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新年あけましておめでとうございます。本

日はお忙しい中、全国各地から多数の皆様にご

参加賜りありがとうございます。

公務ご多忙の中、経済産業省より糟谷製造

産業局長様をはじめ幹部の方々、厚生労働省よ

り神田医政局長様をはじめ幹部の方々、高圧

ガス保安協会より市川会長様をはじめ幹部の

方々、さらに日本医療ガス学会の武田理事長様

をはじめ幹部の方々にお越しいだたいておりま

す。非常に多くの方に我々の賀詞交歓会にご

出席いただきましたことに改めてお礼申し上

げます。

年末年始は皆様お健やかに過ごされたと思

います。私は、昨年は何が起こり、今年はどう

なるのかと思いを巡らせながら過ごしました

が、日本の経済・社会が従来以上に海外の影響

を受けやすくなってきたと実感しています。米

国の経済が非常に順調であるとは言いながら、

一方では中国をはじめとした新興国の成長率の

鈍化、中近東における地政学的リスクの顕在

化、頻発するテロなど、非常に難しい混沌とし

た時代になってきております。

その中で昨年 10 月には TPP が合意され、12

月に COP21 のパリ協定が採択されました。今

後は経済成長と温室効果ガスの排出抑制を両立

させていかなければならず、非常に大きな動き

が世界で起きてきたと考えています。ここから

次の世代の技術や産業が芽生え、そこに必ずや

我々高圧ガス業界のチャンスがあります。ぜひ

この機会を前向きにとらえ、各社様のご繁栄に

つなげていただければと思っています。

一方、国内は一部産業界の設備投資が盛り

返して GDP もプラスに転じる明るい兆しもあ

りましたが年末にかけて腰折れ気味になり、ど

の業界も一進一退で非常に厳しい時代だと感じ

ています。高圧ガス業界もピーク時の業績には

まだ回復しておらず、前年比プラスマイナス数

パーセントで推移しています。

また我々の最も大きな関心事である電力料

金の問題につきましてさまざまな活動をしてき

ましたが、原油価格の低下に対して電力料金自

体が高止まりしているのが実態です。さらに昨

年末には再生可能エネルギー固定価格買取制度

賦課金の減免制度見直しの動きが明らかになり

ました。改定内容によっては、すでに年間 250

億円強のコストアップに更なる増加が強いられ

平成28年 賀詞交歓会

　　　　会長　間 邦司

開会挨拶

　平成 28 年 1 月 13 日に経団連会館
において賀詞交歓会を開催しました。
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る恐れが出てきました。これまでの電力多消費

産業 11 団体での活動に加え、当業界が日本の

産業界に重要な役割を果たしているということ

を各方面にご理解いただきながら、独自の取り

組みも模索していきたいと考えています。

医療ガス部門、産業ガス部門、それぞれにお

いて、従来から取り組んでいる課題があります。

医療ガス部門では「医療事故防止」「法・規

制への対応」「MGR 制度の充実と公的地位の向

上」「災害時医療ガス供給協定の充実促進」の 4

つの課題をあげています。

これらについては草の根講習会開催、在宅

酸素療法における火気取扱の注意喚起、医療ガ

スボンベの取り違え防止対策、卸売販売業の営

業所管理者の資格要件に MGR を加えるための

行政への働きかけ、災害時協定に基づく実地

訓練の実施等々、着実に 4 つの課題の解決に向

かって進んでいます。

産業ガス部門では、「保安の一層の強化」「RF

タグの普及推進と容器保安の確保」「環境・エ

ネルギー問題への取り組み」「国際整合化、標

準化」の 4 つの課題に取り組みます。

保安・安全の問題につきましては、高圧ガ

スに関わる事故は多少減ってきていますが依

然として高止まりの水準にあると考えていま

す。去年は残念ながらアセチレン工場の爆発火

災事故がありました。特にアセチレンガスにつ

きましては製造だけではなく、流通・消費の各

段階でさまざまな事故が起きています。事故の

撲滅には地道な取り組み以外に方法はありませ

ん。教育資料の整備等を含め、他の団体とも連

携を図りながら積極的に啓発活動に取り組んで

いきたいと考えています。また RF タグは、よ

うやく 62 万本の容器に装着することができま

した。本年 3 月末に 310 万本という目標に対し

てやっと 2 割という実態ですが、RF タグの有

用性は揺るぎないと考えています。取り付けメ

リットのアピールや補助金活用の情報提供、ま

た JIMGA-EDI との相乗効果を実証し展開して

いきます。また今年は、容器使用料について

JIMGA の考え方を整理し公表する予定です。

長期停滞した容器による事故を撲滅するために

も、お客様に納入した容器の情報を RF タグと

JIMGA-EDI を利用して共有・管理し、長期停

滞容器を発生させない流れを作っていきます。

特に会員企業の皆様には、ご理解とご協力、ま

たご採用をお願い申し上げたいと存じます。さ

らに行政からは産業保安のスマート化構想が打

ち出されています。水素ステーション普及に向

けた規制緩和とともに、保安水準の維持・向上

と事故撲滅のため、より効果的・効率的な制度

に向けた検討が始められています。JIMGA と

しましても事業者の立場から合理的な規制緩和

を求め、安心・安全を確立するために取り組ん

でいきたいと考えています。

これらの課題を解決するとともに、高圧ガ

ス関連業界の事業継続の前提条件となるコンプ

ライアンスと保安の確保を第一に掲げて安心・

安全を確立し産業ガス・医療ガス業界の更なる

地位向上を目指してまいりたいと思います。

JIMGA の活動は会員の皆様のご協力とご支

援のもとに成り立っています。本年も皆様に

は従来以上のご協力ご支援をお願い申し上げ

るとともに、皆様方のご繁栄とご健勝を祈念申

し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。
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皆様、あけましておめでとうございます。

