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皆様、あけましておめでとうございます。

平成 27 年の賀詞交歓会を開催するにあたり、

一言ご挨拶を申し上げたいと思います。本日は

新年の大変お忙しい中、大勢の皆様にご参加い

ただきまして誠にありがとうございます。

また本日は、公務ご多忙の中、厚生労働省

からは二川医政局長様をはじめ幹部の方々、

経済産業省からは谷審議官様をはじめ幹部の

方々、高圧ガス保安協会からは作田会長様をは

じめ幹部の方々、さらに日本医療ガス学会から

は武田理事長様にお越しいただいております。

またその他、日頃お世話になっております、あ

るいはご指導いただいております東京都庁およ

び東京消防庁の方々、そして我々の盟友であり

ます全溶連からは深尾会長様と、非常に多くの

方にご参加を賜りまして誠にありがとうござい

ます。厚く御礼申し上げます。

平成 26 年を振り返ってみますと、安倍内閣

の金融政策あるいは財政出動等による、超円高

という為替水準の是正、さらに株高という意味

では一部産業にとりましては、顕著に回復して

いるという状況であろうと考えております。と

ころが消費税増税の反動減もありまして、回

復の実感は少ないのではないかと思っており

ます。私ども JIMGA の統計によりますと、平

成 26 年も酸素では前年並みにいくのだろうと。

それから窒素では 2 ～ 3％増、アルゴンでも 5％

増というような販売数量になっております。酸

素・窒素・アルゴン共に、対前年比という意味

では増えてくるのかなと思っております。た

だ平成 19 年が液体の酸素・窒素・アルゴンの

販売量のピークの年でして、それに比べますと

酸素は約 75％、アルゴンは約 85％、窒素は約

80％程度の販売量です。つまり約 8 割の販売量

ですので、実感として景気回復を感じるには、

少しまだ足りないのかなと思っております。

一方、政治の方では昨年末の総選挙で自民

党、公明党が大勝致しまして、アベノミクスの

承認がされたという状況になっています。一般

予算も 96 兆円と過去最大になってきたという

ことでは、これからの更なる経済復興のための

施策と第三の矢であります成長戦略に期待した

いと思っております。ただ成長戦略と申しまし

ても、ドラえもんのポケットか何かから出てく

るわけではありませんので、まず時間と努力は

より求められると考えております。それから、

平成27年 賀詞交歓会

　　　　会長　間 邦司

開会挨拶

　平成 27 年 1 月 14 日に東京會舘に
おいて賀詞交歓会を開催しました。
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成長戦略の裏側の構造改革ということもありま

すので、我々自身もまだ今年につきましては、

さらに覚悟をする必要があるということを、考

えていきたいと思っております。

私どもの業界では、昨年度は、消費税の転

嫁の問題、電力料金への対応が大きなテーマで

ございました。消費税の問題につきましては、

転嫁カルテルを実施し、その効果もみられ、大

きな問題は発生せずに今のところは順調に転嫁

できています。ただこれは一時棚上げになった

とはいえ、次回必ずや 2％の増税がされるとい

うことでございますので、協会としましては、

このまま注視していく必要があろうかと考えて

います。

それから電力料金の問題につきましては、

私どもの負担は平成 20 年比で 250 億円の増加

だと申し上げておりましたけれども、昨年 11

月からの北海道電力の値上げ、それから 4 月に

予定されている関西電力の値上げということ

で、我々の業界に対しましては、更に約 30 億

円の負担増になると考えております。そういう

中で昨年、電力多消費産業ということで、日本

鉄鋼連盟ほか 10 団体と、自民党や関係官庁へ

陳情も申し上げてきました。広報活動もやって

参りました。これは今後も継続してやっていく

ことが必要であると考えております。

さて昨今では、FCV も走るようになりまし

た。今年の箱根駅伝ではトヨタの MIRAI（ミ

ライ）が伴走しているということで、私も見に

行きましたところ、音もあまり感じませんで

した。水素ステーションを中心に、規制緩和

が今始まっております。これは我々も安全、

安心を踏まえながら、より効率的な規制を求

めていくことを続けていきたいと考えており

ます。

それから産業ガス、医療ガス共に事故の撲

滅、保安・安全の推進ということが最大のテー

マになっておりますけれども、相変わらず高圧

ガスの事故が発生しております。しかも大規模

工場の事故が発生している。昨年 12 月には酸

素工場で破裂事故が起きたというようなことも

ありましたし、こういうことがないよう協会

として、安全のための技術教育の徹底等を進め

ると同時に、安全、安心を確立するために何を

やっていくかということの議論をもっと深めて

いくことも必要であると考えています。安全、

安心があってはじめて我々協会の存在価値が確

認できるのだろうと思います。皆様方におかれ

ましても高圧ガスの事故は 1 度起こると被害も

非常に甚大になるということを踏まえ、生産、

移動、あるいは消費の各段階で、安全の徹底を

図っていただきたい。それから、医療ガスにつ

きましては、もちろんですけれども、即人命に

繋がるということを踏まえ、安全、安心の確立

に対して、ぜひ皆様方もご努力いただきたい。

先ほど申し上げましたように、もう 1 回ここの

ところを見直していきたいというのが我々の最

大のテーマだと思っております。今年 1 年皆様

と共に、まず健康で、明るく、元気に JIMGA

は活動して参りたいと思いますので、倍旧の

ご支援、ご指導をお願いしたいと思います。

最後になりましたけれど、ここにご来集の

皆様の会社の益々のご発展と皆さま方のご健

康を祈念して、私の新年の挨拶に代えさせて

いただきます。どうもありがとうございま

した。
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皆様方、あけましておめでとうございます。

間会長様、今井副会長様、鈴木副会長様はじ

め、日本産業・医療ガス協会の皆様方におきま

しては我が国の産業そして医療行為に 1 日たり

とも欠かせない、産業ガス、医療ガスの安定

的な製造、供給を支えていただいております

ことを、心から感謝申し上げます。

産業ガス、医療ガスがなければ私達は 1 日

たりともこの日本の経済、そして国民生活が成

り立たない訳ではございますが、なかなかその

重要性というものが国民一般に知られていない

というのが非常に残念でございます。大事なも

のについて、「産業の米」とか「命の水」と言いま

すが、例えば「産業の空気」とか「命の空気」と

言う人はなかなかいないということで、これは

大切な医療ガス、産業ガスを皆様方が安定的に

製造していただいているので、私達ちょっと甘

えているところがあるのではないかと、深く反

省しておるところでございます。ここにいらっ

しゃる皆様が、そして先人の皆様が、このよう

な安定的な体制を作っていただいておりますこ

とを、本当に心から感謝申し上げます。

先ほど間会長様からございましたように、

電力料金の値上がり等々なかなか厳しい環境が

続いておりますが、弊省といたしましても、や

はり安全が確立された原子力発電所の再稼働、

そしてその電力高騰に苦しむ産業の方々のため

に、補正予算を活用した省エネ補助、そして革

新的な設備の導入に対する補助、税制といった

ところを引き続き全力で取り組ませていただき

たいと存じております。また政府全体といたし

ましては、ここにいらっしゃる皆様方がやはり

産業・医療の主人公でいらっしゃいますので、

そのような皆様方により安定的に活動していた

だくために、法人税制 2.51％引き下げ、そして

数年かけて 20％代に引き下げるというような

目標も持っております。このように、我が国が

ますますこの世紀、活発に行動できますよう

に、ぜひ皆様方のお力をお借りして、弊省も微

力ではございますが、一緒に歩ませていただき

たいと存じております。

本年は未（ひつじ）年でございます。ひつじ

は 1 匹、2 匹と英語で数えるときに S（エス）が

つかない。複数形がございません。これはやは

り沢山あって、数えられないということでござ

いますが、産業ガス、医療ガスもやはり数えら

来賓ご挨拶

　　　経済産業省　製造産業局

審議官（製造産業局担当）　谷 明人 殿
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れないということでございます。眠れないとき

にひつじを想像しますと、それは緑の牧場にひ

つじが沢山いて非常に平和な気持ちになると同

じように、ぜひこの世界を産業ガス、医療ガス

で満たしていただいて、平和な 1 年が過ごせま

すように、ぜひお力をお借りできたらと存じて

おります。

それでは簡単ではございますが、日本産業・

医療ガス協会の益々のご発展と、本日ご列席の

皆様のご健康とご多幸を願いまして、私のご挨

拶とさせていただきたいと思います。どうもあ

りがとうございました。

新年あけましておめでとうございます。日

本産業・医療ガス協会の皆様におかれまして

は、日頃から医療用ガスの安全性の向上、安定

供給を通じまして、日本の保健医療水準の向上

に格別のご貢献をいただいていることにお礼申

し上げます。

医療行政を担っている立場から申し上げま

すと 2025 年になると団塊世代が全員 75 歳以上、

即ち後期高齢者になりますので、医療・介護の

需要が一段と高まってくることになります。そ

ういう事態に対応するために医療体制をきちっ

としていかないと地域で安心した生活を送れな

いということになりますので、昨年の通常国会

で医療介護総合確保推進法を成立させていただ

いたところです。これで病院の体制・機能の強

化、医師・看護師等の医療人材の確保、在宅医

療の充実といったことをこれから 5 年、10 年

かけてやっていくという法律です。

そういったことを考えますと今後ますます

医療提供体制は変わってまいりますし、在宅医

来賓ご挨拶

　　　　　　厚生労働省

医政局長　二川 一男 殿
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皆様、あけましておめでとうございます。本

年もどうぞよろしくお願いいたします。

本日はこのお正月のおめでたい席ではありま

すが、私は職業柄どうしても、一般高圧ガスの

保安状況について触れざるを得ません。皆様に

とりましては、決して耳触りの良いことばかり

ではないとは思いますが、しばらくお時間をお

許しいただきたいと思います。

皆様ご承知のとおり、我が国の一般高圧ガス

の事故件数は平成に入りまして、10 年程度は大

体 100 件程度で横這いに推移しておりました。

それが平成 12 年から増加傾向に転じまして、毎

年のごとく記録を更新して参りました。平成 23

年には東日本大震災の事故件数を除きますと 404

件、そして平成 24 年には 426 件と過去最高を更

新いたしております。この 426 件は 10 年前に比

べますと、なんと 4 倍以上と大変異常な事態に

なったわけです。ただし、この事故件数の増加

の大半は、軽微なガス漏れでございまして、事

故件数の増大にも関わらず、必ずしも深刻には

捉えてこなかったという経緯があります。その

背景には、深刻な人身事故あるいは爆発火災と

来賓ご挨拶

　　　　　　　　高圧ガス保安協会

会長　作田 頴治 殿

療の充実ということも課題になってきますの

で、医療用ガスの供給、在宅酸素療法も今後大

きく発展していくと思われます。これに伴い本

日お集まりの皆様方の役割も今後一層大きくな

りますので、今後とも医療用ガスの安全、安定

供給を通じまして医療行政にご協力ご支援を賜

りますようお願いいたします。

簡単ではございますが日本産業・医療ガス協

会のご発展と本日ご参集の皆様にとりまして本

年が良い一年となりますことを祈念いたしまし

てご挨拶とさせていただきます。
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いったような重要事故が、大体 30 ～ 40 件の横

這いで推移しておりました。そのため必ずしも

深刻には捉えなかった、そういった面は否定は

できないのではないかと思っております。

しかし皆様方のご記憶にも新しいとは思いま

すが、平成 23 年の 11 月から平成 24 年 9 月のわ

ずか 1 年にも満たない間に、歴史に残るような

大爆発火災事故が 3 件も続いて発生いたしまし

た。いずれも我が国を代表するような、大手の

化学企業での事故でした。この事故から言える

ことは、どんなに些細な事故であっても、それ

が増大すると、やがて大変な深刻な大事故に発

展する、そういったことではなかったかと思い

ます。

平成 25 年におきましては、今申しましたよう

に事故件数がようやく減少に転じました。平成

25 年の事故件数は前年に比べて 76 件少ない 350

件でございました。この減少傾向がぜひとも定

着して欲しいと願っておりまして、26 年の事故

件数を見ておりましたが、平成 26 年は最新の時

点で 10 月までのデータがあり、10 月までの事故

件数は 294 件となっています。その前の年の 25

年が 309 件ですので、僅かに減少していますが、

10 月までの数字は暫定数字でございますので、

今後増大する可能性があります。そうすると平

成 26 年は、残念ながら減少基調が定着したとは

言いにくいような状況かな、という感じであり

ます。

またその中でも私どもが注目していますのは、

人身事故の件数です。26 年 10 月までの事故の

件数は 24 件でして、前年同期が 28 件です。若

干は減ってはおりますが、問題は内容でありま

して、この事故で死傷した人の数が、10 月まで

は 66 名。一昨年が 35 名ですので、2 倍近い数字

になっているわけです。なおかつ死亡者ですが、

12 月に実は LPG のガスバーナーを使う事業所で

火災が起こりまして、2 名の方が亡くなってい

ます。もしこの LPG の事故が高圧ガスの事故と

なりますと、事故件数としてカウントされ 2 名

の死亡者数となります。一昨年も 2 名でしたの

で、死亡者の数が減っていない。こういった状

況であります。以上申し上げたように、事故件

数あるいは事故の内容についても、現時点では

決して楽観を許せない。そのような状況ではな

いかと考えております。

また、内容を見ていますと、我々が首をひね

るような事故が散見されます。もともと一般高

圧ガスは、産業用のガスですので、ガスを製造

する事業者もそれを使う事業者も、皆プロ中の

プロであります。そのプロ中のプロの人達が、

高圧ガスを扱っているなかで、どうしてこんな

単純なミスを起こしたのかと思わせるような事

故があります。大変僭越ではありますが、高圧

ガスはもともと危険物ですので、この高圧ガス

の取り扱いにあたり、現場におかれましては、

さらに緊張感を持って事業に取り組んでいただ

きたい、とこのように考えることがしばしばで

あります。

以上、いろいろ僭越なことを申し上げました

が、皆様におかれましてはぜひとも事故撲滅に

いま一段のご努力を払われまして、今年が真に

良い年になりますように、心から祈念いたしま

して、私の挨拶に代えさせていただきます。あ

りがとうございました。
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皆様、あけましておめでとうございます。

今日は新年早々から沢山の方々にお集まりいた

だきまして、ありがとうございます。

事務局によりますと、今日は約 430 名の方に

ご出席いただいております。昨年に比べますと

1 割増しでございまして、我が業界もだんだん

と景気回復感が行き渡ってきたのかなという風

に思います。また新年いろいろな方にご挨拶を

申し上げましたけれども、概してコーシャス・

オプティミズムと言いますか、慎重ではありま

すけど、これから一層景気が良くなっていくだ

ろうと、それからマクロ経済、ミクロの企業、

産業、それから都市部および地域、こうしたも

のに、アベノミクスが浸透していって久しぶり

に良い時代が来るのではないか、とかなりの人

が予測されていました。私どももそうした中で

頑張っていきたいと思っていますが、先ほどご

来賓の方々にいただきましたお言葉、エンカ

レッジングなお言葉、それから厳しいお言葉を

心に刻んで今年 1 年頑張っていきたいと思って

おります。

ここにお集まりのご来賓の皆様方のご健勝

と会社の益々のご発展を祈念いたしまして杯を

上げたいと思います。

　　　　副会長　今井 康夫

乾杯挨拶
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平成27年賀詞交歓会

アベノミクスの第三の矢がなかなか放たれ

ないと言われていますけれども、良く考えると

この第三の矢を誰が放つのか。誰かが放ってく

れて、それで自分たちが何とかなると、そうい

う発想でいる限りこの第三の矢はありえないな

と思っております。

我々自身が、自分たちで第三の矢を放つん

だという気持ちにならなければならない。我々

もこの高圧ガス業界の中でイノベーションを起

こし、新しい形でビジネスを発展させていくこ

とで、日本の産業を盛り立てていくつもりに

なっていかないといけないなと。他人（ひと）

任せにしてはいけないと感じております。そう

は言っても、言うほど簡単にはいかないと思い

ますが、ここにお集まりの皆さん全員が、自分

たちで切磋琢磨していく以外に、ここを脱する

方法はないと思います。このような決意を持っ

ていきましょうということで、締めたいと思い

ます。

　　　　副会長　鈴木 慶彦

中締め挨拶
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日　時：平成26年11月27日（木）14:00~16:34

会　場：メルパルク大阪

議　長：会長　間　邦司

議　事：

1．開会

理事会は理事定数 20 名のうち 18 名、評議員会

は産業ガス部門評議員定数 36 名のうち 26 名、医

療ガス部門評議員定数 50 名のうち 40 名が出席さ

れ、それぞれ定足数に達して本会議が成立する事

が宣言された。

2．議長選出

理事会運営規程第 5 条に基づき、間会長が議長

席に着いた。

3．議事録記名人選出

理事会運営規程第 6 条により、今井副会長、鈴

木副会長および森川代表監事を選出した。

また、評議員会運営規程第 7 条により、賢持評

議員および栗下評議員を選出した。

4．決議事項

第 1 号議案　入会希望事業者審査の件 .

