,640 10,945 10,716 9,599 9,715 11,415

販　売 15,773 16,238 16,218 17,719 16,011 17,653 17,516 17,455 16,561 16,289 15,511 17,369

関　東 生　産 127,084 127,137 130,587 136,942 127,727 126,520 128,701 130,151 127,075 121,884 116,732 133,382

販　売 141,115 141,396 128,767 143,396 141,199 141,954 150,912 144,244 142,037 140,921 134,519 145,772

東　海 生　産 39,487 37,004 40,780 40,305 38,344 40,624 39,179 41,237 36,575 38,338 39,146 40,810

販　売 67,129 61,380 59,469 71,548 64,971 68,555 70,982 68,340 65,422 64,255 64,915 69,015

近　畿 生　産 40,893 36,709 39,432 41,416 40,265 38,995 42,991 44,015 43,557 35,234 56,116 45,787

販　売 58,474 46,672 60,205 62,954 58,534 58,725 59,938 59,270 57,615 59,908 54,694 60,326

中　国 生　産 32,111 32,917 30,843 32,078 31,072 33,053 35,354 31,030 33,458 33,208 23,705 36,782

販　売 52,615 55,048 40,819 54,085 50,066 53,472 56,304 52,339 52,253 51,851 51,047 55,586

四　国 生　産 6,990 8,997 8,515 8,441 8,577 8,105 8,021 8,107 8,286 8,628 7,714 7,389

販　売 8,703 9,886 3,150 9,677 9,091 8,802 9,232 9,342 8,976 9,460 8,649 8,322

九　州 生　産 20,961 23,134 21,869 21,924 20,619 21,890 21,131 20,869 22,796 20,390 20,267 23,163

販　売 20,027 22,412 22,029 23,271 21,674 22,116 22,872 22,221 24,756 23,582 22,244 24,058

合　計 生　産 281,121 278,825 286,915 296,667 281,467 285,014 289,414 289,623 285,727 270,864 276,388 302,015

販　売 368,332 358,652 336,035 387,730 368,296 377,552 392,874 377,807 371,959 371,286 355,831 385,863

2013年4月～2014年3月　地区別窒素生産・販売実績表

2013年4月～2014年3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 13/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 14/1 月 2 月 3 月

北海道 生　産 285 284 269 268 289 286 308 313 312 289 268 301

販　売 249 264 236 228 258 248 276 283 279 259 237 257

東　北 生　産 264 296 285 313 271 286 307 296 292 298 265 303

販　売 1,697 1,874 1,604 1,900 1,302 1,537 1,446 1,487 1,734 1,565 1,438 1,587

関　東 生　産 4,696 4,881 4,700 4,845 4,299 4,349 4,594 4,526 5,041 4,600 4,505 5,038

販　売 4,022 4,113 4,190 4,270 3,780 4,216 4,431 4,389 4,472 4,255 4,074 4,356

東　海 生　産 3,395 3,900 4,097 3,820 3,580 3,744 3,999 3,357 3,937 4,197 3,835 4,387

販　売 3,766 3,613 3,703 4,029 3,472 3,728 3,793 3,815 3,784 3,922 4,029 4,118

近　畿 生　産 3,569 3,267 3,596 3,848 3,558 3,505 3,730 3,607 3,895 3,547 3,397 3,461

販　売 2,860 2,820 2,930 3,309 2,849 3,141 3,241 3,279 3,428 3,093 3,078 3,499

中　国 生　産 2,192 1,991 2,372 2,097 2,119 2,153 2,223 2,059 2,336 2,197 2,213 2,563

販　売 1,021 887 1,106 1,111 953 1,045 1,128 1,123 1,086 1,062 1,175 1,222

四　国 生　産 135 159 156 114 196 98 154 126 207 180 174 194

販　売 369 411 349 422 408 441 437 446 450 450 410 450

九　州 生　産 827 1,148 1,185 1,145 1,033 1,150 1,159 1,206 1,168 1,166 1,190 1,337

販　売 1,497 1,392 1,538 1,621 1,293 1,405 1,474 1,527 1,638 1,467 1,526 1,709

合　計 生　産 15,363 15,926 16,660 16,450 15,345 15,571 16,474 15,490 17,188 16,474 15,847 17,584

販　売 15,481 15,374 15,656 16,890 14,315 15,761 16,226 16,349 16,871 16,073 15,967 17,198