皆様方には全国津々浦々まで、安全かつ安定

的な産業ガスの製造・供給を支えていただき

まして誠にありがとうございます。経済産業が

グローバル化する中で、それに対応して海外で

も供給拠点を広げていただき、世界のガスメ

ジャーと熾烈に戦っていただいているというこ

とにも御礼を申し上げます。

他方で、電気料金の値上げについて大変ご

迷惑をおかけしております。安全性の確認され

た原発は順次再稼働をする、それから再生可能

エネルギーの固定価格買取制度についても見直

しをいたしておりまして、賦課金が上昇しても

電気料金が今よりも下がるように取り組んでい

るところでございます。再生可能エネルギーの

固定価格買取制度の賦課金については減免制度

がどうなるのかということで、いろいろなご心

配をいただいております。この制度というの

は、国際競争にさらされている産業についての

措置であります。その本来の趣旨が損なわれる

ことがないように、組織の中でも政府の中でも

しっかりと言うべきことを言い、皆様方の国際

競争に支障がないように対応していきたいと考

えております。

日本の製造業はもともと「六重苦」と言われ

ておりましたが、先ほどの電力価格はまだ道半

ばではございますが、それ以外のところでは着

実に前に進んできていると考えております。円

高の是正、法人税改革も 3 年間で 7 パーセント

を超える引き下げを実現してこの 4 月から実

効税率を 20 パーセント台にするということが

決まりました。TPP についても大筋合意をし、

経済成長と環境を両立するということで「エネ

ルギー革新戦略」も作ってまいります。

このように皆様の国内での顧客である製造業

が、海外に出て行った製造拠点を国内に戻し、

また国内で新たな投資ができるように取り組ん

でおります。まだまだ課題はございますが、産

業界が安心して日本で生産活動を行っていただ

けるように、我々製造産業を所管する立場とし

て今年も全力を尽くしてまいる所存でございま

すので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

本日お集まりの皆様方の益々のご健勝と産

業ガス、医療ガス業界の今年 1 年の益々のご発

展を祈念いたしまして私のご挨拶とさせていた

だきます。

来賓ご挨拶

　　　経済産業省　

製造産業局長　糟谷 敏秀 殿
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皆様あけましておめでとうございます。本日

は日本産業・医療ガス協会の賀詞交歓会にお招

きいただき誠にありがとうございます。協会の

会員の皆様方には日頃から医療用ガスの保守管

理、在宅酸素療法用の酸素供給装置の保守点検

などを通じまして保健医療の向上に多大なるご

尽力を賜っており、心からお礼申し上げます。

さて平成 28 年は医療行政から見るとエポッ

クメーキングな年でございます。今年各都道府

県が「地域医療構想」を策定することになって

います。これは後期高齢者に団塊の世代が達す

る 2025 年に向け、高度急性期の病床、急性期

の病床、回復期の病床、それに慢性期の病床が

どれくらい必要かということを、人口の動態、

疾病構造の変化などを踏まえて推計するという

ものです。その中で療養病床では一般的には長

く入院している患者さんで医療の必要度の低い

方については在宅で暮らせるのではないか、一

般病床に入っている方も診療密度の低い方につ

いては地域に戻って在宅あるいは老人ホーム等

で暮らせるのではないか、という前提を置きな

がら必要な病床数を見積もるということになっ

ています。実は推計によりますと現在、在宅医

療を受けている方は全国で 60 数万人おられま

す。今申し上げた一般病床や療養病床に入って

おられる方々のうち診療密度の低い方が在宅あ

るいは老人ホーム等でお暮しになるということ

になりますと約 30 万人の方々を在宅あるいは

新しいところで受け入れていくということにな

ります。従って 2025 年に向けて受け入れ可能

な在宅医療の体制を作っていかなければならな

いということがマクロの推計であります。各都

道府県で各地の実情を踏まえてこれから議論さ

れることになります。

このように在宅酸素療法をはじめとする在

宅医療の重要性はこれから更に高まってまいり

ます。患者ご本人もご家族もできれば最後まで

住み慣れた家庭であるいは見知ったご家族と暮

らしたいという思いであろうと思っています。

そういった患者さん・ご家族の思いを実現する

ために、会員の皆様方にも今後益々ご活躍いた

だきたいと思っています。

日頃から協会におかれましては医療用ガス

の保守管理の委託基準に係る重要な講習会の開

催などをしていただいており、また災害時の医

療ガス供給協定を全都道府県と結んでいただい

来賓ご挨拶

　　　　　　厚生労働省

医政局長　神田 裕二 殿
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皆様、あけましておめでとうございます。産業

ガス、医療用ガス業界の皆様方には常日頃より当

協会の業務に関しまして多大のご支援・ご協力

を賜っておりますことを心から御礼申し上げます。

JIMGA の会員の皆様は長きにわたり、ガスの供給

を通じて産業分野あるいは国民生活の分野を幅広

く支えてこられましたが、安全確保の分野におき

ましてもかねてより先進的な取り組みを進められ

ており、心からの敬意を表したいと思っております。

我々から見ますと、安全関係の基準はそれ

ぞれの業界がどのような思いで作っているかが

大変重要です。JIMGA はそれぞれの専門分野

の方が結集されて、生産・流通・輸送の各分野

において幅広い基準の作成を進められており、

80 を上回る件数であろうかと思っております。

RF タグを使った容器管理についても先進的な

取り組みをされ、また水素の分野においても、

他の業界団体と連携して自主行動計画を作る動

きも見せておられます。このような動きは業界

全体にとっての財産であり、ぜひともこれを大

事にしていただきたいと思います。

立場上、安全の関係について触れさせていた

だきます。産業ガス業界では事故の件数はこの

数年かなり減少の傾向をたどってきております。

しかし高圧ガス全体の水準では必ずしも充分な

状況ではございません。平成 23 年の 490 件が直

近のピークですが、その後 400 件程度まで減り、

それでもなお現状でも 300 件を超える高い水準

が続いています。更にまだ暦年全体の数字はご

ざいませんが、平成 27 年は 8 月までの数字で見

ますと実は前の年を上回る水準で推移しており

ます。決して予断を許さない状況です。また皆

様もご存じのように、この数年我が国の化学工

業を代表する会社で 4 件の大規模な爆発事故が

来賓ご挨拶

　　　　　　　　高圧ガス保安協会

会長　市川 祐三 殿

ており、大変心強く思っています。平時の必要

な医療の確保はもちろんのこと、いざという時

にも必要な方に必要な医療を届けるという観点

からもこれからも協会の皆様方と十分連携しな

がら必要な医療を患者の皆様に届けていきたい

と考えていますので、何卒皆様のご理解ご協力

をお願いしたいと思っております。

協会の益々のご発展と会員の皆様のご繁栄、ご

参集の皆様のご健勝をお祈りいたしまして、新春に

あたりましてのお祝いの言葉とさせていただきます。
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相次いで起こりました。また昨年 8 月にはアセチ