事務局より入会希望事業者（医療ガス部門 3 社）

の提案がなされ、審議の結果拍手をもって提案通

り承認された。

以上にて決議事項は終了し、報告事項につい

て説明された。

5．報告事項

（1）平成26年度産業ガス部門上期活動報告

　（主要課題抜粋）

1）産業ガス部門全般

主要行事の開催状況について報告された。

2）総務部会

総務部会の開催状況および議題について報告

された。

3）容器RFタグ運営委員会

RF タグの装着について、全国展開の状況が報

告された。10 月末時点で全国 104 拠点において、

約 48 万本の容器に装着され、1 年前のほぼ 1.5 倍

の装着本数となった。さらに、RF タグが 59 社に

おいて運用されていることが報告された。

また、普及推進策として、国際ウエルディン

グショーへの出展、普及促進キャンペーンの実

施、説明資料の見直しと説明会の開催計画につい

て報告された。

4）広報委員会

広報委員会活動について、以下の事項につい

て報告された。

①　協会ウェブサイトの充実

協会ウェブサイトのトップページのデザイン

やお知らせのページの機能が変更された。

②　産業ガスレポート

春号（Vol.30）に続いて、秋号（Vol.31）が発行さ

れた。

③　JIMGAnews

偶数月末に継続して発行されていることと、

主な記事の内容について紹介された。

④　マスコミへの発信

6 月の定例記者会見、当日行われた記者懇談会

の他、会長交代に伴ってインタビューの申入れや

挨拶文の寄稿依頼が多数あった。また電力多消費

産業の団体広告として、他の 10 団体と連名にて

平成26年度第2回部門理事会・評議員会合同会議 議事録
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平成26年度第2回部門理事会・評議員会合同会議

各種メディアに広告を掲載した。

5）企画部会

各 WG の活動について以下の通り報告された。

①　長期停滞容器回収推進 WG

容器管理指針が 34 都府県から発行された。未

発行の道府県については引き続き発行に向け取り

組む。また、貸出容器の有償化についての考え方

について意見交換を進め、延滞料から使用料へシ

フトするため使用料の仕組みについて検討した。

今後、R F タグによる容器管理を導入した場合の

使用料徴収について研究を進める予定。

②　グリーン物流 WG

タンクローリの製品輸送に係る CO2 排出量統

計を実施、2006 年度比燃料原単位は 99 となった。

荷主としてのコンプライアンスの研究やエコ運転

推進活動の成功事例研究など、新たなテーマにつ

いての取り組みを検討中。

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

会議を開催。例年通り、10 月に特別回収活動を

実施した。

④　電子データ交換標準化 WG

JIMGA-EDI の概要と、WG 参加会社による運

用テスト実施状況について報告された。テストは

順調に行われ、実運用の準備段階となった。

6）技術・保安部会

7）環境・安全部会

8）国際部会

注） 技術・保安部会、環境・安全部会、国際部会

の活動報告は、技術・国際ニュースに詳細が

報告されていますので、省略します。

（2）平成26年度中間決算収支計算書報告の件

中間決算収支計算書に基づき、 事務局より

JIMGA の平成 26 年度上期（4 月 1 日～ 9 月 30 日）

の総括収支予算・実績対比が報告された。

（3）電力問題への対応の件

最近の電力料金値上げの状況と当業界が被る

影響並びに当業界等の電力多消費産業の業界が連

携して行っている緊急要望等の活動の概要が報告

された。

（4）消費税増税への対応の件

消費税特措法に規定する違反行為等の状況並

びに消費税の適正な転嫁を監視するために今後も

調査会の活動を継続する旨が報告された。

（5）その他の報告事項

内部監査の結果、今後の主要日程および会員

の現状について報告された。

以上すべての決議事項、報告がなされ、16 時

34 分に平成 26 年度第 2 回部門理事会 ･ 評議員会

合同会議を閉会した。
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会場の模様

活動報告の模様 会議後の懇親会

間会長挨拶
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会員の現状・今後の主要日程

1．会員の現状について
　　　　　　　　　平成 26 年 11 月 27 日現在

医療ガス部門 産業ガス部門 合　計

正　会　員 760 社 306 社 1,066 社

賛 助 会 員 － 23 社 23 社

海 外 会 員 － 5 社 5 社

合　計 760 社 334 社 1,094 社

2．今後の主要日程

行　事　名　称 開　催　予　定　日 会　場

平成 27 年度第 1 回
部門理事会・評議員会合同会議

平成 27 年 5 月 19 日（火）　
　　　　12:00 ～産業ガス部門
　　　　15:00 ～医療ガス部門

経団連会館

平成 27 年度 定時総会 平成27年6月17日（水）	 15:30 ～ 経団連会館

平成 27 年度第 2 回
部門理事会・評議員会合同会議 平成27年11月30日（月）	 14:00 ～ メルパルク大阪

平成 28 年 賀詞交歓会 平成28年1月13日（水）	 16:00 ～ 経団連会館
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水素元年を語る － 水素社会における産業ガス業界の役割 －座 談 会

司会：2015年は、世界が水素社

会に向けてスタートしたとの見

方から、「水素元年」と呼ばれて

います。日本では、4大都市圏

に 100 ヵ所の水素ステーション

を設置する計画が進み、昨年ト

ヨタ自動車はMIRAIという燃

料電池車を乗用車として一般向

けに初めて発売しました。これ

から水素社会に向かってどんど

ん進むと考えられます。産業ガ

ス業界には、圧力の高いガスを

取り扱う業界として 100年以上

の歴史があり、その間に培われ

たノウハウ等がありますので、

これからの水素社会をリードす

る立場にあります。本日は、水

素社会に対してこの業界がどの

ような役割を果たすのか、お集

まりの皆さんに語っていただき

たいと思います。まずは趣旨を

含め、永江さんからお話を伺い

たいと思います。

永江：2月最終週に東京ビッグ

サ イ ト で FC EXPO 2015 が 開

催されました。その翌週には

上海でIHC会議が開催されま

水
素
元
年
を
語
る 

－ 

水
素
社
会
に
お
け
る
産
業
ガ
ス
業
界
の
役
割 

－

座 

談 

会

日　時： 2015年3月13日（金）16:00～18:00
場　所： メルパルク東京
出席者： 上口　啓一 JIMGA水素企画委員会委員長
  （昭和電工株式会社　執行役員 産業ガス事業部、基礎化学品事業部
  　川崎事業所、東長原事業所　管掌）
 賢持　善英 JIMGA水素企画委員会副委員長
  （大陽日酸株式会社　常務取締役 産業ガス事業本部副本部長）
 上田　恭久 JIMGA水素企画委員会副委員長
  （岩谷産業株式会社　上級理事 産業ガス・機械事業本部水素ガス部長）
　 永江　　裕 JIMGA専務理事
司　会： 高橋　義郎 ガスメディア社編集長
 （敬称略）

水素元年を語る
－ 水素社会における産業ガス業界の役割 －
水素元年を語る
－ 水素社会における産業ガス業界の役割 －
水素元年を語る
－ 水素社会における産業ガス業界の役割 －

高橋さん

永江さん
賢持さん

上口さん

上田さん
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した。IHCには AIGA、CGA、

EIGA、JIMGAが参加し、技術

基準の国際整合化作業を行って

いますが、この会議では 2005年

から、水素ガスについても技術

的な観点での検討や整合性につ

いて話し合われています。今回

JIMGAはFC EXPO2015 に各企

業が出展された内容について展

示会で入手した資料を回覧、説

明しました。FCV（燃料電池自

動車）の実車展示、水素供給設

備、 関連機器、FCV 以外の利

用方法や昨年公布された水素ス

テーションの規制緩和について

説明したところ、各協会とも日

本がかなり進んでいるのではな

いかという感想を持ったようで

した。水素社会において、我々

産業ガス業界にも間違いなくや

るべきことがあると思いまし

た。JIMGAでは水素ステーショ

ンプロジェクトにおいて、合理

的な規制改革に取り組んでいま

すが、その他にもコストの問題

などがあります。本日は、座談

会として国内の水素ビジネスを

牽引する皆さんにお集まりいた

だきました。産業ガス業界への

提言などもいただきたいと思い

ます。

国内の現状

司会：国内でもいろいろな動き

があるようですが、現在水素社

会に向けて、国内ではどのよう

な動きがあるのか、そのあたり

から明らかにしたいと思いま

す。まず各社の状況を含め、上

口さんいかがですか。

上口：昭和電工では、水素ガス

の製造供給をしていますが、水

素ステーションへの具体的な取

り組みはありません。化学会社

ですので、化学として水素に深

くかかわっている部分は多々あ

ります。川崎に製造拠点があ

り、ソーダ電解を行っています

ので、副生水素を販売していま

す。一方、水素化合物のアンモ

ニアを同じく川崎で製造してい

ますが、アンモニアは今後、水

素キャリアとして展開の可能性

があると考えています。アンモ

ニアは従来、都市ガスを原料と

して製造してきましたが、使用

済みのプラスチックをガス化す

ることによって水素を得て、こ

れを原料にアンモニアを作ると

いうプロセスを導入しました。

現在、その比率を徐々に上げて

いくことを進めています。リサ

イクルのシステムとあわせた低

炭素の水素へのアプローチと、

今後水素ビジネス全体がどうな

るのか考慮しながら、水素社会

とかかわりを持っていきたいと

考えています。また、川崎には、

産業ガス製造及びソーダ電解と

いった電力を多く使うビジネ

スがありますし、IPP（発電事

業）用の自家発電も行っており

ますので、電力と水素を組み合

わせたエネルギーとしての展開

を今後どうするかというのも当

社のテーマのひとつだと考えて

います。

司会：賢持さんには、今後の水

素社会に向けて、どういうスタ

ンスで、あるいはどういう展望

で事業を進めているか、お聞き

したいと思います。

賢持：水素社会というのは、低

炭素社会という観点で語られる

ことが多く、水素を燃料電池に

高橋　義郎
ガスメディア社編集長

永江　　裕
JIMGA専務理事
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水素元年を語る － 水素社会における産業ガス業界の役割 －座 談 会

用いると最終的に水しか排出し

ないからクリーンであるといわ

れていますが、水素を生成する

段階から考えますと、まだまだ

低炭素社会のサイクルは実現し

ていません。FCVはトヨタさ

んが発売され、本田さんも発売

予定となっていますが、当面の

水素ガスのビジネスとしては、

微々たるものだと思います。そ

こで、大陽日酸が関与できるの

はどういう部分かと考えます

と、高圧それも超高圧を扱う技

術として、安全面からガス屋の

出番があるのではないかと思っ

ています。定置式の水素ステー

ションの設置には、相当なイニ

シャルコストがかかります。そ

こで、普及が進む過渡期には移

動式のステーションの需要が出

てくると考え、定置式にも取り

組んでいますが、移動式により

注力し、機器ビジネスとして取

り組んでいます。ガスビジネス

としては、現在のガソリンスタ

ンドのように水素ステーション

が普及した際に、我々の参入

できる余地･役割があるのか、

まだまだ検討中の状況です。水

素の製造については副生水素を

石油会社などから購入して精

製・充填しているのが現状です

し、輸送についてもガソリンの

場合は石油会社さんが行ってい

る。ガソリンスタンドの運営は

ちょっと違う。そう考えます

と、産業ガスメーカーとして、

設備･機器ビジネスのほうが馴

染んでいます。あと量的にどう

なるのか、例えば石油会社にし

ても積極的に水素ステーション

に取り組んでいるのは 1社だけ

であり、他にはまったく名乗り

が上げられていない中で、水素

社会やFCVがどれだけ普及す

るのかというところがまだ見え

ていないと思います。それで

も、いろいろなところで注目さ

れながら、政府や自治体の肝入

りもあり、4大都市圏でのステー

ション建設も進んでいますの

で、我々もその中でビジネスを

模索したいと考えています。

司会：先週、水素フォーラムに

参加してお話を聞きました。非

常に積極的に創業以来、水素に

注力され、これから花開くこと

と思いますが、現在の水素ビジ

ネスがどのような展開になって

いるか、上田さんにはその辺を

お話いただきたいと思います。

上田：岩谷産業の水素ビジネス

も、今はまだ工業用が中心で

す。工業用の水素ビジネスの中

では、液化水素がビジネスの柱

になっています。液化水素につ

いては、工業用のマーケット

に本格的に参入したのが 2006

年です。それまでは 30年ほど

ロケットの打ち上げ用に国の補

助をいただきながら供給してい

ました。そのスキームでは発展

性が見込めないため、2006年に

我々が独自に、それまでにあっ

た工場の 10倍近い工場を作り

ました。ロケット用の需要は残

りますが、一つのユーザーとし

ての取扱に変えたというのが大

きなターニングポイントになり

ました。その後、工業用のマー

ケットに液化水素を受け入れて

いただけるようにするのにず

いぶん苦労しまして、その結果

8 ～ 9年経ったいま、水素のエ

ネルギー部分が注目されてきた

という状況です。ビジネスの軸

は工業用のマーケットにありま

すが、これから先、エネルギーと

しての需要をどう見ているかと

いいますと、私どもは既に 1kg

あたり 1,100円という値段を発

表しました。その意味は、まず

は需要を創造しようというスタ

イ ル に あ り ま す。MIRAIと い

う車をトヨタさんが発売された

ことを、これで本当の意味のエ

ネルギー社会に対する具体的

なものが出てきたと受け止め、

我々としては協力できることを

上口　啓一
昭和電工株式会社　執行役員
JIMGA水素企画委員会委員長
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ぜひ協力したいと、会社として

意思統一できましたので、1kg

あたり 1,100円という価格を出

しました。この価格は今のハイ

ブリッドの同格の車と同程度の

燃料コストで走れることを狙っ

たものです。燃料費が高いか

らFCVが売れないということ

だけは払拭して、トヨタさんに

マーケティングしていただきた

いという思いです。したがっ

て、思い切った 1,100円を出し

ましたが、コストはまだ今は間

違いなく合いません。合いませ

んが、まずは需要を創造すると

いうことから始めました。通常

の工業用マーケットなどでは一

般的にコストがあってそれで値

段を決めるか、ちょっと先を見

て今は少し我慢しようというレ

ベルです。今後のエネルギー需

要は今までの工業用マーケット

とはスケールが全然違うので、

そんなことをしているとスピー

ド感も追いつかない、そういう

判断で、まずは売れる値段で売

りましょうということになり

ました。たぶん、トヨタさんの

MIRAIという車も、今は 1台作

るのに幾ら掛かっているか解り

ません。しかし、7百数十万円で

売られるようになったのと同じ

ように、売れる値段で売らなけ

ればならないという側面に入っ

たのが、今までと全く違うビジ

ネスではないかと思います。

海外の動向

司会：国内のお話を伺いました

が、自動車にしても、エネルギー

にしても、世界が相手となると

思いますが、海外の動きについ

てはどうでしょうか。

上田：ヨーロッパの水素ステー

ションへの取り組みは日本より

進んでいます。日本に実証用の

ステーションができる前から、

商用のステーションが運営され

ていました。補助金があるの

で、正確には商用と言い切れな

いかもしれませんが、料金を徴

収しているステーションが運営

されています。価格はある程度

統一されていますが、ドイツを

中心にずいぶん前から取り組ま

れています。また、先程規制緩

和の話がありましたが、ドイツ

のレギュレーションなどが日本

でもそのまま利用できると、ず

いぶん助かると考えています。

例えば、リンデが運営している

ベルリンのステーションでは、

液化水素の地下タンクとポンプ

があり、バスにでも問題なく充塡

できています。また海外ではア

メリカも含め、セルフの水素スタ

ンドも一般的となっています。

司会：最近、岩谷産業さんでは

関西空港でFCフォークリフト

用水素供給設備を納入されたと

聞きました。海外では、自動車

よりも先にFCフォークリフト

の稼働が進んでいるということ

でしょうか。

上田：メリットが自動車より出

やすいという特徴があります。

室内で使用する場合でも、排気

ガスが出ないというメリットが

あります。また、24時間稼働の

場合であれば、充電に時間がか

かる電気式よりも効率がいいこ

とが評価されています。

司会：乗用車に関しては、日本

が一番進んでいるということで

しょうか。

上田：自動車そのものについて

は、 進んでいます。MIRAIが

発売されたこと自体が進んでい

ます。

水素社会の姿

司会：自動車本体はさておき、

私たちの業界としては、水素を

いかに生産し、供給し、保安を

確保し、環境を守っていくか、

そういった方面で私たちの出番

賢持　善英
大陽日酸株式会社　常務取締役
JIMGA水素企画委員会副委員長
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があると思うのですが、水素を