2013年4月～2014年3月　地区別アルゴン生産・販売実績表

2013年4月～2014年3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：t

地区別
2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度

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

北海道
生産 688 88.3% 633 92.0% 634 100.2% 606 95.6% 631 104.1%

販売 726 92.2% 592 81.5% 593 100.2% 607 102.4% 630 103.8%

東　北
生産 721 84.1% 678 94.0% 687 101.3% 718 104.5% 737 102.6%

販売 372 87.9% 367 98.7% 412 112.3% 383 93.0% 372 97.1%

関　東
生産 3,396 82.0% 3,485 102.6% 3,638 104.4% 3,466 95.3% 3,394 97.9%

販売 4,048 80.8% 4,086 100.9% 4,083 99.9% 3,784 92.7% 3,762 99.4%

北　陸
生産 619 85.5% 619 100.0% 644 104.0% 609 94.6% 592 97.2%

販売 394 87.9% 407 103.3% 412 101.2% 379 92.0% 369 97.4%

東　海
生産 1,587 82.1% 1,544 97.3% 1,505 97.5% 1,439 95.6% 1,441 100.1%

販売 1,729 81.1% 1,691 97.8% 1,663 98.3% 1,583 95.2% 1,485 93.8%

近　畿
生産 1,877 81.4% 1,875 99.9% 1,879 100.2% 1,857 98.8% 1,815 97.7%

販売 2,381 82.1% 2,371 99.6% 2,357 99.4% 2,272 96.4% 2,140 94.2%

中　国
生産 1,502 87.8% 1,489 99.1% 1,509 101.3% 1,396 92.5% 1,394 99.9%

販売 1,484 85.5% 1,493 100.6% 1,449 97.1% 1,451 100.1% 1,758 121.2%

四　国
生産 279 79.0% 273 97.8% 262 96.0% 117 44.7% 119 101.7%

販売 692 83.1% 664 96.0% 613 92.3% 457 74.6% 166 36.3%

九　州
生産 1,147 90.2% 1,154 100.6% 1,066 92.4% 1,060 99.4% 1,058 99.8%

販売 1,403 80.4% 1,405 100.1% 1,561 111.1% 1,214 77.8% 1,180 97.2%

合計
生産 11,816 84.0% 11,750 99.4% 11,824 100.6% 11,268 95.3% 11,181 99.2%

販売 13,229 82.6% 13,076 98.8% 13,143 100.5% 12,130 92.3% 11,863 97.8%

2009年度～2013年度　溶解アセチレン生産・販売実績表

2009年度～2013年度　液化炭酸ガス工場出荷・用途別販売実績推移表

単位：t

年度 工場出荷量 前年比
用途別販売実績割合

溶接用 飲料用 冷却用 製鋼用 化学用 その他

2009 年度 688,133 90% 50% 15% 13% 6% 9% 8%

2010 年度 700,239 102% 51% 14% 12% 6% 10% 6%

2011 年度 716,244 102% 50% 15% 10% 6% 13% 6%

2012 年度 674,691 94% 50% 16% 11% 5% 10% 8%

2013 年度 674,094 100% 50% 17% 12% 6% 8% 7%
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2009年～2013年　標準ガス国内販売実績推移表