レンの工場で大きな事故が発生しました。我々

は、社会一般の高圧ガスを見る目は大変厳しい

ものがあると認識する必要があります。この状

況の改善のためには、ぜひ皆様方におかれまし

ては危険を予知・分析できるような人材の育成と、

世代交代に伴う技術の承継が充分なされるよう

心遣いをお願いしたいと考えております。

更に震災の問題は決して風化させてはなら

ない経験です。JIMGA の皆様方はこの震災に

際して、復旧および容器の回収について多大な

ご尽力をされました。この教訓は大変貴重であ

ろうと思います。次に大災害が起きましても活

用できるような充分な備えをぜひお願いしたい

と考えております。

皆様方が供給するガスは、産業・医療の分野

において欠かすことのできないものです。その

ためにもユーザーから見ても、周辺住民の皆様

から見ても、安全確保は非常に重要であること

は言うまでもございません。当協会としまして

も JIMGA との協力関係は大変重要であるとの

思いでこれまで取り組んできました。今後もそ

のつもりでございます。我々の日々の活動、業

務への協力に留まらず、例えば私達の地方の各

支部の支部長に皆様の有力な方が就任していた

だく、あるいは先ほど申し上げましたさまざま

な技術基準を共同で作る、あるいは双方の委員

会にはお互いの委員を派遣して交流を図る等々

さまざまなことを行ってまいりました。この提

携関係は非常に貴重だと思っております。今後

とも更にその内容の充実を図っていきたいと考

えています。

規 制のスマート化の議 論につきましては、

我々も注視しております。いずれにせよ実際に

行政で決められた方針に従って、安全審査など

を行うのは高圧ガス保安協会になる可能性が極

めて高いわけでございます。そういう意味で実

務的にきちんとこなせるように制度を作っていた

だく、あるいはその上できちんとした運用を行っ

ていくのが我々の使命だと考えております。その

ような観点から JIMGA の皆様とも連携しながら、

保安の確保に万全を期したいと思っております。

本来はこれで結びの言葉にするところですが、

先ほど電力多消費産業の話がございましたので、

一言前職について申し上げます。私はこの仕事

の前は 11 年間、日本鉄鋼連盟の専務理事を拝命

しておりました。その最後の数年間の仕事の半

分くらいは、実は電力多消費産業の陳情活動の

事務局業務を行っていました。JIMGA の会員の

方々だけではなく、電炉業界、熱処理業界、さ

まざまな業界が電気料金のために非常にあえい

でおります。倒産も大変な数で現に起きておりま

す。そのような中で電力の多消費産業の窮状を

訴えてきました。更に他の業界が言わないにせ

よ、我々は原発の再稼働を早くするべきだと言

いたいと 11 団体が結集し、行政あるいは与党に

向けての陳情活動を展開してまいりました。そ

の過程で私が JIMGA の皆様方に感謝しておりま

すのは、事務局の皆様に大変良く協力していた

だいたということ、また何と言いましても豊田前

会長と間会長が陳情の度に必ずご出席していた

だきまして、経営者としても大変切実なメッセー

ジを行政あるいは政治に届けていただいたとい

うことでございます。おかげ様で充分ではない

にせよ、省エネ補助金の充実あるいは再生可能

エネルギーの制度の見直し等の方向性が見えて

きたのではと考えております。いずれかの場で

皆様方にきちんとお礼を申し上げなければいけ

ないと思っておりましたところ、このような場が

ございましたので改めてお礼を申し上げたいと

思います。

JIMGA の皆様の今後の益々のご発展と会員

の企業の皆様方のご清栄を祈念いたしまして私

の挨拶とさせていただきます。
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あけましておめでとうございます。本日は

ご多用のところご参集賜りまして、誠にありが

とうございます。

私は昨年この場所でお話し申し上げまして、た

くさんの方にお会いしましたが、昨年がどういう

1 年になるかについて、「コーシャス オプティミ

ズム」だと申し上げました。それから 1 年経っ

て、今年またたくさんの方に会ってまいりま

した。年末の頃は「コーシャス」を取って「オプ

ティミズム」にするか、と思いました。政策当

局者の中には日本の経済は自分の手の中にあ

る、間違いなく自分達がこれを立て直すとまで

おっしゃる方までおられまして、良い時代に

なった、新しい時代になったと思いました。し

かし 1 月 5 日以降は非常に厳しい状況になって

おりまして、やはり「コーシャス」は要るし「オ

プティミズム」ではなくなってしまうのではな

いかという心配すらいたします。

ただ本日おいでいただいております政策当

局の皆様方に大いに奮闘していただきたいと思

いますし、我々としてはたくさんの課題を解決

する中で日本の経済にも寄与していきたいと

思っております。

今年 1 年どういう年になるか、皆で頑張って

行きたいと思います。その思いも込めまして乾

杯をさせていただきます。ここにおられます皆

様方の会社の益々のご発展と皆様のご健勝を祈

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28年賀詞交歓会

昨年の暮れくらいまでは皆さん明るいお話

をされており、お客様のところへ行っても比較

的強気なお話が多かったと思うのですが、1 月

5 日以降いろいろなことがありすぎまして不安

になってきている部分があるかと思います。

ただ私はへそ曲がりでして、他人が「良い

ぞ」と言う時は「これは気をつけなければいか

んな」と思い、他人が「これは心配だ」と言っ

ている時は「そういう時はきっと良くなる」と

考える癖があります。今年はそういう意味で

は、皆が「これは大変だ。今年は悪くなるぞ」

と思っていれば良いなと思っている次第でご

ざいます。

そ う い う 意 味 で は、 ぜ ひ 皆 さ ん 悲 観 的 に

なって下を向いて、「苦しいな、苦しいな」と思

いながら、来年の今頃は「良かったね」と言え

るようになることを祈念しまして、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27年11月30日（月）14:00~16:21