低コストで生産するということ

について、何か動きはないで

しょうか。

上口：低炭素でしかも低コスト

という要請になると、今までの

水素では、なかなか立ち行かな

いと思います。この両面を考え

た時に何ができるか、現時点で

は名案がありません。

司会：川崎市では、臨海部に水

素供給ネットワークを構築する

など、新しい水素社会に向けた

取り組みが始まるようだが、昭

和電工さんも取り組まれている

のですか。

上口：具体的にはまだ動いては

いませんが、やはり低炭素とい

うことをテーマに模索していく

ことを考えられているようで

す。そういった部分を共同で検

討するといった動きはあります

が、具体化はこれからです。

司会：岩谷産業さんは、液化水

素という新しいジャンルを切り

開いておられますが、今後水素

をもっと低コストで生産すると

いう方向については、何か見え

ていますか。

上田：1,100円では採算がとれ

ないことを申し上げましたが、

まずこの値段にコストを合わせ

ていく作業を行う必要があり、

そのためにはスケールを大きく

する必要があります。MIRAIの

発売によって需要が喚起され、

水素発電など新たな需要が生ま

れると考えています。ただし需

要が増える前にコストをあわ

せなければなりません。スケー

ルアップは相当な規模で行う

必要があり、国内で液化水素工

場を増やす考えはありますが、

需要に見合ったものを増やす

程度で、その後は輸入しなけれ

ばスケールアップにならない

と 思 い ま す。CO2 の 話 は そ の

後だと考えており、まずは安い

化石燃料からの水素でも良く、

現場で水素を生産し、船で輸送

する事業を考えています。船で

の輸送は有効なスケールアップ

であり、輸送ツールの開発と工

場のコストダウンが次のステー

ジで、その次がCO2フリーへの

対応ステージとして、それぞれ

10年程度の取り組みを考えてい

ます。

司会：長いスパンで考えなけれ

ばいけないということですね。

自動車では 80MPaの超高圧の

ガスを取り扱うことになります

が、この業界でも経験が少ない

と思います。高圧のガスをコン

トロールし、安全にガスを取り

扱うといった部分についてはい

かがでしょうか。

賢持：充塡するためには 70MPa

以上の超高圧が必要ですが、ス

テーションまでの流通は従来の

延長線上の技術で可能です。超

高圧の容器が車載されているこ

とについて、我々がイメージを

変えられるかはともかく、安全

な充塡設備については、十分に

提供できると思います。水素の

輸入については、各社が様々な

方法を検討しているようです

が、我々の関与できる範囲は高

圧ガスの部分が中心で、どこま

で関与できるかは今後判断して

いきたいと思います。

司会：エネルギーというと国を

挙げての話となりますが、保安

や安全はこの業界の企業がノウ

ハウを持っていると思いますの

で、大きな貢献が求められてい

ると思います。上口さんどうで

しょうか。

上口：エネルギーとして、発電

に水素が使われるような場合、

貯蔵や輸送における安全性の担

保は重要になると思います。電

力と違って貯蔵できることが水

素のメリットとなると安全性は

さらに重要と考えられ、興味を

持って見ているところです。

上田　恭久
岩谷産業株式会社　上級理事
JIMGA水素企画委員会副委員長
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司会：高圧ガスの業界で事故の

大半はガス漏れですが、水素が

漏れた場合は大変なことになり

ます。消費先の安全対策が必要

だと思いますが、消費者に対す

る安全の啓発や指導といった仕

事が必要とならないでしょうか。

上田：水素の需要を増やすため

の啓発については、コストをか

けてもやっていきます。水素ス

テーションについては設備とし

て販売する他、運営もしていき

ます。芝公園のステーションで

は、トヨタの車の展示場と併設

して、試乗や水素充塡の実演が

できるようになります。コンビ

ニエンスストアとの併設ステー

ションでは、燃料電池も設置さ

れ、水素が電気として利用され

ていることも実演できます。

司会：ステーションに水素を貯

蔵して、自動車への充塡以外に

も利用するといったことも考え

られないのでしょうか。

上田：日本の場合、敷地外へ配

管で供給することは簡単ではあ

りません。ガスに臭いをつけな

くてはならないという問題もあ

ります。臭いをつけた場合は、

また臭いを取らないと燃料電池

で利用できなくなります。臭い

をつけなくてはならないという

考え方から変える必要がありま

す。法改正が必要な部分もあり

ます。

司会：省令や告示の改正で対応

できる部分もあると思います

が、JIMGAから提案するなど、

産業ガス業界で取り組むことは

できませんか。

上田：やるべきだと思います

し、これまでもやってきている

と思います。

司会：ステーションの設置にあ

たっても、都道府県の許可がな

かなか得られないという話を聞

きますが、現実はいかがですか。

上田：都道府県によって、また

担当官によって判断が異なる場

合があります。特別な指導があ

る場合もあります。

賢持：国が水素社会に向けて進

もうと規制緩和を進めているの

ですから、この点も解決してほ

しいですね。

司会：政治的リーダーシップも

期待したいですね。

上田：少しずつ変わってきてい

るとは思います。水素ステー

ション用の法律も新たにできま

した。当初圧縮水素だけが想定

されていましたが、液化水素の

ステーションも対象となりまし

た。規制緩和に限りませんが、

法律がないから設置できないと

いうことはなくなりました。

司会：日本は自然災害が多い国

ですから、台風や津波に対する

対策が必要ですが、ステーショ

ンで水素という安全に配慮が

必要なガスを使うことについ

て、新たな考え方は出てきて

いますか。

賢持：安全性からいえば、ガソ

リンより安全だという人もいま

す。水素は高圧ですが、容器が

そのまま爆発することはありま

せん。高圧というイメージにつ

いて、どのように安全性を啓発

していくかについては、検討が

必要だと思います。

上田：ステーションと直接関係

はありませんが、震災でも高圧

ガスが甚大な被害を発生させた

ことはないと思います。

賢持：我々が関与できるのは高

圧での充塡を安全に行うという

部分が中心となります。水素ス

テーションには超高圧の蓄圧器

もありますが、法的な技術基準

で安全に設計されています。ま

た、70MPaの燃料容器を搭載し

ているFCVも、事故が発生し

て自動車が壊れても車載用容器

は大丈夫なように、自動車メー

カーさんがきちんと検討してお

られます。

司会：日本はトンネルが多いで

すが、水素を輸送するのに水底

トンネルとか、規制のあるトン

ネルがあります。FCVは走行で

きても、水素の輸送車の通行に

支障はありませんか。

上田：通れないトンネルはそれ

ほど多くないと考えています。

水素や可燃性ガスだけでなく、

高圧ガス全般に規制がありま

す。青函トンネルやアクアライ
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ン、恵那山トンネル等、限られ

ているので、大きな支障とは考

えていません。

水素社会の到来に向けて

司会：こ れ か ら 東 京 の 場 合、

2020年のオリンピック開催に向

けて、水素社会を実現しようと

いう動きがありますが、皆さん

のところでは新しい動きはあり

ませんか。

上口：川崎のオペレーションと

関連して、ある形を作っていこ

うと考えています。自治体との

取り組みの中で水素社会をテー

マに、いくつか掘り下げていけ

ればいいのですが、これから考

えていくところです。時期とし

てもそれほど先ではなく、2020

年あたりを目標にして形にして

いきたいと考えています。

司会：あと５年ですから、それ

ほど長い期間ではありません

ね。それから水素社会になった

ら、我々の生活や産業が本当に

豊かになり、安全になるのか、

メリットとして何があるのか、

その辺はいかがでしょうか。

永江：法律や規制の面で見る

と、EIGAやCGAが考えている

水素技術に関する整合性の切り

口はぜんぜん違います。EIGA

は水素の輸送をメインに検討し

てきており、CGAはHyCO（H2

およびCO製造）を中心に検討

してきました。しかし、EIGA

が 9 年間も進めてきた水素ス

テーションのISO基準化は出ま

せんでした。その意味では、日

本の水素社会実現の規制緩和

は、厳しい中でも一歩一歩進ん

でいると思います。一方、メリッ

トとしては化石燃料に対する有

力な自前の代替エネルギーであ

り、なおかつCO2フリーである

ことに大変大きな意味があると

思います。水素社会を定着させ

るためには、化石燃料の中でも

炭酸ガスの排出が少ない天然ガ

スについて、自動車燃料（CNG）

としての普及がタイや他の東南

アジアの国で普及したほど進ま

なかったことを、これから検証

する必要があると思います。

司会：日本には常に「油断」と

い う か、エ ネ ル ギ ー セ キ ュ リ

ティー問題があります。また、

環境問題としてCO2 を排出し

ないということが、社会の前提

となっています。そのような意

味で水素が注目されています

が、コストについては今後どの

ように見ておられますか。

上田：コストの前になぜ水素が

社会を豊かにできるかという

と、水素が無尽蔵にあるからだ

と思います。自然エネルギーで

ある太陽光や風力発電について

は、現時点では設備代がネック

でありコストが合いませんが、

設備代については解決できる部

分があります。自然エネルギー

については発電量の安定性の問

題があります。しかし電気分解

で水素を製造することによって

水素を媒体とする電池として用

いることができます。無尽蔵に

水から生成できるという意味

で、水素はエネルギーセキュリ

ティーを考えた場合に有効です

し、化石燃料がなくなったとき

にはコストは関係なくなるので

はないでしょうか。コストにつ

いてはスケールで解決できる部

分が大きいと考えています。現

在、工業ガスとして我々が取り

扱っている水素のマーケットは

年間1億数千万m3 と非常に小さ

いですが、昨年のエネルギー白

書に出ていたFCVのマーケッ

トは 2030年に 27億m3 とされて

います。現在のマーケットの十

数倍となり、それなりにスケー

ルのある供給を考えなければな

りません。そうすればリーズナ

ブルなものも出てくるでしょう

し、CO2フリーにもなる。日本

で言えば、エネルギーセキュリ

ティーも実現し、ロジックがつ

ながっていくと考えています。

水素は無尽蔵で終わりがありま

せん。そこに対して我々は夢を

追いかけています。

司会：原油とかLNGの価格が

上昇するのにブレーキをかけら

れれば良い訳ですね。

上田：他のエネルギーはいつか

なくなりますし、なくなるとき

には非常にコストがあがりま

すので、そのときに自然エネル
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ギーをうまく使えばコストも会

うし、ゼロエミッションもバラ

ンスすると思います。

司会：現時点では、頭の中で水

素は良いぞと考えている段階で

すが、実際にやって何か問題が

出るとすればどのような面で

しょうか。コストが下がらない

ような気がするのですが。

上口：最終目標はCO2フリーの

水素だとして、自然エネルギー

を使いこなすための周辺インフ

ラを含めた投資が必要で、個別

企業には無理だと思います。こ

れをどう解決するか、結局は大

きな投資とその固定費負担を、

社会的に負担することとビジネ

スとして企業が負担することを

どう調整していくかが大きな問

題だと思います。

賢持：何ゆえにFCVかというと、

クリーンだからということで

すが、まずは出口のクリーンさ

で水素を普及させ、その後で一

次エネルギーの部分を如何にク

リーンに変えていくのかという

ことだと思います。最終的には

自然エネルギーを使って水を電

気分解して、その水素をつかっ

て、また水に戻してというサイ

クルが究極となるはずです。自

動車についても環境の問題とコ

ストの問題を両方解決できるの

か。自動車にもハイブリッド、

電気自動車、プラグインハイブ

リッド等もあり、FCVだけにな

るということはないでしょう。

自然エネルギーを利用したサイ

クルが実現できなければ、化石

燃料でCO2排出が最も少ないメ

タン（天然ガス）を改質した水素

との比較になります。電力が化

石燃料を利用している限り、電

気分解で発生した水素がクリー

ンとは言い切れません。最終的

にはコストと環境問題を含め

て、バランスしていくのだと思

います。また、「水素社会」とい

うと自動車だけでは無いとされ

ています。水素発電も有望で

しょうし、FCVの水素マーケッ

トとあわせて、補助金がなくて

も採算の合う水素社会であって

欲しいと考えています。

司会：いろいろお話を伺ってき

ましたが、今年はまだ水素元年

ということで、まだまだ夢のあ

る話ですので、話し難い面もあ

りますが、今日は皆さんから良

いお話しを聞けました。

　どうもありがとうございま

した。
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木曽駒を目指し千畳敷カールを登る 木曽駒ヶ岳山頂（仲間と）

「音が消えていた。12 階のマンションのベ
ランダから下を覗くと白いじゅうたんが敷き
詰められていた。間近の甲府駅を発着する電
車の音も聞こえず、駅前の交差点を走る自動
車もない。どんよりとした空から雪が降って
いる。街からすべての音が消えていた。」

小説風に表現するならば、こんな風景が昨
年 2014 年 2 月 15 日（土）の山梨県甲府市の朝
でした。

東京ガスケミカルの社長に就任するまえ、
昨 2014 年 3 月までの 4 年半、東京ガス山梨の
社長として、山梨県甲府市に単身赴任をしまし
た。家族と離れ一人暮らしをするのも初めての
経験でした。また、東京生まれ、東京育ち、東
京のローカル企業に勤めていた私は、旅行で、
富士五湖、昇仙峡などには行ったことがあり
ますが、山梨県には地縁、血縁もなく、山梨
県あての年賀状も書いたことがありませんで
した。しかしながら、住めば都と言いますが、

すぐに甲府盆地が好きになりました。
今から考えると、初めての土地で地域密着

型の会社を経営するというミッションのため、
その土地の歴史や風土、自然を何でも見てやろ
う、何でも知りたいという意欲が実を結んだの
ではないかと思います。春は桜と桃の花見が
最高です。桜は、JR 中央線の勝沼ぶどう郷駅、
北杜市の神代桜、身延山の枝垂桜がお勧めポイ
ントです。更に素晴らしいのが桃の花です。桜
に少し遅れた 4 月上・中旬に桃の花が咲く甲府
盆地を高台から眺めると、桜より濃いピンクの
花がまさにじゅうたんのようで、春霞と相まっ
て桃源郷のような風景となります。5 月を過ぎ
れば、一時間も歩くと山で新緑を楽しめます
し、夏、各地で開催される花火、秋には昇仙峡
や西沢渓谷の紅葉など、季節ごとに楽しめる
ポイントがいくらでもあります。加えて、観
光地とは言えないようなところで、地元の人
が大切に守り、育んでいる花や風景を思いが
けず発見したこともあり、大きな喜びを感じ
ました。単身赴任を終えた今は、20 年も住ん
でいる埼玉県について何も知らないことを実
感しております。改めて、時間を作り、地元の

「大雪　甲府の思い出」
東京ガスケミカル株式会社　田嶋　義明
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エッセイ　「大雪　甲府の思い出」

雪に埋もれる事業所構内 埋まった車両

良さを発見する探検をしたいと思っています。
また、甲府では 30 年ぶりに山の面白さが蘇

りました。近くに南アルプスや八ヶ岳もあり
ますが、そこまでの実力はなく、日帰り登山
を仲間と年数回行いました。日本百名山では、
大菩薩嶺（だいぼさつれい）、金峰山（きんぷさ
ん）、瑞牆山（みずがきやま）、木曽駒ヶ岳など
に登りました。甲府盆地内には温泉がいくら
でもありますので、登山の後、疲れた体を癒
すために温泉につかるというパターンが病み
つきになりました。一人で山に行き、道を間
違えて遭難すれすれの体験をしたことも楽し
い思い出になっています。

甲府盆地は、「夏暑く、冬寒いが、雪は降ら
ない。寒暖の差が激しい気候」と言われていま
す。2013 年夏には 40.7℃の過去最高を記録し、
当日の全国第一位の座を占めたこともありま
す。（実際に体験しましたが、自分の体温より
も高い気温では、38℃も 40℃も体感としてあ
まり変わりませんでした。）

この暑い夏の後の冬に、まさかの大雪とな
りました。

甲府では、1894 年の観測開始以来、これま
での 49cm を大幅に上回る 114cm の雪が 2 月
15 日の朝までに積りました。特に、夜中から
未明にかけて激しく、JR はもちろん、中央自
動車道、国道はすべて雪に閉ざされ、甲府盆