2009年～2013年　圧縮水素出荷実績推移表

単位：本 

品　　目
2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

本数 伸び率 本数 伸び率 本数 伸び率 本数 伸び率 本数 伸び率

 一酸化炭素（CO） 標準ガス 12,500 89% 12,800 102% 12,800 100% 12,500 98% 13,000 104%

 二酸化炭素（CO2） 標準ガス 9,200 88% 11,000 120% 10,100 92% 7,900 78% 8,100 103%

 二酸化硫黄（SO2） 標準ガス 7,000 100% 6,700 96% 6,700 100% 6,600 99% 6,800 103%

 一酸化窒素（NO） 標準ガス 18,000 98% 17,600 98% 18,000 102% 17,900 99% 17,500 98%

 酸素（O2） 標準ガス 14,900 94% 14,900 100% 14,600 98% 15,000 103% 14,700 98%

 炭化水素（HC） 標準ガス 10,800 93% 11,700 108% 11,500 98% 11,100 97% 11,100 100%

 その他 標準ガス 44,000 83% 49,400 112% 48,400 98% 46,200 95% 43,500 94%

標準ガス合計 116,400 89% 124,100 107% 122,100 98% 117,200 96% 114,700 98%

ゼロガス 5,800 94% 6,000 103% 6,500 108% 6,600 102% 6,100 92%

標準ガス、ゼロガス合計 122,200 100% 130,100 106% 128,600 99% 123,800 96% 120,800 98%

金額 32億円 90% 34億円 106% 33億円 98% 32億円 97% 31億円 97%

単位：千m3 

分　　野
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

弱　　電 41,699 80% 50,207 120% 40,413 80% 34,337 85% 29,635 86%

化　　学 16,483 76% 18,399 112% 16,032 87% 16,819 105% 13,645 81%

金　　属 24,110 62% 27,003 112% 25,384 94% 22,301 88% 22,201 100%

硝　　子 13,347 94% 15,898 119% 14,987 94% 9,540 64% 7,938 83%

その他 14,978 99% 19,363 129% 20,700 107% 18,629 90% 17,769 95%

合　　計 110,617 78% 130,869 118% 117,516 90% 101,626 86% 91,188 90%
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○6月の定時総会で専務理事に就任しました永江裕

です。今後ともJIMGAの諸活動へのご協力とご

支援をよろしくお願い申し上げます。

○平成26年度JIMGA定時総会にはご多忙中にもか

かわらず、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した。今回の定期総会では

新旧会長の記者会見、恒例となりましたシンポ

ジウム、総会、JIMGA表彰制度では初めてとな

る全賞の表彰式、懇親会と滞りなく終了するこ

とができました。

○今回の総会は、4年間われわれ業界を取り巻く前

途多難な時期をJIMGAの先頭に立って指揮され

てこられた豊田会長のご退任と新執行部の立ち

上げということもあり、本誌に掲載の通り平成

22年6月のご就任から平成26年6月のご退任まで

の感慨深いお話の数々をお聞きすることができ

ました。

○その間、産業ガスレポートでは会長として2010年

夏号（Vol.23）からご登場いただき、今回の2014年

夏号（Vol.31）まで表紙のデザインが3度変わり、

年々ページ数も厚みを増す中で毎回登壇いただき

ました。

○4年、8回のご挨拶の中で、編集後記子が独断で

記憶（記録）に残る言葉を選んでみました。ワン

ボイスの組織、国際整合化、安全、商慣習の改

善、省エネと環境の問題、MGRの推進、三方よし、

保安の強化、草の根講習会、電力問題、MGRの

地位の確保、所有者不明容器・放置容器の回収

と撲滅、容器管理の切り札としてのRFタグの普

及、環境に関する課題、MGR資格制度の推進、

地域防災協定の締結、PIC/S対応、保安と安全の

確保、コンプライアンスの徹底、広報活動の強化、

エネルギー・電力問題への対応、保安の一層の

強化と推進、RFタグの普及、MGR制度の拡充と

充実、社会のインフラ・命のインフラ、電力問題、

環境問題への対応、国際基準との整合性の追及、

医療事故対策、地域防災協定の展開、コンプラ

イアンスの徹底と広報活動の強化、表彰制度、

水素スタンドプロジェクト、JIMGA本部移転と

部門一体運営、消費税転嫁カルテルと表示カルテ

ルの届出第1号、電子データ交換標準化WG……

○4年間で重複する言葉もありますが、われわれを

取り巻く環境の変化や、取り上げる内容が年々

重要性を増す毎に、より明確で、強力なJIMGA

の目標になって発せられていることがわかりま

す。これらはいずれも今年度からの新執行部の

JIMGA重点課題のキーワードであることに変わ

りはありません。

○本号では代表監事の森川様にエッセイをご寄稿い

ただきました。40年ぶりのクラス会で、宇宙に

強く惹かれていた自分を思い出す。「大きな世界」

である宇宙への興味は同時に「小さな世界」と

もいえる化学への扉を開くきっかけになったの

かもしれない――。初心を思い出すことで今の

自分の足元がはっきり見えてくるのかもしれま

せん。

○7月末にIHC（国際整合化委員会）の会議が3日間

にわたりベルギーで行われ、CGA（米国）、EIGA

（欧州）、AIGA（アジア）が合同で技術整合化案件

について討議いたしました。その際に、CGA会

長から米国でも会員各社から手弁当（With	 lunch	

box）で数多くの案件に対応いただき大変感謝し

ているとの説明がありました。

○JIMGAも本部と地域を合わせて延べ1,000名近く

の方々に地域防災や技術保安、充塡所等のWGで

ご対応いただいており、これだけ大勢の方々が

JIMGAの目指すコンプライアンス遵守と業界の

地位向上に取組んでいただいていることに改め

て感謝申し上げます。

○新米の編集後記子もこれまでの感謝と引き続きの

ご協力をできるだけ多くの方に直接お願いして

まわりたいと思っております。

編 集 後 記
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