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 19 名のうち 16 名、評議員会

は産業ガス部門評議員定数 37 名のうち 31 名、医

療ガス部門評議員定数 48 名のうち 36 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こ

とが宣言された。

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 2

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。

 第 2 号議案　 特定個人情報等の適正な取扱に関す

る基本方針および個人情報等取扱規

程の制定の件

事務局より、特定個人情報等の適正な取扱に

関する基本方針および個人情報等取扱規程の制定

案について説明および提案がなされた。本基本方

針および規程制定の目的は、行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（マイナンバー法）に基づく特定個人情報およ

び個人番号（特定個人情報等）の適正な取り扱いの

確保について、組織として取り組むためである。

審議の結果拍手をもって提案通り承認された。

第 3 号議案　情報管理規程の一部改正の件

事務局より、情報管理規程の一部改正案の説

明および提案がなされた。本改正案は情報管理規

定の指定秘密情報を追加するものである。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27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）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

会員連絡の積極的発信に注力している。出版

物案内ページを改善し、行事日程を一般ページで

公開するようにした。

②産業ガスレポート

春号（Vol.32）に続いて、秋号（Vol.33）が発行さ

れた。

平成27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27年度第2回部門理事会・評議員会合同会議

③ JIMGAnews

偶数月末に継続して発行されている。主な記

事の内容を掲出。

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、会長インタビューの申し入れへ対応。挨拶

文の寄稿依頼と掲載状況を紹介。

4）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 38 都府県から発行された。未

発行の県については発行に向け、返却期限の記載

されていない指針については期限を記載してもら

うよう引き続き取り組む。また、貸出容器の有償

化を進めるため「容器使用料の考え方」について

文書を取りまとめ、延滞料から使用料へシフトす

るための考え方を整理した。今後、各地域本部の

意見を確認し、JIMGA の考え方として外部に公

表する。

②物流 WG

2014 年度の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 100.9

となった。中期的には輸送量が減り効率配送が実

現し難い状況下でも 2006 年から燃料原単位を維

持しており、効率配送を実現していることが確認

された。また、「高圧ガス輸送における CO2 排出

削減の取組み」のパンフレットの全面見直しを実

施した。配布方法も検討している。

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

会議を開催。例年通り、10 月に特別回収活動を

実施した。

5）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。9 月末時点で全国 201 拠点において装

着・運用され、約 60 万本の容器に装着されたこ

とおよび運用会社数も 60 社となったことが報告

された。

また、普及推進策として、容器検査所での装

着に向けた取り組みである全検協に対する説明会

実施と作業フローの確認、小型容器用 RF タグ開

発の働きかけ、ミドルウェア改修の必要性につい

て報告された。

6）EDI運営委員会

JIMGA-EDI の 普 及 促 進 活 動 と し て 説 明 会 資

料 の 作 成 と 説 明 会 実 施 に つ い て 報 告 さ れ た。

JIMGA-EDI の運用状況は未だテストデータの交

換にとどまっているが、管理費用が今後発生する

ため入金管理も開始されている。

7）技術・保安部会

8）環境・安全部会

9）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27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 27 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）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。

以上すべての議題の審議・決議および報告がな

され、16 時 21 分に平成 27 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 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
　　　　　　　　　平成 27 年 11 月 30 日現在

医療ガス部門 産業ガス部門 合　計

正　会　員 750 社 302 社 1,052 社

賛 助 会 員 － 23 社 23 社

海 外 会 員 － 5 社 5 社

合　計 750 社 330 社 1,080 社

2．今後の主要日程

行　事　名　称 開　催　予　定　日 会　場

平成 28 年度第 1 回
部門理事会・評議員会合同会議 平成28年 5月27日（金） 13：30～ 経団連会館

平成 28 年度 定時総会 平成28年 6月14日（火） 15：30～ 経団連会館

平成 28 年度第 2 回
部門理事会・評議員会合同会議 平成28年11月29日（火）	 14：00～ メルパルク大阪

平成 29 年 賀詞交歓会 平成29年 1月11日（水）	 16：30～ 経団連会館
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「安」心・「安」全、そして保「安」 ― JIMGA における保安の取り組みの現状と今後の課題 ―座 談 会

司会：今回の座談会は、安心・

安全と保安をテーマにお話しい

ただくため、技術保安部会の

WG長の皆さんにお集まりいた

だきました。まずはテーマ選定

の趣旨を含め、永江さんからお

話を伺いたいと思います。

永江：JIMGAでは一貫して、保

安をメインのテーマに絶えず掲

げています。昨年12月には、「今

年の漢字」に「安」という字が選

ばれニュースになりました。我々

業界としては、安心・安全そし

て保安について改めて考えなけ

ればいけないと改めて思いまし

た。工業ガスの事故ではありま

せんが、平成23年、24年の 2年

間に日本を代表するコンビナー

トで 3件の重大事故が発生し、

平成26年にも重大事故が発生し

ました。これらを契機に関係す

「
安
」心・「
安
」全
、そ
し
て
保「
安
」 

－ JIM
G

A

に
お
け
る
保
安
の
取
り
組
み
の
現
状
と
今
後
の
課
題 

－

座 

談 

会

日　時： 平成28年3月1日（火）12:30～14:30
会　場： メルパルク東京
出席者： 三宅　博之 JIMGA技術・保安部会容器技術WG長
  （大陽日酸株式会社 技術本部本部長附SHE統括部長 兼 技術監査部長）
 八幡　剛史 JIMGA技術・保安部会保安対策WG長
  （岩谷産業株式会社 環境保安部 部長）
 加藤　保宣 JIMGA技術・保安部会安全統計WG長
  （エア・ウォーター株式会社 コンプライアンスセンター 保安推進部長 兼 技術管理部長）
 永江　　裕 JIMGA専務理事
 徳冨栄一郎 JIMGA常務執行役員
司　会： 高橋　義郎 ガスメディア社編集長