地はまさに孤立状態に陥っていました。
15 日（土）は、単身赴任者を含む会社近傍の

メンバーで朝から雪かきを行い（市内でも少し
離れたところからは会社に来られない状況）、
とりあえず緊急車両が出られるようにしまし
た。17 日（月）からは出勤できた社員（約半数）
全員で、とけない雪を恨めしく思いながら埋
まった車両を掘り起こす作業に没頭しました。
その間、コンビニ・スーパーには食糧が底を
尽き、おにぎりの炊き出しを行って凌ぎまし
た。18 日（火）も本来業務の傍ら、雪かきを断
続的に実施し（連続では体がもたない？）、何
とか構内を業務に支障が出ない範囲で終了さ
せましたが、次に会社周辺道路の固く凍った
雪にとりかかるなど、筋肉という筋肉がパン
パンになってしまいました。その晩、雪の中
を探して見つけた営業中のきれいとは言えな
い中華料理店の肉野菜炒めが、やけにおいし
かったのを覚えています。やっと深夜に中央
自動車道が開通し、19 日（水）午後に JR も開
通したことにより、何とか通常の市民生活に
戻りましたが、構内から雪が消えたのは 21 日

（金）とまる一週間かかりました。大雪のリス
クを察知し、準備できなかったことには悔い
が残りますが、発生した状況に対し真摯に対
応してくれた東京ガス山梨の社員には心より
感謝を申し上げたいと思います。

甲府を離れる 1 か月半前の大雪が一番の思
い出となりました。
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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

採用に向けた取り組みの 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タグの国際規格

化のため、RFタグ運営委員会と共にISO 21007-2

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ます。

また、アセチレン容器の基本要求事項と型式試

験の規格 ISO 3807 の改訂には JIMGA が積極的に

関与してきました。溶解アセチレン技術 WG と共

同で規格内容を踏まえた国内基準の改定に向けて

専門委員会を立ち上げ、作業を開始しました。

容器再検査方法として ISO 16148 や米国で認め

られている AE（アコースティックエミッション）

試験は、当業界には大変メリットのある検査方法

であることから、高圧ガス保安法での採用に向け

て作業部会を設置し調査を開始しました。企業実

証特例制度を利用して AE 試験を採用する事業者

があり、情報交換を行いながら今後より積極的に

取り組んでいく予定です。

超低温貯槽WG

平成 26 年度、当 WG は下記の 3 点の事項につ

いて重点的に活動しました。来年度も積極的に活

動を継続していきます。

（1）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。今年は中国（北京）での開

催が予定されており、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

に努めていきます。

（2）規制改革要望の抽出・実現

過去の要望で中断および継続中の案件につい

て WG 内で再確認を行い、国際部会に継続要否

について報告を行いました。「CE 等の耐圧試験用

流体の明記」については、規制改革要望案を引き

続きフォローしていきます。

（3）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」、「超低温液化ガ

ス（酸素、窒素、アルゴン）充塡用ステンレス製

フレキシブルホースに関する取扱い自主指針」の

テーマに加え新たに、昨年度末に自主基準の改訂

版を発行した「CE 設置事業所・ローリー運行事

業所関係基準」について 2 月に中国地域本部にて

講演を行いました。今後も積極的に講演活動を継

続していきます。

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。今年度は、次の 3

つのテーマに取り組み、活動を実施しています。

（1）産業・医療ガスの異臭判定について：

下記の 3 グループで記載内容を中心に活動。4

月に全体会議で再協議。平成 27 年 7 月頃ドラフ

ト完成の予定で活動中です。

①　臭気検査グループ：臭気検査体制

②　 臭気原因分析・対応グループ：臭気原因分析、

臭気発生時の処置方法、臭気予防策、臭気の

種類による発生源

③　 臭気分析・根本対策グループ：臭気分析方法、 

臭気根本原因、臭気根本原因対策

（2）カードル自主技術指針普及啓発セミナー：

今年度、地域本部主催セミナーに講師を派遣

指針の普及・啓発を実施しました。

北海道（37名）、東北（62名）、関東（74名）、東海・

技術・国際ニュース
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北陸（52名）、近畿（47名）、四国（33名）計6会場

　受講者総数305名

（3）WG委員スキルアップ研修：

11 月 5 日に容器バルブメーカーである株式会

社ハマイの府中工場を訪問。容器バルブに関して

研修を受講すると共に同工場を見学しました。

保安対策WG

（1）「高圧ガスハンドブック」

平成 24 年の改訂以来 3 年が経過しました。その

間に微修正を行いつつ毎年増刷をして参りました

が、本年度は労働安全衛生法に伴う SDS 関連項目

をはじめ関係法令の整合確認やイラストの修正を

行い、改訂版の発刊を目標に活動して参りました。

今年の夏頃には、「改訂版Ⅱ」として発刊予定です。

（2）地域本部との連携

9 月に九州地域本部、2 月に中国地域本部での

セミナーに講師を派遣し、「販売事業所自己診断

指針」の説明を行いました。また、ローリ乗務員

労働組合主催のセミナーで移動中の事故・トラブ

ル事例の講演を行いました。

（3）「CE実務保安ガイドブック」（仮）

CE 関連図書は KHK および JIMGA でも複数作

成されていることから、ガイドブックの目玉と考

えていたトラブルシューティングやハンドリン

グ、関係法令解釈などを「Q&A」として整理を進

めています。

小規模ユーザーや販売事業者などに広く活用

いただけるよう JIMGA ウェブサイトへの掲載も

視野に入れ、27 年度中にアウトプット方法を決

定する予定です。

教育・研修WG

（1）  安全教育用e-ラーニング（「高圧ガスの安全

基礎知識」、「水素編」、「炭酸ガス編」、「酸素

編」）の活用推進

現在、JIMGA ウェブサイトに掲載・公開中の

e-ラーニングについて、JIMGA 主催の講習会等

で教材として活用してもらう他、会員企業等での

教育用として積極的に PR しています。

（2）  e-ラーニング「高圧ガスの安全基礎知識」（概

要版）作成

講義形式の e-ラーニング第 5 弾として、「高圧

ガスの安全基礎知識」（概要版）を作成中です。概

要編は「高圧ガスの安全基礎知識」（40 分程度）を

コンパクトにまとめ直します。内容は、用途、製

造方法、供給形式、物性等を中心に、安全に関す

る注意事項、事故事例、理解度テスト等を盛り込

んだもの（20 分程度）にする予定です。

安全統計WG

（1）高圧ガス事故情報の収集と活用

会員等より報告のあった以下の事故情報を

JIMGA ウェブサイトに掲載しました。

①　窒素ボンベ破裂事故

②　アセチレン容器調整器からの出火事故

（2）労働災害統計について

平成 25 年労働災害統計調査報告を JIMGA ウェ

ブサイトに掲載しました。

JIMGA 度数率は 0.05 と前年の 0.03 を若干上回

りました。また強度率も前年を若干上回った 0.07

となっていますが、いずれも製造業平均、化学工

業平均を下回っています。

（3）高圧ガス関連事故（災害）の分類、解析

KHK の事故情報を基に、産業ガスの事故分析

を行います。今年度は労働災害の事故原因の詳細

分析を実施しております。

（4）「安全ニュース」の発行

上記（3）の分類、解析を踏まえ、事故災害に関

する安全ニュース NO.8 を 5 月に発行しました。

（5）平成26年度保安セミナーの実施

過去の事故情報、ヒヤリハット事例等を活用

し、東北・九州・関東地域本部で保安セミナーを

実施しました。
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ヘリウム技術WG

JIS Z 7253 に準拠した、液化ヘリウムおよびヘ

リウムガスの安全データシートが秋の技術審議委

員会で承認されました。順次公開される予定です

のでご活用ください。これに合わせ、製品ラベル

の記載も見直しています。

今年度より開始している JIMGA ウェブサイト

の液化ヘリウムおよびヘリウムガスに関する情報

改訂作業を進めています。現在、夏頃のウェブサ

イト掲載を目指し、またより良いものを作るべく

WG での議論を重ねているところです。

海外での新たなヘリウム井戸の開発が進めら

れていることもあり、輸送規則を含め関連情報の

収集、共有化に取り組んでいます。またヘリウム

の供給および使用に係わる技術、特に液化ヘリウ

ムデュワーの取り扱いに関しては再度注力してま

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進め、

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

（1）  炭酸ガス関連会員20社にて構成され、代表8

社にて2 ヶ月に1度の定例会および年1回の全

体会議を開催しています。技術・保安部会、

環境・安全部会、国際部会等へ派遣委員の活

動報告を中心に情報の共有化を図ると共に、

固有のテーマについて議論を深めました。

（2）  地域本部炭酸ガス技術WG等の会合に事務局

員が参加し、地域と本部の交流連携を推進し

ました。

（3）  定例会メンバーで作業を分担し、二酸化炭

素SDS、および保安講習会テキストの改訂作

業に取り組んでいます。

（4）  定例会メンバーのスキル向上のため、関係

事項の情報収集と現地視察を実施しました。

溶解アセチレン技術WG

溶解アセチレン技術 WG は、平成 26 年度の活

動を以下の日程で開催しました。

　・第1回定例会議： 4月16日

　・第2回定例会議： 9月16日

　・第3回定例会議：12月16日

主な活動は次のとおりです。

（1）GHS対応ラベルの作成

溶解アセチレン（溶剤：アセトン &DMF）の

GHS 対応ラベルを作成し、技術審議委員会に上

程して承認を得ました。12月上旬にJIMGAのウェ

ブサイトに掲載しました。

（2）「38年経過容器の充塡不可」の周知

「38 年経過容器の充塡不可」に関するパンフレッ

トの改訂版を作成し、全国のアセチレン製造事業

所（39 事業所）に配布して周知を依頼しました。

＜溶解アセチレン容器をお取扱いの皆様へ＞

溶解アセチレンの容器に関して、次のガイドラ

インを守っていただきますようにお願いします。

「溶解アセチレン容器の非アスベスト化を促進

することを目的として、アスベスト含有固形マス

容器の使用期限の目処を容器製造後 38 年とする」

このガイドラインは平成 18 年に皆様にお知ら

せしましたが、ここで更に皆様に認識していただ

きますよう再度ご案内しました。

水素技術WG

平成 26 年度は、「水素ガス取扱い上の基礎知識」

と「水素版 SDS」の改訂に取り組んで参りました。

現在、サブ WG で改訂および追加箇所を会員各

社で検証を行っており、3 月中にまとめ、次回の

技術審査委員会での承認を目標として進めてお

り、水素取扱者に周知を図り、安全の確保に努め

ていきたいと考えています。

WG 会議は東京、福岡、大阪において開催し

ました。第 2 回 WG 会議では「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
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し、水素エネルギーを活用するための設備を見学

し、会員各社の技術・知識向上を図りました。第

4 回 WG は 3 月に JIMGA 本部で開催します。

水素スタンドプロジェクト

水素スタンドプロジェクトが国家プロジェク

トの一環として NEDO より受託している規制適

正化事業のうち、「液体水素貯蔵・水素スタンド

の規制・基準の整備に関する検討」では、液化水

素を原料とし圧縮機で昇圧して水素を燃料電池車

に充塡するタイプの圧縮水素スタンドに関する技

術基準案を取りまとめました。結果として、昨年

11 月 20 日付で省令 ･ 例示基準が改正 ･ 施行され、

高圧ガス保安法における基準整備が完了しまし

た。現在、消防庁にてガソリンスタンド併設に関

する基準整備について検討が行われています。

一方、「2 種製造設備に相当する水素供給設備の

技術基準の整備に関する検討」では、燃料電池車

の普及初期に有効と考えられる小規模な水素スタ

ンドの基準整備を目指しており、これまで当担当

にて検討してきた基準策定ロジックにのっとり技

術基準案を作成しました。現在この基準案が規制

当局サイドで審議されています。また、新しい技

術である差圧式水電解装置について、水素スタン

ドに設置される場合の安全性の評価を実施してお

り、その結果を業界自主基準とするべく取り組ん

でいます。

特殊ガス技術WG

（1）MSDS等の文書改訂

当 WG で作成した MSDS（79 種）につきまして、

今年度は JIS Z 7253 に準拠したものへの改訂を実

施しています。品種も多く、作成会社も多数にわ

たるため、まずは改訂ポイントや作成方針の整理

を行い、現在は各社が改訂作業を実施している段

階です。本件は、次回の技術審議委員会への上程

を目標としています。

（2）容器基本通達の改訂

容器保安規則第 9 条の解釈をめぐり、混合ガス

容器のガス名変更ができないという不都合が発生

していることから、経済産業省への改訂申し入れ

を計画しています。高圧ガス保安協会容器検査課

への相談を経て、現在は同課の意見を反映した改

訂案を作成中です。

（3）研修会の開催

メンバーのスキルアップを目的に、昨年 12 月

18 日に容器整備会社であるカンサン株式会社渋

川事業所の工場見学を実施しました。

（4）その他

JIMGA 国際部会への協力や、各省庁および関

係団体との連携につきましては、今後も積極的に

実施していきます。

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

対策の取り組みとして、2020 年度の CO2 削減目

標を設定する「低炭素社会実行計画フェーズⅠ」

を 2013 年から推進しています。産業ガス業界は、

この活動に日化協を通して参加しています。その

2013 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、2020 年以降の国際的な枠組みに

ついては、2015 年末パリで開催される COP21（第

21 回国連気候変動枠組条約締約国会議）で合意す

ることが目指されています。これを受け、日本経

団連では、「低炭素社会実行計画フェーズⅡ」とし

て 2030 年度の CO2 削減目標の設定を各産業界に

働きかけており、日化協では目標設定を検討して

います。引き続き、JIMGA においても地球温暖

化対策への対応を進めていきます。

また、PCB（ポリ塩化ビフェニル）含有機器等

を保有する会員の皆様へのお知らせとして、PCB

廃棄物処理の最新情報を取りまとめ、「環境ニュー

ス 06/14 PCB 廃棄物の処理（JIMGA-T-SK-06/14）」
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として、JIMGA ウェブサイトに掲載しました。

さらに、産業ガス業界の地球温暖化対策への

取り組みを広く 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

当 WG では JIMGA のウェブサイトに掲載され

ている一般ガス単体 12 種類、混合ガス 15 種類の

MSDS を SDS へ改訂を行っています。平成 27 年

度 JIMGA 技術審議委員会への上程を目途に改訂

を進めています。SDS の改訂は国連 GHS 文書の

改訂（平成 23 年）に伴う「GHS 対応ガイドライン」

（日本化学工業協会版 2012）の改訂と SDS に関す

る JIS Z 7253（2012）の制定によるものです。

次に平成 27 年度がアルゴン、酸素、窒素の JIS

改訂年であることから、関係団体からのヒアリン

グ、経済産業省や日本規格協会への説明、JIS 改

訂本委員会および分科会の委員の選任など平成

27 年度の改訂に向け準備を進めています。なお

アルゴンの改訂は、アルゴン中の窒素分の分析法

（放電スペクトル法）の追加、酸素は標準ガス例

の追加等を予定しています。

3.　国際部会
IHC対応WG

昨年 7 月 29 ～ 31 日に第 35 回 IHC ブルージュ

会議が開催され、「アセチレン」、「特殊ガス」の

ギャップ分析を推進することが決まりました。10

月 27 日には京都にて IOMA グローバル委員会

が開催され、IHC からの提案内容が承認される

とともに、IHC 活動の広報を積極的に行うよう、

IOMA 会誌（IOMA BROADCASTER）への投稿が

決まりました。米国では医療ガスの市販後調査の

義務化、欧州では設備の老朽化対策を対応中との

ことです。

国内においては整合化活動を加速させるため

に、JIMGA 産業ガス部門出版図書のウェブサイ

トに IHC の整合化文書を「参考国際整合化文書｣

として公開しています。平成 27 年 1 月末時点で、

今年度 23 基準の内 18 基準と昨年度分を合わせて

計 22 件が公開されています。今後は、JIMGA 基

準として必要な基準を選定し、高圧ガス保安法等

の対応を行い、JIMGA 基準として完成させます。

今後予定されている会議は、第 36 回 IHC 上海

会議（3 月 3 ～ 5 日）、IOMA グローバル委員会サ

ンフランシスコ会議（5 月 19 日）です。

規制改革WG

今年度は JIGA 時代からの継続案件も含み 13

件に取り組んでおり、「産業ガスレポート vol.30」

で報告した「溶解ガスの取り扱い（液化ガスでは

なく圧縮ガスとする）」、「食品添加物 CO2 の製造

に係る食品衛生管理者」の 2 件は活動を終了しま

した。

医療ガス関係の「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）は医療ガス部門と連携し活動を継続中で

す。「認定指定設備の変更工事に伴う認定の取扱

い」はパブリックコメントの募集が終了し、対応

を注視している状況です。

超低温貯槽に関する材料試験、コールドスト

レッチ、断熱性能試験の 3 件は関係 WG の検討

により活動終了となりました。膨張測定試験廃止

と SUS304N2 の採用の 2 件については情報収集と

なりました。

残りの課題である、病院向け CE の緊急遮断弁

取り付け、容器検査への AT/UT 適用、シランの

毒性の扱いについても検討・対応していきます。
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技術・国際ニュース

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。

＜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！

ここが入口

ＪＩＭＧＡ

ウェブサイト

（H23.9～H27.1 累計アクセス数（4テーマ合計）＝15,910件）
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1．JIMGA本部との合同会議

日　時	: 平成26年10月７日（火）15:00 ～ 17:00

会　場	: 札幌全日空ホテル

出席者	: 13名

内　容	: 

JIMGA 本部より、間会長、永江専務理事、篠

塚常務理事、鈴木常務執行役員、保坂常務執行役

員の 5 名のご参加をいただき、北海道地域本部か

らは曽我部本部長以下、幹事および事務局の 8 名

が参加し、総勢 13 名により、合同会議が開催さ

れました。

冒頭、間会長の挨拶、曽我部本部長の挨拶に

引き続き、本部からの説明（電力問題への対応、

消費税増税への対応、産業ガス部門の昨年度主要

活動報告および今年度の取り組み、医療ガス部門

の昨年度主要活動報告および今年度の取り組み）

の後、北海道地域本部からの説明（北海道地域本

部の組織・メンバー紹介、北海道地域本部昨年度

の活動状況報告、今年度の主な活動予定報告（産

業ガス部門、医療ガス部門））を行い、その後フ

リーディスカッションとなりました。フリーディ

スカッションにおいては、RF タグ普及促進およ

び容器管理料徴収や高圧ガスの海上輸送問題等に

ついて、意見交換が行われました。最後に永江専

務理事の総評により会議を終了しました。

２．保安セミナー

平成 26 年 10 月 29 日（水）北海道地域本部と北

海道溶材商業会との共催により「保安セミナー」

を開催しました。

日　時	: 平成26年10月29日（水）13:30 ～ 16:00

会　場	: エア・ウォーター㈱　北3条ビル

受講者	: 37名

内　容	: 

①　「ヒヤリハット事例集（水素編）」の解説

　　講師　JIMGA 技術・保安部会　水素技術 WG

　　　柴田　展良　氏

②　「カードル自主技術指針」の解説

　　講師　JIMGA技術・保安部会　充てん技術WG

　　　柴田　展良　氏

冒頭、北海道地域本部曽我部本部長より挨拶

を頂きました。その後セミナーを実施しました。

北海道地域本部

曽我部本部長挨拶

柴田氏の解説
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まず水素ガスの製造、充塡、輸送、移動、貯蔵、

消費におけるヒヤリハットの解説。その後カード

ルの設計・製作、使用、定期点検等について統一

した JIMGA 指針の解説をいただきました。北海

道地域本部としては、引き続き保安の強化・推進

の啓発活動に努めていきます。

３．視察会

日　時	: 平成27年1月27日（火）8:30 ～ 18:00

視察先	: エア・ウォーター炭酸㈱室蘭工場

 新日鐵住金㈱棒線事業部室蘭製鐵所

参加者	: 23名

内　容	: 

昨年 11 月 1 日から新日鐵住金㈱室蘭製鐵所構

内の熱風炉排ガスを活用し、液化炭酸ガス製造を

開始しているエア・ウォーター炭酸㈱室蘭工場を

視察しました。冒頭、エア・ウォーター炭酸㈱野

村札幌支店長より JX 日鉱日石エネルギー㈱室蘭

製油所の原油処理停止に伴い、新工場建設に至っ

た経緯について説明の後、森田工場長より新工場

の概要および製造工程詳細についての説明があり

ました。その後、現場視察に移り、炭酸ガス液化

精製設備と炭酸ガス回収設備を見学しました。

次に北海道で唯一の高炉を持つ、新日鐵住金

㈱室蘭製鐵所を視察しました。冒頭、鉄鋼の世界

生産量、国内生産量、新日鐵住金生産量、室蘭製

鉄所の生産量等についての説明および、室蘭製鐵

所の歴史や現在の主要製品の説明がありました。

さらに展示室にてサンプル品を見学しながら、棒

鋼・線材について、主に自動車のエンジン部品や

足回り部品等、重要保安部品として使われる鋼材

品の説明を受けました。その後、高炉と棒鋼工場

の視察・見学を行いました。

新日鐵住金㈱室蘭製鐵所展示室サンプル品の説明エア・ウォーター炭酸㈱室蘭工場現場視察
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１．高圧ガス保安セミナー

日　時	: 平成26年9月10日（水）13:30 ～ 16:50

会　場	: 仙台ガーデンパレス

受講者	: 62名

内　容	: 

①　「カードル自主技術指針」の解説

　　JIMGA 技術・保安部会　充てん技術 WG 長

　　　農頭　重喜　氏

②　 JIMGAにおける保安・安全への取り組みの

解説

　　JIMGA 技術・保安部会　安全統計 WG 委員

　　　細山田　学　氏

東北 6 県の高圧ガス製造事業所の従事者の他、

営業担当、物流担当、保安担当等高圧ガスを取り

扱う方々に幅広く参加していただき、保安セミ

ナーを開催しました。JIMGA にて発刊した「カー

ドル自主技術指針」の解説、および高圧ガス事業

所にて発生している「ヒヤリハット事例集（労働

災害編）」等を使用して、高圧ガス取り扱い現場で

の労働災害防止に関する解説を行いました。セミ

ナーの参加者は、実際には体験したことのない大

事故の動画や実験の動画を使った講習を、熱心に

聴講していました。特に、カードルの新しい技術

指針については、今後の実作業でどのように取り

組んでいく必要があるかを念頭に置いた質問が出

されました。

２．消費者向け高圧ガス保安講習会

　　（宮城県高圧ガス保安協会）

平成 26 年度消費者向け保安講習会は、宮城県

内 2 箇所の会場で開催されました。例年、本講習

会には鉄鋼業、機械工業、自動車関連業、建設業

等の現場従事者に多数参加していただいていま

す。屋外で行うアセチレンの逆火実験では、逆火

した火炎が配管内を一瞬で走る様子や、水封安全

器まで到達して大きな爆発音を発する様子等を見

学し、アセチレンの威力の大きさ、怖さを体感し

ていました。

第1回目

日　時	: 平成26年10月22日（水）13:30 ～ 16:45

会　場	:   宮城県トラック協会トラック研修センター

参加者	: 60名

第2回目

日　時	: 平成26年11月7日（金）13:15 ～ 16:30

会　場	:   宮城県トラック協会石巻輸送サービスセ

ンター

参加者	: 59名

内　容	: 

①　高圧ガス保安法と最近の事故事例等について 

②　安全なアセチレン溶接、切断作業について

③　高圧ガスの正しい取り扱い方について

東北地域本部

講習風景 アセチレン逆火の実験風景
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３．		高圧ガス保安協会会長表彰受賞および関東東

北産業保安監督部東北支部長表彰受賞

（1）高圧ガス保安協会長表彰

日　時	: 平成26年10月24日（金）13:00 ～ 18:10

会　場	: ANAインターコンチネンタルホテル東京

第 51 回高圧ガス保

安全国大会において、

東北地域本部管内から

高圧ガス保安協会長表

彰の優良販売業者とし

て、日本液炭株式会社

東北支社殿が表彰され

ました。

（2）関東東北産業保安監督部東北支部長表彰

日　時	: 平成26年11月21日（金）13:30 ～ 18:00

会　場	: ホテルメトロポリタン仙台

第 28 回高圧ガス保安東北大会において、東北

地域本部管内から、関東東北産業保安監督部東北

支部長表彰で、保安功労者として有限会社クボタ

商会窪田英一殿、および福島酸素株式会社伊藤俊

一殿が、また優良製造保安責任者として荘内ガス

株式会社進藤昌一殿が表彰されました。

４．間会長東北地域本部懇談会

日　時	: 平成26年10月8日（水）15:00 ～ 17:00

場　所	: ホテルメトロポリタン仙台

出席者	: 25名

内　容	: 

JIMGA 本部より間会長および産業ガス部門、

医療ガス部門の幹部に参加していただき、地域本

部懇談会を開催しました。坂本地域本部長の歓迎

挨拶、間会長の挨拶の後、本部産業ガス部門、医

療ガス部門の主な取り組み課題について説明があ

りました。続いて東北地域本部の活動について報

告を行い、各幹事間での意見交換がなされまし

た。消費税増税・電力料金再値上げ・容器塗装色

の問題、RF タグ導入に関する意見等、直面して

いる課題に関する意見が活発に出されました。

東北地域本部懇談会の模様

５．東北地域本部統一正副本部長会議

日　時	: 平成27年1月26日（月）15:45 ～ 17:00

場　所	: ホテルメトロポリタン仙台

出席者	: 12名

内　容	: 

平成 27 年の年始にあたり、東北地域本部産業

ガス部門および医療ガス部門の各正副本部長によ

る「統一正副本部長会議」を開催しました。最初

に、坂本代表本部長より次のように挨拶がありま

した。

優良販売業者
（日本液炭㈱東北支社長

南場　勉　殿）

優良製造保安責任者
（荘内ガス㈱部長　
進藤　昌一　殿）

保安功労者
（㈲クボタ商会社長　
窪田　英一　殿）

保安功労者
（福島酸素㈱社長　
伊藤　俊一　殿）
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「東日本大震災からおよそ 4 年が経過し、津波

被害復興の工事は進んできています。昨年 4 月の

消費税増税転嫁に関しては、会員皆様の努力があ

り、東北地域内では混乱なく導入されたのではな

いでしょうか。東北の経済についても、徐々にで

はありますが上向いている感があります。隣国で

は、IT 関連や原子力関連で窒素ガスによる死亡事

故が報告されていますが、当業界としては絶対に

このようなことがないよう気を緩めることなく、

保安確保に力を入れていきたいと思います。」

その後、平成 27 年度の合同定時総会、幹事会

等の日程、消費税調査会活動、JIMGA 会長表彰

候補者推薦に関する協議を実施しました。

統一正副本部長会議の模様
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１．産業ガス保安セミナー

日　時	: 平成26年9月18日（木）14:00 ～ 16:30

会　場	: 機械振興会館

受講者	: 75名

内　容	: 

①　 ｢カードルの設計・製作、使用、定期点検に

ついてのJIMGA自主技術指針｣

　　JIMGA 技術・保安部会　充てん技術 WG 長

　　　農頭　重喜　氏

②　 ｢高圧ガス事故、労働災害事故及び各種災害統

計等についての紹介と原因、対策について｣

　　JIMGA 技術・保安部会　安全統計 WG 委員

　　　田中　純一　氏

保安セミナーの模様

２．		エア・ガス技術グループ、水素技術グループ

合同例会・研修会

日　時	: 平成26年9月24日（水）9:00 ～ 18:00

場　所	: 黒部ダム発電所

内　容	: 水力発電所内部の視察

参加者	: 9名

３．炭酸ガス技術グループ研修会

日　時	: 平成26年10月9日（木）10:00

 ～ 10日（金）18:00

場　所	: 姫路安全スクール、新コスモス電機

内　容	: 液化ガス関連機器に関する安全知識説明

 （姫路安全スクール）

　  種々のガス漏洩検知器の作動実演見学

（新コスモス電機）

参加者	: 8名

研修会の模様

４．溶解アセチレン技術グループ研修会

日　時	: 平成26年10月23日（木）14:00 ～ 16:30

場　所	: 東京都本所防災センター

内　容	: 種々災害の模擬体験

参加者	: 14名

模擬体験の模様

関東地域本部

合同例会・研修会の模様
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５．容器RFタグ推進グループ研修会

日　時	: 平成26年11月11日（火）13:30 ～ 17:00

場　所	: ㈱サイトウ化成本社「諭きちラボ」

内　容	: 電子タグを利用した最新鋭のカゴ台車管

理システムの見学

参加者	: 9名

研修会の模様

６．初級保安講習会

日　時	: 平成27年2月19日（木）14:00 ～ 16:30

会　場	: 機械振興会館

受講者	: 76名

内　容	: 若手社員を中心とした保安講習会

①　高圧ガスの基礎知識

②　高圧ガス保安の基礎

③　高圧ガス事故事例

④　JIMGA e-ラーニングの紹介

講　師	: JIMGA技術・保安部会 

　　　安全統計WG長

　　　　加藤　保宣　氏

講習会の模様

７．平成27年新年賀詞交歓会

日　時	: 平成27年1月21日（水）

会　場	: ホテル JALシティ田町

出席者	: 約200名

小池代表地域本部長挨拶（要旨）

本日は年初めのご多用中のところ、日本産業・

医療ガス協会関東地域本部の賀詞交歓会にご出席

いただきありがとうございます。皆様には良い新

年を迎えられたことと思います。

昨年を思い返しますと、スポーツではスケー

トの羽生君、テニスの錦織君、ゴルフの松山君、

大リーグのマー君、青色LEDで日本人3人がノー

ベル賞を受賞するなど、明るい話題がありました

が、一方、広島の土砂災害、御嶽山の噴火、長野

県北部地震などの自然災害にも見舞われた 1 年で

した。

先週の 17 日で阪神・淡路大震災から 20 年にな

りました。3 月 11 日には東日本大震災から 4 年

を迎えることになります。これらの震災を風化さ

せることなく、近い将来の首都圏を襲う大地震に

備えて医療ガス・産業ガスの供給体制を万全にす

るとともに、何よりも従業員とその家族の命を守

ることを第一に、常日頃から備えを整えていくよ

うにしましょう。

年末の総選挙の結果を受けて安倍総理は、アベ

ノミクスの「金融」、「財政」に続く第三の矢「成長戦

略」に本格的に取り組むとのことですが、企業業

績の回復が一部の業界に偏ることなくすべての産

業に行き渡るような経済政策の実行を大いに期待

したいところです。その意味でも協会本部が取り

組まれている電力コストの引き下げの実現に向け

て、我々も協力していかなければなりません。

2015 年は戦後 70 年の節目でもあります。2020

年の東京オリンピックに向けて国立競技場やホテ

ルの建て替えが始まります。3 月には北陸・長野

新幹線が金沢まで開通し、上野止まりの電車が東

京まで乗り入れます。後で振り返ると 2015 年は
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日本の大きな転換点の始まりの年となるかもしれ

ません。

今年は明るい未来に向けた第一歩となること

を祈って、新年のご挨拶とさせていただきます。

石川本部長乾杯ご発声 賀詞交歓会の模様
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１．講習会

（1）平成26年度JIMGA東海・北陸セミナー

日　時	: 平成26年12月3日（水）13:00 ～ 17:00

会　場	: 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）

受講者	: 53名

主　催	: JIMGA東海地域本部・北陸地域本部

内　容	: 

①　「カードル自主技術指針（初版）」

　　JIMGA　充てん技術 WG 委員　

　　　笠井　勇人　氏

②　e-ラーニング「酸素の安全な取扱い」

　　JIMGA　常務執行役員　　　　

　　　徳冨栄一郎　氏

③　JIMGAにおける保安・安全への取組み

　　JIMGA　安全統計 WG 委員　

　　　矢内　敏彦　氏

講習会の模様

（2）	 	平成26年度容器RFタグ説明会「容器RFタグ

普及・促進説明会」

日　時	: 平成27年2月24日（火）13:00 ～ 15:30

会　場	: 名駅菱信ビル

内　容	: 

　 RF タグの更なる普及・拡大を目指しての導入

コストおよびメリット

　　JIMGA　産業ガス部門　

　　　小田　博　氏

２．防災訓練

（1）平成26年度岐阜県高圧ガス防災訓練

日　程	: 平成26年9月19日（金）

場　所	: 鏡橋大橋北駐車場

主　催	: 岐阜県、岐阜県安全協会

内　容	: 

①　LPガス車載車両事故想定訓練

②　充塡所地震発生時の対応想定訓練

（2）平成26年度愛知県高圧ガス移動防災訓練

日　程	: 平成26年10月15日（水）

場　所	: 知多運動公園

主　催	: 愛知県、愛知県安全協会

内　容	: 

①　液酸ローリ事故通報・応急訓練

②　 水素、アンモニア、シラン、アセチレン、

LPガス燃焼実験他

（3）平成26年度三重県・志摩市総合防災訓練

日　程	: 平成26年11月2日（日）

場　所	: 志摩市、南伊勢町、大紀町

主　催	:   三重県、志摩市、南伊勢町、大紀町、 

三重県安全協会

内　容	: 