 （敬称略）

「安」心・「安」全、そして保「安」
－ JIMGAにおける保安の取り組みの現状と今後の課題 －

「安」心・「安」全、そして保「安」
－ JIMGAにおける保安の取り組みの現状と今後の課題 －

「安」心・「安」全、そして保「安」
－ JIMGAにおける保安の取り組みの現状と今後の課題 －

高橋さん
加藤さん 三宅さん八幡さん

徳冨さん
永江さん
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る行政や団体は、事故を減らす

ための活動をしてきました。そ

うした中、我々の業界でも平成

26年以降に空気分離装置の付帯

設備での破裂事故、アセチレン

ガスの爆発による死亡事故や

アセチレン消費先での火災事

故が多発しました。医療ガス関

連でも在宅酸素療法における

火災事故が発生しています。昨

年8月にはアセチレン工場の爆

発事故が起き、前後して米軍基

地での高圧ガス容器が原因と

される火災事故などが発生し

ました。他にもガスの誤用や乱

用による事故、ヘリウムガスで

の事故があり、最近でもLGCの

ガスを放出する作業中に起きた

と思われる死亡事故が発生しま

した。本日は、皆さんの安全に

関するこれまでの活動をご紹介

いただき、今後の取り組みにつ

いても意見を交わしたいと思い

ます。

JIMGAの取り組み

司会：最初に皆さんのWGでの

仕事と、そこで得られた成果に

ついて、お聞きしたいと思いま

す。まず三宅さんお願いします。

三宅：容 器 技 術 WGで は、 主

に 3種類の仕事を担当していま

す。一つ目は国内法対応で、容

器保安規則、例示基準、KHK

の関係基準などが対象です。二

つ目はISO/TC58/SC4 への対応

で、容器関係のISOについて国

内委員会に参加し、規格の制定

や改訂に対応しています。もう

一 つ は、JIMGAの 容 器 に 関 す

る基準を担当しています。これ

までの成果としては、JIMGA

自主基準として、ISO規格の成

立を受けて容器弁の安全な取

り外しを基準化しました。ま

た、炭酸ガス容器の破裂板が

夏場に作動してしまう問題に

ついて、基準化はしていませ

んが他のWGと協力して検討し

ました。ISOについては、年間

20 ～ 30件の規格改正案や新規

規格化案件があり、その都度検

討しています。その中の一つで

あるISO3807：アセチレン容器

の多孔質マスの性能試験に関す

る規格は、日本も積極的に関与

してISOの改正を実現しました

ので、KHKの基準に落とし込

む予定でしたが、時期尚早とい

うことで国内基準への反映は見

送っています。最近では、容器

RFタグのJIMGA仕様の基本部

分 や 考 え 方 を ISO21007-2 に 規

格として反映しました。また、

容器再検査に非破壊検査の一種

であるアコースティックエミッ

ション（AE）や超音波探傷（UT）

を利用する方法について作業部

会を設置して検討しています

が、進め方について非常に苦労

しています。国の企業実証特例

制度によって先行して実証・検

討している会社がありますの

で、情報交換しながら規制緩和

ができないか検討しています。

司会：続いて保安対策WGにつ

いて、八幡さんお願いします。

八幡： 保安対策WGでは、端的

に言えば、高圧ガスのお客様が

ガスを安全にご使用いただくた

めの活動をしています。具体的

には、まず各種テキストや基準

の作成です。また、設備毎や

ガス毎のWGとは異なりますの

で、そういった区分を超えた案

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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「安」心・「安」全、そして保「安」 ― JIMGA における保安の取り組みの現状と今後の課題 ―座 談 会