①　災害時の医療対応訓練

②　避難訓練

（4）平成26年度静岡県高圧ガス・危険物防災訓練

日　程	: 平成26年11月12日（水）

場　所	: 大井川緑地

主　催	: 静岡県、静岡県安全協会

東海地域本部
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内　容	: 

①　LPガスローリの緊急措置訓練

②　 液化酸素、シラン、アセチレン、LPガス燃

焼実験　他

３．研修会

（1）東海地域本部　炭酸ガス技術WG見学研修会

日　時	: 平成26年10月8日（水）13:30 ～ 16:30

場　所	: 姫路安全スクール

参加者	: 7名

内　容	: 

①　CE・LGC・ASU車両カットモデルの説明

②　バルブの説明

③　水分検証実演

④　パージ車両の説明　他

炭酸ガス技術WG見学研修会参加者

（2）東海地域本部　充填ガス技術WG見学研修会

日　時	: 平成26年11月5日（水）13:30 ～ 16:30

場　所	: 姫路安全スクール

参加者	: 12名

内　容	: 

①　CE・LGC・ASU車両カットモデルの説明

②　バルブの説明

③　水分検証実演

④　パージ車両の説明　他

（3）	 	東海地域本部　エアガス技術WG、水素ガス

技術WG合同見学研修会

日　時	: 平成26年11月21日（金）13:00 ～ 17:00

場　所	: 福岡県水素関連施設

参加者	: 11名

見学施設	: 

①　水素エネルギー製品研究試験センター

　　（HyTReC）

②　福岡県水素タウン

③　九州大学水素ステーション

④　九州大学水素材料先端科学研究センター

　　（HYDROGENIUS）

充填ガス技術WG見学研修会参加者

合同見学研修会参加者
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４．保安大会

（1）第28回中部高圧ガス保安大会

日　時	: 平成26年11月13日（木）14:00 ～ 15:00

会　場	: 名古屋逓信会館

主　催	: 中部高圧ガス保安団体連合会

内　容	: 

①　中部近畿産業保安監督部長表彰式

②　祝賀会

５．平成27年新春賀詞交歓会

日　時	: 平成27年1月5日（月）15:00 ～ 17:00

会　場	: ホテルキャッスルプラザ

主　催	: 東海高圧ガス溶材組合連合会

内　容	:  

東海地域本部永野代表本部長が来賓として新

年の挨拶を行いました。
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１．研修会

日　程	: 平成26年11月7日（金）～ 8日（土）

研修先	:   高圧昭和ボンベ㈱亀山工場　 

（シームレス容器製造工場）

主　催	: JIMGA北陸地域本部

参加者	: 14名

研修会参加者

研修会の模様

２．平成26年度高圧ガス消費者保安講習会

日　程	: 平成26年11月28日（金）

場　所	: 富山県市町村会館

主　催	: JIMGA北陸地域本部 

　　　　（産業ガス部門・医療ガス部門共同開催）

受講者	: 72名

内　容	: 

①　高圧ガス保安法と自主保安について

　　富山県生活環境文化部環境保全課　

　　　主任　中邑　　巌　殿

②	 	高圧ガスの危険と安全について（シリンダー

編、バルク編）

　　JIMGA　技術委員　

　　　中平　岩夫　氏

③　JIMGA「e-ラーニング」の紹介

　　JIMGA　技術委員

　　　金田辰比呂　氏

保安講習会　板倉副本部長挨拶

講習会の模様①

講習会の模様②

北陸地域本部
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３．平成26年	JIMGA東海・北陸セミナー

日　時	: 平成26年12月5日（木）

場　所	: 愛知県産業労働センター

主　催	: JIMGA東海地域本部・北陸地域本部

内　容	: 

①　「カードル自主技術指針（初版）」

　　JIMGA　充てん技術 WG 委員

　　　笠井　勇人　氏

②　e-ラーニング「酸素の安全な取扱い」

　　JIMGA　常務執行役員　

　　　徳冨栄一郎　氏

③　JIMGAにおける保安・安全への取組

　　JIMGA　安全統計 WG 委員

　　　矢内　俊彦　氏

４．平成27年新年互礼会

日　時	: 平成27年1月 15日（木）

場　所	: ANAクラウンプラザ金沢

主　催	:   北陸高圧ガス溶材組合・JIMGA北陸地

域本部　共同開催

参加者	: 137名

谷屋本部長挨拶（要旨）

新年あけましておめでとうございます。健やか

に輝かしい新年を、皆様とともにお迎えすること

ができますことを、心からお慶び申し上げます。

昨年を振り返りますと、金融緩和や財政出動

等の施策により為替水準の是正や株価の上昇で、

一部産業では堅調な回復をしておりますが、多く

の業界では依然として低調な状況が続いておりま

す。昨年末の総選挙では与党が圧勝し、アベノミ

クスによる経済成長戦略は拡大されるものと思わ

れます。

北陸では、本年 3 月 14 日に北陸新幹線の金沢

までの開業により、東京から 2 時間 28 分の距離

となります。関東圏との地域交流が盛んになり、

観光や商業が活況することを期待したいもので

す。

さて、JIMGA 北陸の活動について報告いたし

ますと、産業部門では「技術」、「保安」、「容器管

理」への活動があり、これまで以上に保安活動を

推進していくことが重要であると思っています。

昨年発生した「高圧ガスに関する事故」では依然

として「容器の喪失や盗難」が減少しておりませ

ん。この対応として「商慣習の改善」や「容器管理

の徹底」、「RF タグの活用」等、溶材組合の皆様と

連携して進めていきたいと思っております。

医療ガス部門では、本部が推進する 4 つの課題

の中でも「医療事故防止」と「MGR 制度の推進」や

「地域防災協定の充実」に取り組んでまいります。

医療従事者向けの保安講習会を開催し、事故撲滅

に努めるとともに、医療ガスの適正な使用と普及

を目的とした「MGR 制度」の拡充と資質の向上を

目指します。本年の MGR 更新時講習は本部のご

協力をいただき、北陸で開催いたします。医療ガ

スによる健康被害、医療事故撲滅に向け、関係者

への周知徹底を行ってまいります。今後とも会員

の皆様の、ご指導・ご支援を賜りますようお願い

申し上げます。

最後に、会員各社の更なる躍進と成長、本日

お集まりの皆様のご健勝を、ご祈念申し上げて、

ご挨拶に代えさせていただきます。本年もどうぞ

よろしくお願いします。

谷屋本部長挨拶
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１．活動報告（近畿地域本部主催）

（1）エアガス・アセチレン技術グループ会議

日　時	: 平成26年7月15日（火）16:00 ～ 17:00

会　場	: コンファレンスプラザ大阪御堂筋

内　容	: 新メンバー紹介、工場見学会打合せ

（2）水素・炭酸技術グループ会議

日　時	: 平成26年8月1日（金）16:00 ～ 17:00

会　場	: 大阪会館

内　容	:   本部炭酸ガス技術WG総会報告、会議出

席報告他

（3）両部門本部長会議

日　時	: 平成26年9月3日（水）10:30 ～ 12:30

会　場	: JIMGA近畿地域本部

出席者	: 神﨑本部長、古野本部長、事務局

（4）工場見学会

日　時	: 平成26年9月25日（木）13:00 ～ 15:00

会　場	: 岩谷産業㈱中央研究所

人　数	: 28名

内　容	:   水素ガス圧縮システム、充てんシステム

等見学

（5）RFタグ推進部会議

日　時	: 平成26年10月3日（金）12:00 ～ 13:30

会　場	: 大阪会館

内　容	: 新部会員紹介、本部運営委員会状況報告

（6）会長合同会議

日　時	: 平成26年10月23日（木）15:00 ～ 18:30

会　場	: 大阪会館

人　数	: 24名

内　容	:   本部動向報告、地域本部活動報告、意見

交換

（7）本部動向報告会

日　時	: 平成26年11月28日（金）10:30 ～ 12:00

会　場	: 大阪科学技術センター

人　数	: 18名

内　容	: 動向報告、意見交換

講　師	: 徳冨常務執行役員

（8）「カードル自主技術指針」セミナー

日　時	: 平成26年12月4日（木）13:30 ～ 17:00

会　場	: コンファレンスプラザ大阪御堂筋

出席者	: 48名

内　容	:   カードル設計・製作・使用・定期点検に

ついての自主技術指針の解説

（9）京都RFタグ説明会

日　時	: 平成27年1月27日（火）13:00 ～ 15:00

会　場	: ルビノ京都堀川

内　容	: RFタグの活用と普及の現状

近畿地域本部

「カードル自主技術指針」セミナーの模様②

「カードル自主技術指針」セミナーの模様①
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２．保安関係表彰

経済産業大臣表彰　　　　　　

優良販売主任者　　

 井戸　康晴　殿（ティアィメディカル㈱）

産業保安監督部近畿支部長表彰　

優良販売主任者 安原　豊彦　殿（㈱安原酸素）

優良事業所　　 ㈱エムシー・アドバンス　殿

大阪府知事表彰　　　　　　　

保安功労者　　 面谷　正久　殿（㈱ダイオー）

優良従事者　 　笹原　正也　殿（㈱馬場酸素）

 　山野　正和　殿（ティアィメディカル㈱）

優良事業所 大陽日酸㈱　関西支社堺支店　殿

 　　ティアィメディカル㈱東大阪支店　殿

大阪府商工関係表彰　　　

従業員表彰 米田　仁福　殿（岩谷瓦斯㈱）

優良事業所 　浪速酸素㈱八尾工場　殿

３．新年交礼会

日　時	: 平成27年1月6日（火）18:00 ～ 20:00

会　場	: スイスホテル南海大阪

出席者	: 330名

開会挨拶	:  JIMGA近畿地域本部　神﨑本部長

来賓祝辞	:  経産省中部近畿産業保安監督部

 近畿支部　花内保安課長　殿

乾　　杯	: 高圧ガス保安協会

	   舟木近畿支部長　殿

中 締 め	: 大阪高圧ガス熔材協同組合

 　宮川副理事長　殿

神﨑本部長挨拶（要旨）

新年あけましておめでとうございます。今年

の正月は 1 日、2 日は気温が低く、雪もちらつき、

風も強く、体感的にはかなり寒い気候でした。こ

のような気候でしたが皆様には十分の英気を養わ

れたことと存じます。

さて、昨年のスタート時点つまりちょうど 1 年

前はアベノミクス効果で、景気が本格回復すると

の期待の声が大きいものがありました。しかしな

がら、円安にもかかわらず輸出は伸びず、国内需

要の低迷もあって造船、建築業などの一部業種を

除いては製造業の稼働は上がらず、景気の本格回

復には至りませんでした。我々の業界関西地区に

おいても、総括としては全般的には悪くなかった

が、昨年の年初に期待したほどには良くはなかっ

たというのが、ここにおられる多くの方々の実感

ではないでしょうか。

このようななか、日本産業・医療ガス協会の近

畿地域本部では、昨年に引き続き「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」について、一層の努力を行い、業界の皆

様のご尽力のもと、是非実現するように頑張りた

いと考えております。

特に高圧ガス関連の事故は、昨年の数字はま

神﨑本部長挨拶

新年交礼会受付の模様
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だ固まっておりませんが、平成 24 年、25 年は 2

年連続で減少に転じております。この減少の流れ

を変えないよう、事故撲滅に向け是非、皆様方と

一致団結して、着実に歩を進めて参りたいと考え

ておりますので、今年も引き続きのご理解とご協

力をよろしくお願い申し上げます。

今年の干支の羊は争わず、家族の安泰や平和

の象徴であります。この業界におきましても大き

なトラブルがなく、無事故であることを祈願する

とともに、ここにご参列の皆様のご繁栄とご健

勝を祈念し、1 年後に今年を振り返って「良い年

であったなあ」と言える年となることを願いまし

て、私の新年の挨拶とさせていただきます。
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１．高圧ガス保安法令講習会

日　時	: 平成26年10月17日（金）13:30 ～ 16:00

会　場	: RCC文化センター

受講者	: 58名

後　援	: 中国四国産業保安監督部、広島県

内　容	: 

①　法令講習

　「最近の高圧ガス保安行政について」

　中国四国産業保安監督部保安係長

　　坂井登志夫　殿

　「広島県内の産業ガス事故について」

　広島県危機管理監消防保安課事業推進員

　　冠地　敏栄　殿

②　特別講演

「水素社会に向けて ～水素ステーションの今後～」

　岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部

　ガス開発部マネージャー

　　廣瀬　順之　殿

町頭本部長挨拶（要旨）

JIMGA 中国地域本部の高圧ガス保安活動促進週

間の主要行事でありますこの保安講習会に、今年

は多数ご参加下さいまして感謝申し上げます。ま

た中国四国産業保安監督部並びに広島県消防保安

課のご後援をいただき、重ねて御礼申し上げます。

さて JIMGA 産業ガス部門は「RF タグの普及・

促進」、「技術と保安の推進の強化」、「環境と安全

への取組み」、「国際整合化」の 4 項目を中心に現

在取り組んでいます。国内外での産業ガス業界の

存在価値を高めるべく努力していますので中国地

域会員の皆様、今後ともご協力の程よろしくお願

いします。

２．平成26年度中国地域高圧ガス保安大会

日　時	: 平成26年11月12日（水）13:30 ～ 18:00

会　場	: メルパルク広島

出席者	: 中国地域高圧ガス関係団体200名

主　催	: 高圧ガス保安協会　中国支部協賛会

後　援	: 中国四国産業保安監督部

　　　 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、

　　　島根県

協　賛	: 日本産業・医療ガス協会 中国地域本部

　　　中国地区高圧ガス地域防災連合会

　　　中国地区 LP ガス協会連合会

　　　中国冷凍設備保安協会連合会

内　容	: 

中国地域の全ての高圧ガス事業関係者の保安

意識の普及向上の推進、自主保安の確保、高圧ガ

スによる災害の防止を目的に、毎年秋にこの保安

大会を開催しています。

①　高圧ガス保安中国四国産業保安監督部長表彰式

中国地域本部

講習会の模様

町頭本部長挨拶
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②　高圧ガス保安協会中国支部長表彰式

③　記念講演会「たすきをつなぐ心をつなぐ」

　　中国電力㈱陸上競技部監督　坂口　泰　殿

④　懇親パーティー

３．平成26年度山口県高圧ガス防災訓練

日　時	: 平成26年11月26日（水）13:30 ～ 15:30

場　所	: 三井化学㈱岩国グランド

参加者	: 200名

主　催	:   山口県高圧ガス保安協会、岩国・大竹地

区特別防災区域協議会、山口県

後　援	: 山口県警、山口労働局、KHK中国支部

協　力	:   岩国地区消防組合中央消防署、山口県岩

国警察署、山口県岩国健康福祉センター、

山口県LPガス協会、山口県トラック協会

内　容	: 

当日は雨の降るなか、高圧ガスの運送途上に

おける事故・災害を想定し、迅速かつ的確な措置

を講ずるため、通報、保護具等の装着、負傷者の

救出等、行政も参加する大規模な山口県（4 地区

輪番）の高圧ガス総合防災訓練を行いました。

４．RFタグ説明会

日　時	: 平成26年12月9日（火）13:30 ～ 15:00

会　場	: RCC文化センター

受講者	: 30名

内　容	: 

RF タグの導入促進を目的とし、タグの優位性

および JIMGA のキャンペーンについて説明会を

開催しました。

①　容器RFタグ運営委員会近況報告

　JIMGA 産業ガス部門

　　小田　　博　氏

②　高圧ガス容器RFタグ普及キャンペーンについて

　JIMGA 産業ガス部門　容器 RF タグ運営委員

　　川井　幸輔　氏

　JIMGA 産業ガス部門　容器 RF タグ運営委員

　　橋本　和宏　氏

③　質疑応答

町頭本部長挨拶（要旨）

本日はご多忙のなか、容器 RF タグの説明会に

参集下さり、ありがとうございます。RF タグに

より、高圧ガス容器に同じ記号番号が存在する

ケースやバーコードを何枚も貼り付けなくてはな

らないという、互換性のなさを解消できます。こ

アセチレンガス容器火災の消火実演 町頭本部長挨拶

アセチレンガス防災訓練
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のたび JIMGA ではキャンペーンを展開し、普及