件について取り組んでいます。

例えば、規制緩和に関するアン

ケートがあれば保安対策WGが

窓口になっています。成果とし

ては、高圧ガス保安法やガスに

関する情報をまとめた「高圧ガ

スハンドブック」を作成してお

り、昨年第2次改訂版を発行し

ました。このハンドブックは、

高圧ガスの消費者だけでなく行

政や研究機関の方にもご利用い

ただいており、幅広い層の保安

に役立っているのではないかと

思っています。また、高圧ガス

の販売事業者が法律遵守や自主

保安の活動をする際に点検、是

正に利用できるチェックシート

を作成しています。これも当

WGで作成した「高圧ガス販売

事業所自己診断指針」に基づい

て作成されており、全溶連さん

の推奨もいただいています。現

在はCEに関するQ&Aをまとめ

ており、来年度のJIMGAウェ

ブサイトへの掲載に向け取り組

んでいます。このようなテキス

トや基準については、WGメン

バーが講師となり地域本部のセ

ミナーで紹介しています。

司会：続いて安全統計WGにつ

いて、加藤さんお願いします。

加藤：安全統計WGでは、会員

各社から提供いただいた高圧ガ

スの事故情報や高圧ガス製造に

関係する労働災害について、会

員各社に水平展開しています。

事故情報であれば、必要に応じ

て協会ウェブサイトに公開し

ています。労働災害について

は、「労働災害統計調査」として

労働災害事例を入手して傾向分

析を行い、1年に 1回調査報告

としてまとめて、協会ウェブサ

イトで公開しています。もう一

つはKHKさんが発表している

事故情報の中から、産業ガスに

関するものを抽出してガス別に

傾向分析を行い、これも 1年に 1

回「安全ニュース」としてウェブ

サイトに掲載しています。これ

らの情報は各地域本部の保安セ

ミナーで会員各社に説明してい

ます。

保安活動の展開

司会：各WGで努力されている

ことが分かりました。高圧ガス

の保安は、メーカーだけでなく

販売店や消費者についても考え

る必要があります。そういった

観点で、上流から下流まで各過

程での一貫した保安対策などの

取り組みはありますか。

三宅：所属会社での取り組みと

JIMGAのWGでの取り組みがあ

ります。会社の立場で言えば、

ガスの製造から販売まで行って

いますので、各過程で安全対策

を行っています。ガスの生産工

場の安全管理や労災防止、物流

部門の拠点毎の安全対策、販売

拠点毎の保安確保などそれぞ

れに必要な取り組みを行って

います。

永江：どの過程で事故が発生し

ているのかという切り口で、製

造、販売、貯蔵、消費の 4 つの

段階で考えればよいと思いま

す。高圧ガスの消費先について

は販売店さんを通じた保安活動

が重要となりますので、全溶連

さんが全国規模で取り組まれて

います。また、各県の行政や保

安関係団体が講習会を開催した

り、小冊子を発行したりしてい

ま す。 先 ほ ど、JIMGAの WG

で作成した資料を利用して、各

地域本部のセミナーで紹介し教

育するという活動が紹介されま

したが、他にも教育研修WGで

はe-ラーニングの教材を作成し

て、一般にも公開しています。

その中で昨年からの事故・火災

もあり、来年度はアセチレンの

教材を作成しようとしていま

すが、JIMGAだけでではなく、

全溶連さんも昨年「溶解アセチ

レン容器取扱説明書」を発行さ

三宅　博之
大陽日酸株式会社　技術本部本部長附SHE統括部長　兼	
技術監査部長
JIMGA技術・保安部会容器技術WG長
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れており、いろいろな知見をい

ただきながら進めたいと考えて

います。長期停滞容器について

も協力して取り組んでいます。

司会：JIMGAに は 本 部 の 他、

地域本部が 9 か所にあります

が、保安確保のようなJIMGA

の活動は、地域と一体となって

取り組む必要があると思いま

す。地域本部への指示、情報提

供、意見の集約については実際

にどのように進めていますか。

徳冨：JIMGAの 各 地 域 本 部 で

は年1回セミナーを開催してい

ます。以前はセミナーの題材は

各地域本部で決定し、必要な講

師を派遣していましたが、昨年

からは題材を決める際の地域本

部の会議に本部からも参加し

て、内容を詳細に説明していま

す。また消費者や販売店、運送

会社などできるだけいろいろな

方にセミナーへ参加していただ

けるよう配慮しています。

事故防止について

司会：事故事例の統計を経済

産業省が公表しています。ま

だ昨年6月までの数値しか確認

していませんが昨年の情報を

見ると、ガス漏れが非常に多い

と感じます。全体の 8割くらい

でしょうか、容器や配管からの

ガス漏れが大変多く報告されて

います。このガス漏れを無くせ

ば、統計学的にも事故は大幅に

減ると思うのですが、こういっ

た考え方での取り組みについて

はいかがでしょうか。

加藤：我々は事象を分析してい

ます。例えば継手が緩んで漏れ

たものや、配管が腐食して漏え

いにつながったもの等を分析し

ていますが、なぜそういった結

果につながったかまでは詳細に

は判断できないため、事故の傾

向分析を中心に行っています。

傾向的には設備の経年劣化に起

因するものが多くなってきてい

ますが、このような情報を提供

しています。これらをピック

アップして「安全ニュース」で紹

介し、例えば自主点検などの際

にチェックポイントとして活用

できるようにしています。その

後のアプローチは、それぞれの

会社での取り組みとなります。

司会：少しずつ減っているとは

思いますが、事故というのはな

かなか減らないわけですよね。

経済産業省は都市ガスや液石法

関係など、事故情報をすぐに公

開 し て い ま す。JIMGAで も 高

圧ガスの保安上の事故を常に

チェックして、それをウェブサ

イトで公開するといった活動の

方向性はいかがでしょうか。

加藤：ウェブサイトで事故情報

として提供しています。ただし

情報を入手できるのは行政への

届け出の後ですので、公開もそ

の後になります。また、単に起

きたということだけを公開し

ても意味がなく、なぜ起きたの

か、その原因は何か、といった

点を検討してから公開してい

ます。

司会：私は、KHKさんの事故

情報の中で、いつ、どこで、どん

な事故が、何が原因で起きて、

対策は何だという情報を参考に

しています。このような情報提

供はJIMGAでは行われていま

せんか。

加藤：以前から取り組んでいま

す。会員会社の情報提供に頼っ

ているので、すべての事故につ

いてとはいきませんが、情報提

供しています。水平展開の必要

がある重要な事故についてはき

ちんと分析し、1枚にまとめて

提供しています。私たちのWG

では、現場の人に分かりやすい

形でまとめることを考えていま

す。マネジメントの問題で事故

が発生する場合もありますが、

大部分の事故は現場に何らかの

原因があって発生していますの

八幡　剛史
岩谷産業株式会社　環境保安部　部長
JIMGA技術・保安部会保安対策WG長
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で、現場の方に分かってもらえ

る資料を作成しています。この

ような資料を、セミナーを通じ

て説明し、各会社に持ち帰って

いただいて、そこでKY活動な

どで利用したり、展開していた

だく。どのような事故が起きた

かということを知識として知っ

ている人と知らない人では、い

ざという時の対応に差が出ると

思います。

永江：直近の「安全ニュース」の

事故情報を見ますと、例えば窒

素ガスの事故事例では、フレキ

シブルホースの漏えいに関する

事故についての分析が 6件出て

いました。こういう分析結果は

JIMGAでしかやっていません。

元の情報はKHKさんや経済産

業省の事故情報であっても、分

析の切り口はガス屋の視点で行

われていますので、よく見てい

るなと我々がびっくりするよう

な分析もされています。セミ

ナーでも参加した人だけが分

かるのではなく、よくある質問

に関する資料を配付して、持ち

帰った資料が参加できなかった

他の人にも理解され活用できる

ようにしました。

加藤：分析では、漏れの原因、

ガス種別、労働災害の原因、等

を切り口にしています。KHK

と同じ情報を提供する必要はあ

りません。KHKでは調査結果

に基づいて確認された情報を提

供していますが、我々はよく分

からない部分についても、ある

程度蓋然性が高い見方で想定さ

れる状況も記載しています。容

器の破裂事故であれば、状況か

ら判断して放置容器である可能

性が高いと判断できる場合があ

ります。廃品として回収された

容器を切断して事故が発生した

のであれば、これは放置容器で

あろうと判断します。その場合

は放置容器撲滅の取り組みを今

後も継続する必要があると書い

ています。

放置容器の撲滅

司会：毎年10月は放置容器・不

明容器の回収を行っていますよ

ね。徐々に減ってきていると

思いますが、まだまだ無くなら

ず数千本単位で回収されていま

す。これを減らすとか無くすと

いう運動をもっと徹底的に行う

という考えはありませんか。

永江：行政の方の事故情報のお

話の中でよく、「喪失・盗難を

除いた事故の発生件数は」とい

う言い方がされます。しかし、

盗難容器等が放置容器となり事

故につながることは、比較的多

いかもしれません。盗難容器が

テロに利用される可能性もあり

ます。今年は伊勢志摩でサミッ

トがありますし、日本は外国に

比べると治安が良い国と認識さ

れていますが、今後も国際会議

などが日本で行われるでしょう

から放置容器・不明容器の回収

と共に容器の盗難防止について

も、KHKさんや全溶連さんと

協力して取り組む必要があると

考えています。

司会：容器の事故は、確かに放

置容器や長期停滞容器に発生し

ている場合が多いと思います。

しかし、そもそも容器は所有者

が表示され、刻印も打ってあ

り、誰がどこに販売したか分か

るように管理されているのに、

なぜ長期停滞容器が出るので

しょうか。

事務局：不明容器の中には、ま

だまだ所有者刻印の無い容器や

判別できない容器があると聞い

ています。また容器所有者登録

制度では 3年ごとに登録更新が

されていますが、更新のお知ら

せの際に移転や廃業で連絡が取

れなくなる事例があります。こ

のような所有者が容器を販売し

ていた場合は、そのまま長期停

滞容器となり、所有者不明容器

加藤　保宣
エア・ウォーター株式会社　コンプライアンスセンター	
保安推進部長　兼　技術管理部長
JIMGA技術・保安部会安全統計WG長
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となってしまいます。

司会：ある意味では、一種の

経済損失ですね。最後には保安

に行き着くのですが、容器をき

ちんと管理し、ユーザーに納入

し、回収し、再充塡するという

循環の徹底を大前提として、例

えば回収する際に所有者不明の

容器も回収し、再整備して再充

塡し販売できるように業界のシ

ステムを変えられないでしょ

うか。それから容器再検査期

限の問題もありますよね。シー

ムレス容器であれば 5年と決め

られているのに、充塡しないの

であれば 5年毎に検査しなくて

も良いことになっています。

八幡：その通りです。返却期限

は法律で定められていません。

地域のセミナーでも長期停滞容

器を発生させないように回収す

べきとお話しさせていただいて

おり、各都道府県の容器管理指

針に半年とか 1年とか記載され

ている場合は、これを遵守する

よう周知することをお願いして

います。またガスの製造者側で

も容器管理をより徹底して、業

界として取り組む必要があると

思います。

司会：100年以上の歴史のある

業 界 で あ り、 容 器 も 100年 以

上取り扱っているのですから、

もっと新しい仕組みがあっても

よいと思います。例えば容器の

手配書みたいに、長期停滞して

いる容器を特定して、何年製あ

るいは何年に充塡した容器は回

収しますといったチラシをユー

ザーに配布するとか、なんとか

回収する手はないでしょうか。

長期停滞容器には小型容器が多

いと聞きます。例えば、アセチ

レンの小型容器などは販売さ

れているのでしょうか。

徳冨：たぶん販売されていると

思います。インターネットの産

業機材の販売サイトなどではガ

ス充塡容器が普通に販売されて

います。

三宅：分析計などでも標準ガス

の小型容器が付属されて販売さ

れています。

司会：それらの容器はどうなる

のでしょうか。

三宅：不明容器となって集積所

に集まる場合もあれば、分析計

の場合は充塡依頼されることも

あります。

永江：海外では容器の事故が

もっと多く発生しています。戦

前の米軍が残した容器が放置さ

れ事故が発生した例もありまし

た。東南アジアのメーカーが注

意喚起のプロモーションビデオ

を作成した例もあります。

司会：容器の事故は目立ちます

し、人命に関わります。また取

り扱いを知らない人が扱って事

故が発生することも多いと思い

ます。このあたりの対策はない

でしょうか。

永江：10月の特別回収や高圧ガ

ス保安週間といった活動を地道

に行っていくことだと思いま

す。全溶連さんが毎年行ってい

る周知文書の配布も効果的だと

思います。

災害対策について

司会：3.11 か ら 5年 に な り ま

す。阪神淡路大震災、東日本

大震災と経験も積み、いろいろ

な教訓が得られたと思います。

JIMGAは保安対策として、現

状どのようなことを進めていま

すか。

永江：阪神淡路大震災の後、充

塡所の容器転倒防止や早期復

旧策が検討されました。東日本

大震災の後も、それらの見直し

がされ、各地域のセミナーで説

明されました。医療ガスについ

ても、災害時供給協定が 2年前

に全国で締結を完了しました。

さらに災害時用の酸素ガスや

必要な器具の備蓄を検討して

います。

徳冨栄一郎
JIMGA常務執行役員
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司会：ガスの備蓄は流通在庫の