促進に努めます。本日の説明会ではそのあたりを

十分にお聞きいただき、導入に向けてぜひご検

討下さい。

５．		平成27年中国地区高圧ガス関係団体合同新

春互礼会

日　時	: 平成27年1月9日（金）11:00 ～ 13:00

会　場	: ANAクラウンプラザホテル広島

出席者	: 200名

主　催	: 高圧ガス保安協会　中国支部

共　催	: 日本産業・医療ガス協会　中国地域本部

　　　中国高圧ガス容器管理委員会

　　　中国地区高圧ガス地域防災連合会

　　　中国地区ＬＰガス協会連合会

　　　中国冷凍設備保安協会連合会

　　　日本コミュニティーガス協会 中国支部

主催者挨拶	: KHK中国支部長　 佐藤　　公　殿

　　　　　　（旭化成ケミカル（株））

来賓挨拶	: 中国四国産業保安監督部長

　　　　　　 内田　富雄　殿

　　　　広島県危機管理監　 本瓦　　靖　殿

来賓・共催団体の代表者紹介（関係者のみ記載）

　　　　中国高圧ガス容器管理委員会

 　会長　藤井　基博　殿

　　　　日本産業・医療ガス協会　

 中国地域本部長　柳田　裕久　氏

内　容	: 

中国地区の高圧ガス関係 7 団体の合同新春互礼

会が、上記の要領にて盛大に開催されました。来

賓の方々の挨拶に続き、中国地区高圧ガス地域防

災連合会中村静男会長の乾杯の音頭で開始、中国

地区 LP ガス協会連合会河尻清会長の中締めで閉

会しました。

佐藤KHK中国支部長挨拶（要旨）

昨年は 8 月に広島市で甚大な豪雨災害が起こり

ました。お亡くなりになられました方々のご冥福

をお祈りいたしますとともに、被災されました多

くの皆様には心よりお見舞い申し上げます。

明るい話題では、青色発光ダイオードを開発

した 3 人の方がノーベル物理学賞を受賞され、改

めて日本の高い技術を誇りに思ったところです。

スポーツ界でも、松江市出身の錦織選手が全米テ

ニス選手権で準優勝され、多くの国民に夢と希望

をもたらしてくれました。

一方、日本経済を見てみますと、アベノミク

ス始動後、長引く景気低迷からようやく抜け出す

きっかけをつかみかけましたが、好循環メカニズ

ムはなお脆弱なうえ、良し悪しのバラツキなどの

問題点が浮上したほか、デフレ脱却は道半ばと

いった面もあり、今後の新たな経済対策に期待し

たいところです。

迎えました平成 27 年がここにお集まりの皆様

説明会の模様

新春互礼会の模様
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方の一層の飛躍の年となりますよう、また高圧ガ

ス関係業界の益々の繁栄と発展を祈念いたしまし

て、新年のご挨拶とさせていただきます。

 

６．産業ガス保安セミナー

日　時	: 平成27年2月25日（水）13:00 ～ 16:30

会　場	: RCC文化センター

受講者	: 44名

後　援	: 中国四国産業保安監督部

共　催	: 広島県高圧ガス溶材協会

　　　岡山県高圧ガス協議会

　　　 山口県高圧ガス保安協会　一般ガス部会

内　容	: 

①　「最近の高圧ガス保安行政の動向」

　　中国四国産業保安監督部保安係長　　　

　　　　坂井登志夫　殿

②　「高圧ガス販売事業所 自己診断指針」

　　JIMGA 技術・保安部会 保安対策 WG 委員

　　　矢内　敏彦　氏

③　 「CE設置事業所・ローリー運行事業所関係

基準」

　　JIMGA 技術・保安部会　超低温貯槽 WG 委員

　　　後藤　勝彦　氏

町頭本部長挨拶 保安セミナーの模様
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１．活動報告

（1）第2回幹事会平成26年度地域懇談会

日　時	: 平成26年11月7日（金）15:00 ～ 17:00

場　所	: 高松国際ホテル

出席者	: 協会本部5名、四国地域本部12名

議　題	: 課題事項、地域本部トピックス

（2）第2回正副本部長会議

日　時	: 平成26年12月5日（金）16:00 ～ 17:00

場　所	: 四国地域本部

出席者	: 8名

議　題	: 来年度行事予定、報告事項

（3）第3回技術・保安部会

日　時	: 平成26年9月18日（木）12:00 ～ 13:10

場　所	: 四国地域本部

出席者	: 13名

議　題	:   高圧ガス保安講習会、企業研修会、報告事項

（4）第13回高圧ガス保安講習会

日　時	: 平成26年10月16日（木）13:00 ～ 16:10

場　所	: アスティとくしま

受講者	: 41名

主　催	: 日本産業・医療ガス協会四国地域本部

後　援	:   経済産業省中国四国産業保安監督部四国支

部、徳島県、徳島県一般高圧ガス保安協会

協　賛	:   四国高圧ガス容器管理委員会、四国高圧

ガス協議会

内　容	: 

①　「最近の高圧ガス保安行政について」

　　経済産業省中国四国産業保安監督部

　　四国支部保安課　桑原　　学　殿

②　「高圧ガスの正しい取扱いについて」

　　エア・ウォーター㈱コンプライアンスセンター

　　　加藤　保宣　氏

③　「高圧ガスの事故事例」

　　大陽日酸㈱中四国支社

　　　多畑　英治　氏

（5）企業研修会

日　程	: 平成26年11月21日（木）～ 22日（金）

研修先	:  ①高圧昭和ボンベ㈱亀山工場

　　　　②本田技研工業㈱鈴鹿製作所

参加者	: 15名（産業ガス部門・医療ガス部門合同）

２．関係団体への行事参加

（1）平成26年度高圧ガス防災訓練

日　時	: 平成26年11月18日（火）13:30 ～ 15:00

場　所	: 徳島市民吉野川運動広場

参加者	: 約170名

主　催	: 徳島県、徳島県高圧ガス地域防災協議会

後　援	:   中国四国産業保安監督部四国支部、高圧

ガス保安協会

四国地域本部

講習会の模様

研修参加者
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内　容	: 

①　LPガス容器配送車両事故処理訓練

②　モノシランガス燃焼・消火実験

③　 酸素・アセチレンガス容器配送車両事故処理

訓練

④　アンモニアガス漏えい事故処理訓練

（2）平成26年度香川県高圧ガス保安大会

日　時	: 平成26年10月21日（火）14:00 ～ 16:00

場　所	: ホテルパールガーデン

主　催	:   香川県、（一社）香川県LPガス協会、香川

県一般高圧ガス保安協会、香川県冷凍設

備保安協会

表　彰	: 

①　香川県知事感謝状　優良業務主任者

　日本エア・リキード㈱　 安部　淳一　殿

②　香川県一般高圧ガス保安協会長表彰

　優良製造保安責任者

　四国岩谷産業㈱　　　　　 藤本　和也　殿

記念講演	: 「東日本大震災における

　　　　日本赤十字社香川県支部の救護活動」

　　　　日本赤十字社香川県支部

 　大林　武彦　殿

（3）	 	平成26年度高圧ガス保安活動促進週間徳島

県高圧ガス保安大会

日　時	: 平成26年10月28日（火）10:00 ～ 12:00

場　所	: 徳島グランヴィリオホテル

主　催	: 徳島県、徳島県高圧ガス地域防災協議会

後　援	: 高圧ガス保安協会

表　彰	: 徳島県一般高圧ガス保安協会長表彰

①　保安功労者

　　㈲共和酸素商会 溝渕　啓幸　殿

②　優良従業員

　　㈱阿波酸素　　 橋本　彰記　殿

　　㈱阿波酸素　　 新居　英紀　殿

記念講演	: 「地球温暖化と徳島の気候」

　　　　徳島地方気象台次長

 　長谷川　俊文　殿

（4）平成26年度四国地方高圧ガス保安大会

日　時	: 平成26年11月14日（金）13:00 ～ 16:30

場　所	: リーガホテルゼスト高松

主　催	:   高圧ガス保安協会、徳島県一般高圧ガス保

安協会、香川県一般高圧ガス保安協会、愛

媛県高圧ガス保安協会、特定非営利活動法

人高知県高圧ガス保安協会、一般社団法人

徳島県エルピーガス協会、一般社団法人香

川県LPガス協会、一般社団法人愛媛県LP

ガス協会、一般社団法人高知県LPガス協

会、徳島県冷凍設備保安協会、香川県冷

凍設備保安協会、愛媛県冷凍設備保安協

会、高知県冷凍設備保安協会、徳島県高

圧ガス地域防災協議会、香川県高圧ガス

防災協議会、愛媛県高圧ガス地域防災協

議会、高知県高圧ガス地域防災協議会

後　援	:   経済産業省中国四国産業保安監督部四国

支部、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

内　容	: 

①　 平成26年度高圧ガス保安中国四国産業保安監

督部四国支部長表彰

②　 記念講演会「心と身体を癒す笑いの力　笑い

ヨガで超健康になる！」

　　中瀬病院　院長　 中瀬　勝則　殿

防災訓練の模様
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１．活動報告

（1）産業ガス保安セミナー

日　時	: 平成26年9月17日（水）13:30 ～ 16:30

場　所	: 福岡商工会議所

参加者	: 58名

内　容	: 

①　「高圧ガス販売事業所自己診断指針」解説

②　JIMGAにおける保安・安全についての解説

（2）高圧ガス販売事業者・消費事業者保安点検

点検期間	: 平成26年10月１日（水）～ 11月30日（日）

対象地域	: 九州各県および沖縄県

点検事業所数	: 販売事業所132件、消費事業所799件

内　容	:   JIMGA九州地域本部が九州産業保安監

督部の後援をいただき、例年実施してい

ます。本年度も販売・消費事業所点検活

動WGで準備を進め会員各社で活動しま

した。

（3）産業ガス部門・医療ガス部門合同幹事会

日　時	: 平成26年11月11日（火）14:00 ～ 15:00

場　所	: 博多都ホテル

内　容	:   平成26年度上期活動報告、下期活動計

画等

（4）間会長地域巡回会議

日　時	: 平成26年11月11日（火）15:00 ～ 17:00

場　所	: 博多都ホテル

内　容	:   本部からの課題・動向報告、九州地域本

部からの活動状況報告および意見交換

２．関係団体行事への参加

（1）福岡県高圧ガス保安推進会議トップセミナー

日　時	: 平成26年9月４日（木）13:30 ～ 16:30

場　所	: アクロス福岡

（2）第45回九州地区高圧ガス大会

日　時	: 平成26年11月21日（金）13:30 ～ 17:45

場　所	: ANAクラウンプラザホテル福岡

主　催	:   経済産業省九州産業保安監督部、九州地

区高圧ガス保安団体連絡会議（JIMGA九

州加盟）

内　容	: 

①　平成26年度九州産業保安監督部長表彰　他

　 保安功労者として JIMGA 九州地域本部会員

の江藤酸素株式会社江藤伸一氏が表彰されま

した。

②　 記念公演「水素社会に向けてのシナリオと課題」

　九州大学環境安全衛生推進室

 　教授　尾上　清明　殿

（3）平成２６年度高圧ガス保安技術継承講座

第1回

日　時	: 平成26年11月25日（火）15:00 ～ 17:00

場　所	: 北九州国際展示場

第2回

日　時	: 平成26年11月26日（水）15:00 ～ 17:00

場　所	: A.R.Kビル

主　催	:   福岡県高圧ガス保安推進会議（事務局　

福岡県商工部工業保安課）

内　容（第1回、第2回共通）	: 

①　東日本大震災から学ぶ自主保安

②　災害対策マニュアルの作成について

　 JIMGA 九州地域本部は講師を派遣いたしま

した。

（4）高圧ガス保安技術セミナー

日　時	: 平成26年12月17日14:00 ～ 16:40

場　所	: 吉塚合同庁舎

主　催	: 福岡県高圧ガス保安推進会議

九州地域本部
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地域本部の活動報告

内　容	: 

①　高圧ガス事業所における自然災害への対応

②　災害対策マニュアルの作成について

　 前述、平成 26 年度高圧ガス保安技術継承

講座の上位セミナーとの位置付けであり、

JIMGA 九州地域本部からは講師を派遣しま

した。

３．平成27年賀詞交歓会

日　時	: 平成27年1月6日（火）13:00 ～ 14:30

会　場	: 博多都ホテル

主　催	:   JIMGA九州地域本部、九州高圧ガス容

器管理委員会、九州高圧ガス流通保安連

合会（九州地区高圧ガス3団体共催）

出席者	: 232名

来　賓	:   九州産業保安監督部、福岡県商工部工業

保安課、福岡県保健医療介護部薬務課、

高圧ガス保安協会九州支部、福岡県高圧

ガス保安協会

内　容	: 

①　栗下代表本部長　主催者代表挨拶（要旨）

新年あけましておめでとうございます。 旧年中は

高圧ガス 3 団体の運営に多大なご協力をいただき

厚く御礼申し上げます。日頃よりご指導いただい

ております来賓の方々におかれましては公務ご多

用の中、ご臨席を賜り重ねてお礼申し上げます。

また会員の皆様におかれましても新年早々ご

多忙にも関わらず、各地よりご出席いただき改め

てお礼申し上げます。

昨年は JIMGA で申し上げますと会長の交代が

ございました。重要課題として「地位の向上」、「コ

ンプライアンスの徹底」、「電力エネルギー問題」

そして「消費税問題」への対応という、活動の基軸

となる各部門４項目の取り組みを打ち出しており

ます。地域本部におきましてもそれにのっとり進

めてまいりたいと思いますが、皆様方からのご意

見、ご要望を本部に上げ、本部と地域が同じ目線

で動けるよう努めていきたいと考えております。

景気の方は年末の急激な円安など不安要素は

ありましたが、今年はさらに稼働率を上げてい

く、あるいはこれまで抑えられてきた設備更新が

加速していくなど、本年は良い意味での変化の年

ではないかと思っております。

一方では各企業は生き残りを懸けた変革にも

取り組まれており、これらの変化、流れはこれか

らも続いて参ります。しかしながら、会社・企業

は変革しようとも高圧ガスをご使用いただいてい

る部署・現場は変わらず、やはりそこには保安に

取り組まれるべき現場は残ります。昨年末には重

大な破裂事故がございました。改めて我々が扱う

商材の危険性を認識いたしました。

皆様方におかれましては自社だけでなく、供

給側のプロとして高圧ガスの消費現場で商材の特

性の周知、保安活動の啓発そして助言等の取り組

みを本年も継続いただき、我々各団体も一丸と

なって皆様と取り組んで参りたいと思いますの

で、何卒ご支援、ご協力を賜りますようお願い申

しあげます。

今年の干支の羊と言うのは群れをなして生活

するところから、家族の安泰とか平和をもたらす

縁起物とされているようです。今年一年が業界全

体にとって安泰で平和な年になることと、会員各

社様のご隆盛、本日ご参集賜りました皆々様のご

健勝、ご家族のご多幸を祈念申し上げまして私の

新年の挨拶とさせていただきます。本年もどうぞ

よろしくお願いいたします。

②　来賓挨拶

九州産業保安監督部長　　　岡島　弘二　殿

福岡県商工部工業保安課長　手島　弘通　殿

③　	平成26年度高圧ガス保安表彰受賞者への記

念品贈呈

　 九州高圧ガス流通保安連合会会長 井上賢司
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殿より目録贈呈

・　九州産業保安監督部長表彰

　保安功労者 江藤　伸一　殿（江藤酸素㈱）

・　経済産業大臣表彰

　優良販売業者 吉住酸素工業株式会社　殿

　保安功労者

 末吉　信勝　殿（㈱テクノサーブ）

・　高圧ガス保安協会会長表彰

　優良販売業者 熊本酸素株式会社　殿

④　開宴乾杯挨拶

　JIMGA 医療ガス部門本部長

　　岩切　充弘　氏

⑤　閉会挨拶

　九州高圧ガス容器管理委員会会長

　　中村　英己　殿

栗下代表本部長挨拶 岩切医療ガス部門本部長乾杯挨拶

賀詞交歓会の模様
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単位：千㎥
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

北海道 生　産 1,261 1,313 1,398 1,305 1,299 1,242 1,250 992 1,066 1,312 1,265 971 

販　売 2,230 2,209 2,261 2,185 2,088 2,146 2,139 1,797 1,967 2,227 2,067 2,001 

東　北 生　産 4,935 3,171 5,636 4,860 5,210 5,536 4,777 4,777 4,823 4,959 4,711 4,551 

販　売 10,789 9,517 11,453 10,943 11,622 10,445 11,300 10,587 11,135 11,012 10,683 10,916 

関　東 生　産 40,637 36,267 40,821 41,392 37,082 31,863 39,665 35,829 38,639 38,877 39,055 39,667 

販　売 45,810 41,688 44,318 45,749 41,607 35,354 43,381 39,999 44,280 44,915 43,527 45,454 

東　海 生　産 23,666 24,662 23,350 19,351 24,821 24,971 23,634 22,729 25,548 24,736 26,252 25,909 

販　売 27,425 28,115 26,335 22,035 28,571 28,482 26,752 24,977 28,063 27,888 28,853 29,464 

近　畿 生　産 17,640 22,837 23,540 23,692 21,904 21,816 18,357 21,108 19,857 21,852 21,102 23,803 

販　売 32,773 28,016 30,929 28,228 28,980 28,558 25,937 24,992 26,626 27,694 26,194 28,073 

中　国 生　産 16,188 7,953 15,403 15,334 14,305 15,035 16,075 15,277 14,227 14,131 14,753 15,996 

販　売 23,307 21,646 18,355 22,202 21,131 21,521 22,707 21,616 16,810 15,253 17,346 17,926 

四　国 生　産 1,586 1,526 1,509 590 1,677 1,599 1,572 1,285 1,436 1,317 1,014 668 

販　売 2,779 2,799 2,815 2,718 2,514 2,936 2,808 2,675 3,029 2,990 2,953 3,327 

九　州 生　産 14,605 15,320 11,535 9,188 14,126 13,724 13,631 12,372 12,659 14,383 12,170 13,029 

販　売 17,116 16,259 11,981 9,656 15,185 14,703 13,791 13,938 14,084 16,248 14,148 15,684 

合　計 生　産 120,518 113,049 123,192 115,712 120,424 115,786 118,961 114,369 118,255 121,567 120,322 124,594 

販　売 162,229 150,249 148,447 143,716 151,698 144,145 148,815 140,581 145,994 148,227 145,771 152,845 

2014年１月～12月　地区別酸素生産・販売実績表

2014年１月～12月　酸素生産量＆一般販売実績推移グラフ
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単位：千㎥
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

北海道 生　産 3,583 2,993 3,287 3,472 3,065 4,218 4,375 4,250 4,733 4,098 3,642 2,807 

販　売 5,020 4,252 5,415 5,598 5,012 6,077 5,433 6,138 6,318 5,428 5,325 4,275 

東　北 生　産 9,599 9,715 11,415 9,295 10,939 11,361 11,209 11,016 10,379 11,088 10,362 11,037 

販　売 16,289 15,511 17,369 15,875 16,419 16,754 17,437 15,642 17,253 18,970 17,283 16,866 

関　東 生　産 121,884 116,732 133,382 125,873 127,307 129,969 132,271 123,511 128,810 127,419 131,685 128,683 

販　売 140,921 134,519 145,772 138,944 140,441 141,227 147,393 133,632 141,266 146,648 138,713 141,800 

東　海 生　産 38,338 39,146 40,810 38,556 36,919 37,852 41,541 36,744 41,015 41,111 41,942 38,372 

販　売 64,255 64,915 69,015 64,376 63,014 65,519 68,198 61,873 68,844 69,373 68,345 64,319 

近　畿 生　産 35,234 56,116 45,787 43,755 40,161 44,801 39,373 42,587 39,344 42,540 42,880 43,150 

販　売 59,908 54,694 60,326 58,000 56,424 56,092 56,922 57,312 58,897 58,864 55,913 56,773 

中　国 生　産 33,208 23,705 36,782 34,579 33,425 31,378 31,950 33,659 35,763 36,333 33,035 35,967 

販　売 51,851 51,047 55,586 50,627 49,661 49,512 48,859 48,045 55,469 54,689 48,795 50,858 

四　国 生　産 8,628 7,714 7,389 6,333 8,341 8,219 7,899 8,645 7,929 8,069 7,589 7,635 

販　売 9,460 8,649 8,322 8,809 8,698 9,866 9,223 9,683 8,932 9,292 8,977 9,950 

九　州 生　産 20,390 20,267 23,163 23,224 24,576 24,865 23,314 22,542 22,772 23,960 21,068 21,204 

販　売 23,582 22,244 24,058 25,646 25,128 25,371 24,560 24,340 24,735 25,741 24,142 23,907 

合　計 生　産 270,864 276,388 302,015 285,087 284,733 292,663 291,932 282,954 290,745 294,618 292,203 288,855 

販　売 371,286 355,831 385,863 367,875 364,797 370,418 378,025 356,665 381,714 389,005 367,493 368,748 

2014年１月～12月　地区別窒素生産・販売実績表

2014年１月～12月　窒素生産量＆一般販売実績推移グラフ
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単位：千㎥
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

北海道 生　産 289 268 301 315 295 312 324 294 294 322 309 302 

販　売 259 237 257 266 264 274 290 268 265 275 276 271 

東　北 生　産 298 265 303 272 270 306 308 284 272 323 299 261 

販　売 1,565 1,438 1,587 1,534 1,542 1,603 1,623 1,534 1,695 1,621 1,639 1,701 

関　東 生　産 4,600 4,505 5,038 4,863 4,630 4,850 5,157 4,697 4,705 4,684 4,787 5,012 

販　売 4,255 4,074 4,356 4,285 4,164 4,555 4,513 3,997 4,483 4,660 4,148 4,499 

東　海 生　産 4,197 3,835 4,387 3,984 4,163 3,820 3,898 3,643 4,006 3,804 4,284 3,876 

販　売 3,922 4,029 4,118 3,821 3,770 3,796 3,906 3,362 3,925 4,013 3,763 3,677 

近　畿 生　産 3,547 3,397 3,461 3,101 3,393 3,607 4,150 3,916 3,634 3,749 3,826 4,088 

販　売 3,093 3,078 3,499 3,064 2,771 2,853 3,303 2,876 3,060 3,304 2,963 3,138 

中　国 生　産 2,197 2,213 2,563 2,162 2,191 2,548 2,423 2,215 2,300 2,344 2,023 2,445 

販　売 1,062 1,175 1,222 1,095 992 1,126 1,134 970 1,125 1,191 1,060 1,050 

四　国 生　産 180 174 194 130 202 200 191 149 189 150 55 34 

販　売 450 410 450 406 410 416 459 513 522 556 528 651 

九　州 生　産 1,166 1,190 1,337 1,259 1,290 1,310 1,133 818 1,195 1,239 1,259 1,253 

販　売 1,467 1,526 1,709 1,553 1,650 1,580 1,742 1,778 1,879 1,943 1,825 1,975 

合　計 生　産 16,474 15,847 17,584 16,086 16,434 16,953 17,584 16,016 16,595 16,615 16,842 17,271 

販　売 16,073 15,967 17,198 16,024 15,563 16,203 16,970 15,298 16,954 17,563 16,202 16,962 

2014年１月～12月　地区別アルゴン生産・販売実績表

2014年１月～12月　アルゴン生産量＆一般販売実績推移グラフ
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単位：kg
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合計 前年比

北海道 50,307 52,032 52,247 58,096 53,805 50,225 49,740 39,322 51,897 54,251 49,297 57,254 618,473 100%

東北 67,221 62,650 62,557 62,212 61,441 49,953 51,641 42,557 54,485 62,044 58,752 65,455 700,968 96%

関東 316,194 288,564 307,118 305,910 261,563 271,427 268,211 224,103 261,475 292,782 267,803 292,290 3,357,440 100%

北陸 58,367 52,324 50,247 47,400 47,638 39,312 45,774 37,474 44,631 53,819 46,811 50,865 574,662 97%

東海 145,255 133,271 124,346 120,894 110,961 109,088 111,310 88,410 116,312 127,938 120,025 135,025 1,442,835 101%

近畿 178,956 168,987 163,486 152,154 140,106 135,355 138,177 115,844 134,359 157,941 147,901 167,909 1,801,175 101%

中国 132,254 130,650 128,106 112,655 103,599 98,572 104,588 87,014 103,922 129,379 117,061 133,112 1,380,912 101%

四国 10,825 10,045 12,504 11,372 10,948 9,904 9,475 5,694 8,099 11,908 9,941 9,390 120,105 102%

九州 100,735 95,829 91,320 93,694 86,586 78,441 81,498 68,014 80,623 95,195 85,298 93,970 1,051,203 100%

合計 1,060,114 994,352 991,931 964,387 876,647 842,277 860,414 708,432 855,803 985,257 902,889 1,005,270 11,047,773 100%

前年比 108% 101% 103% 101% 94% 106% 100% 96% 104% 98% 87% 101% 96%
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2014年１月～12月　地区別溶解アセチレン生産実績推移表
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単位：ｔ

工場出荷量 対前年比
用途別出荷割合

溶接用 飲料用 冷却用 製鋼用 化学用 その他

１月 49,563 103.5% 53.4% 15.1% 9.7% 6.7% 8.0% 7.0%

２月 47,499 103.8% 53.9% 15.2% 9.3% 6.5% 7.7% 7.3%

３月 55,765 108.7% 50.4% 17.6% 9.6% 7.7% 7.9% 6.8%

４月 53,630 99.8% 50.3% 16.5% 11.3% 7.2% 7.9% 6.8%

５月 52,223 91.0% 48.8% 17.4% 12.2% 5.9% 8.2% 7.6%

６月 55,925 96.2% 47.9% 16.3% 13.3% 5.4% 8.3% 8.8%

７月 64,131 108.5% 46.9% 17.4% 14.4% 5.2% 7.5% 8.6%

８月 58,666 103.7% 45.5% 18.7% 14.5% 6.4% 7.5% 7.4%

９月 55,710 101.4% 50.3% 13.5% 13.0% 6.4% 8.6% 8.2%

10月 59,652 94.2% 50.1% 14.8% 11.7% 6.6% 8.5% 8.3%

11月 55,482 92.2% 49.3% 14.3% 10.4% 5.7% 12.8% 7.4%

12月 63,008 108.9% 50.4% 17.8% 10.9% 6.2% 7.9% 6.7%

合計 671,254 100.8%

2014年１月～12月　液化炭酸ガス工場出荷実績推移表
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単位：生産量（トン）　　酸素消費量（千㎥）

2014年
銑　　　　鉄 転　　炉　　鋼 電　気　炉　鋼 粗　　鋼　　計

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

１月 7,223,850 415,891 6,917,747 463,050 2,004,247 63,999 9,397,205 527,049

２月 6,222,942 351,816 5,978,664 407,047 2,056,841 64,878 8,449,156 471,925

３月 7,066,297 406,107 6,839,252 456,284 2,320,348 92,414 9,720,500 548,698

４月 6,609,313 364,769 6,337,157 429,987 2,114,933 64,815 8,946,134 494,802

５月 7,212,427 395,146 6,919,996 447,268 2,185,076 66,537 9,590,283 513,805

６月 6,848,334 366,123 6,476,303 433,552 2,203,639 67,319 9,135,496 500,871

７月 7,217,214 416,999 6,873,434 454,648 1,974,060 60,746 9,292,256 515,394

８月 7,349,499 435,477 7,005,188 457,474 1,904,161 57,614 9,347,705 515,088

９月 7,058,786 411,712 6,698,958 437,476 2,115,717 64,303 9,250,452 501,779

10月 7,172,108 398,971 6,781,841 440,029 2,193,992 67,990 9,362,366 508,019

11月 6,945,022 377,105 6,566,430 427,399 2,232,488 69,057 9,175,144 496,456

12月 6,944,281 382,572 6,594,733 434,192 2,037,815 64,455 8,999,050 498,647

１．ヘリウム生産・販売量
生
・
販

液・ガス区分 単位
2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比

生
産
量

ヘリウムガス 千㎥ 9,736 109% 9,314 96% 8,646 93% 7,782 90% 7,059 91%

液体ヘリウム 千㍑ 5,350 106% 5,295 99% 4,250 80% 4,005 94% 4,200 105%

合計（ガス換算） 千㎥ 13,957 108% 13,491 97% 11,999 89% 10,942 91% 10,373 95%

販

売

量

ヘリウムガス 千㎥ 9,566 103% 8,532 89% 8,307 97% 7,364 89% 7,061 96%

液体ヘリウム（ガス換算） 千㎥ 4,312 108% 3,743 87% 3,125 83% 2,938 94% 3,224 110%

合　　計 千㎥ 13,878 104% 12,274 88% 11,432 93% 10,302 90% 10,285 100%

２．ヘリウム用途別販売構成比
液・ガス区分 用途区分 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス

光ファイバー 24% 25% 29% 25% 22%

分析 11% 11% 9% 10% 10%

リークテスト 12% 14% 14% 16% 17%

溶接 7% 6% 7% 7% 10%

バルーン・飛行船 5% 4% 4% 3% 3%

半導体 22% 22% 19% 19% 18%

低温工学 3% 2% 2% 2% 2%

その他 17% 16% 16% 18% 18%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

液
体
ヘ
リ
ウ
ム

低温工学 13% 16% 14% 15% 13%

MRI（NMR） 83% 79% 79% 76% 80%

その他 4% 5% 7% 9% 7%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

2014年１月～12月　鉄鋼・粗鋼生産量と酸素消費量（経済産業省調査統計部資料より）

2010年～2014年　ヘリウム生産・販売実績表
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　　平成27年JIMGA主催の賀詞交歓会には
厚生労働省二川医政局長様、経済産業省谷
大臣官房審議官様をはじめ、多くのご来賓
の方々にご出席賜りました。また、昨年を
上回る450名近くの方々のご出席のもと、
和やかな雰囲気の中、多くの会員の皆様が
中締めまで歓談していただいたことを改め
て御礼申し上げます。

　　ご来賓の方々のご祝辞、間会長の開会挨
拶につきましては、本号の冒頭に掲載して
おりますので、内容は割愛させていただき
ます。この一年、私どもの業界を取り巻く
環境も、超円高水準の是正から予想を超え
た円安傾向の定着、4月の消費税増税と再
増税の延期決定、電力料金の再値上の実施、
想定外の年末総選挙の実施と目まぐるしく
変わりました。

　　そうした中、平成26年の酸素・窒素・
アルゴンの販売数量は、JIMGA統計資料
では前年並みあるいは数パーセントの伸び
を示し、確かに一部の業種で明るさを見出
せました。しかし、昨年の賀詞交歓会での
会員の皆様の期待感や熱気に比べますと、
年末までの各種経済指標は期待した程の伸
びを示しませんでした。そのため、確実な
手ごたえや、実感として着実な景気回復を
感じるには、今一歩のところとなりました。

　　本号では副会長の田嶋様にエッセイをご
寄稿いただきました。「産業ガスレポート」
を読まれている会員の中にも前職、現職が
単身赴任という方も多いと思います。甲府
盆地の美しい風景描写から十分想像できる
単身赴任者の積極的な過ごし方から一転、
まさかの大雪を体験された筆者の臨場感あ
ふれる文章に、JIMGAとしても本部、地
域が一体となった防災対応に真摯に取り組
まなければならないと痛切に感じました。

　　私ども協会も会員各社の皆さんと同様
に、初出勤の日に間会長から年頭に当たっ
ての所感をいただきました。その内容は、
「JIMGAが業界のブレーンとしての重要な

役割を担っていかなくてはいけない」との
決意表明と協会職員への叱咤激励でした。

　　同時に、昨年から登場の編集後記子も、協
会職員のみんなと、「必要とされるJIMGA」
を目標に
　①�本部と地域を合わせて常置委員会、WG

で延べ千数百名となる大きな組織力を生
かして、存在感を持って、多岐にわたる
技術的な問題、安全と保安の強化や電力
問題など我々業界を取り巻く問題に対応
する「信頼される組織」になり、

　②�会員各社や社会に貢献するF Rタグ、
JIMGA-EDI、MGR、草の根講習会など、
これまでのWG活動からの成果物、保安
講習会の開催、容器管理指針の発行など、
保安の一層の強化を目指す「ためになる
組織」になる

　ことを確認しました。

　　そのために、会員、業界、社会とのコミュ
ニケーションを更に強化し、今まで少な
かった地域からの発信を含め「絶えず発信
する組織」のJIMGAに取り組んでまいり
ます。そして、昨年6月からの新体制でも
取り組みを強化している、高圧ガス事故の
撲滅、安全、安心の確立と消費税や電力問
題など業界を取り巻く問題の対応により、
産業・医療両ガス業界のプレゼンスの向上
を目指します。

　　その意味で、この「産業ガスレポート」
も「絶えず発信する組織」にとって重要な
媒体です。今年一年も紙面作りのために広
報委員会産業ガスレポート編集WG、本部
と地域の協会職員共々、一生懸命に活動し
てまいります。引き続きご協力とご支援を
よろしくお願い申し上げます。

　　6月の定時総会は長年慣れ親しんでまい
りました東京會舘の建替え工事が始まりま
す。総会の会場を経団連会館に移すことに
なりますが、賀詞交歓会と同様、多数の方々
のご出席をお待ちしております。
� （HN）

編	集	後	記
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