やり方とか、工夫が必要ですね。

永江：最近では鳥インフルエン

ザ発生時の炭酸ガス供給の問題

もあります。サイフォン管付き

容器の確保やガスの備蓄など、

業界として全溶連さんと共に検

討しています。

これからの保安対策

司会：これからもJIMGAにとっ

て保安対策は大きな柱だと思い

ますが、今後の保安対策として

どのようなことを考えています

か。三宅さんいかがでしょうか。

三宅：先程お話ししたAEやUT

を利用した容器再検査の方法は

引き続き検討したいと思いま

す。会員の中でもニーズに差が

ありますが、技術的には新しい

方向に向かっていくと思います

ので少しずつでも進めていきた

いと思います。またISOにはい

ろいろな規格があり、ISO対応

で得られた知見を国内で活用し

たいと思っています。AEもそ

の一つであり、国内法との関係

で難しい面もありますので、す

ぐに実現できないものが多くあ

りますが、少しでも実現してい

きたいと思っています。

司会：八幡さんはいかがですか。

八幡：先 程 高 橋 さ ん が お っ

しゃっていたようにサプライ

チェーン全体で保安が整備され

ていくことが重要だと思ってい

ます。消費者向け基準や資料を

整備したり、販売事業所向けの

基準を作成してきました。他に

移動についての対応など、まだ

まだ弱い部分がありますので、

そういった部分や資料を充実

したほうがよい分野等、見直

しすべき資料などを見極めて

整備し、全体を通して保安につ

いての指針を示していきたいと

思います。

永江：いま経済産業省で進め

ている産業保安のスマート化

については、これから保安対策

WGが中心となって対応する予

定です。

八幡：規制の見直しが進んでい

ますが、事業者にとってメリッ

トがあるのか、見極めたいと思

います。

司会：ス マ ー ト 化 に つ い て、

JIMGAではどの程度関係する

のですか。

永江：規制緩和についてJIGA

時代から継続して取り組んで

いるものについて進展があり

ました。毒性ガスの定義や使用

材料に関するものがあります。

スマート化だけでなく、経産

省高圧ガス保安室と直接意見

を交わす機会も持つようにし

ました。

司会：加藤さんは今後の取り組

みをどのようにお考えですか。

加藤：安全統計WGとして、事

故災害情報の収集・分析・周知・

啓発に取り組みます。その中

で、分析の切り口や見方を変え

て活動したいと考えています。

司会：先程AEのお話が出まし

たが、対象は特殊材料ガス容

器だけですか。一般ガス容器は

どのような扱いとなるのでしょ

うか。

徳冨：ガス種は限定されませ

ん。水圧をかけずに行えるため

にバンドル容器を分解せずに試

験できたり、検査後の乾燥が不

要となるため、特殊材料ガス容

器に特にメリットがあるという

ことです。

司会：実現性は高いのですか。

徳冨：流通している容器はいず

れも状態が良いので、状態の悪

い容器についてデータが集めら

れずに苦労していると聞いてい

ます。容器再検査で不合格と

なる容器が少ないと聞いてい

ます。

三宅：AEは ISOで 規 格 化 さ れ

ていますが、調べた範囲では

各国とも特認扱いで採用され

ています。WGでは企業実証特

例制度での結果と、その後の行

政の対応を注視しています。ま

た、附属品再検査の問題もあり

ます。容器則では容器弁は取り

外さなければ検査ができません

が、企業実証特例制度の適用案

件では取り外さずに検査できる

ことになっているようです。

徳冨：AEの検査する側で、技

量認定制度が運用されていない

という問題もあります。



20産業ガスレポート vol.34

FCV分野での保安

司会：FCVの普及が始まり、水

素ステーションの設置が進んで

います。また燃料容器もこれま

で考えられなかったほどに高圧

化 さ れ て い ま す。JIMGAと し

てはこの 82MPaという超高圧

時代が来ることについて、保安

対策にどう取り組んでいくので

しょうか。

三宅：高圧を前提に容器の製造

規格から作り込んであると思い

ます。

八幡：法律もそれに適した改正

がなされ、技術立証しながら安

全を確保して取り組んでいます

ので、高圧だから危険というこ

とではなく、安心して使用でき

るよう実績を積み上げていくこ

とが重要と考えています。もち

ろん工業用水素の取り扱いで

培った知見を活かして取り組ん

でいきます。

司会：FCVについては、自動車

メーカーが容器のメーカーと

なりました。例えばJIMGAが

自動車メーカーと一緒に取り

組むといったことは考えられま

せんか。

永江：高圧ガス保安室の指導も

あり、自動車メーカー、水素製

造会社、ガス会社、水素技術研

究機関などJIMGA以外の水素

の製造、輸送、販売に関わる業

界団体と共に保安への取り組み

を検討しています。

司会：水素スタンドは既に実用

化の段階にありますが、研究所

などを含め水素スタンドに関す

る水素の漏えい事故が 15件ほ

ど報告されています。やはり事

故は起きるものだという前提で

進めていかないと、大きな事故

につながる恐れがありますし、

このあたりを研究しておかない

と、大きな事故が発生した場合

に対応できないと思います。

永江：その通りだと思います。

具体的な取り組みは 4月以降と
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なりますが、他の業界団体と協

力して進めていく予定です。

司会：KHK の 作 田 前 会 長 が、

水素社会に向けた取り組みにつ

いて、KHKが慎重すぎると批

判されることが多いことを話さ

れていました。でも、そういう

立場の人がいないと怖い気がし

ます

徳冨：日化協のセミナーで聞い

た話ですが、日本と欧米の違い

として、日本はとにかく事故が

発生しないようにする。欧米で

は事故は減らせても無くならな

いと考え、発生した場合にいか

にその影響を小さくするかが重

要であるとされているそうで

す。水素の事故は恐らく今後も

発生すると思います。事故はな

るべく起きないようにすべきで

すが、仮に事故が発生しても被

害が最小であるように取り組む

ことも必要だと思います。

司会：来年度のJIMGAのテー

マの一つに、超高圧対応は必要

なのではないでしょうか。

永江：水素スタンドの関連に

ついては、すべての会員が直接

影響を受けるわけではありませ

ん。ですから、組織としての対

応は、限定的となります。水素

を扱う業界として、新たな体制

での取り組みも検討しています。

司会：保安は非常に幅が広く難

しいテーマですが、皆さんのお

かげで良いお話が聞けました。

本日はありがとうございました。
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リバーサファリのパンダマーライオン像の前で

昨年 5 月、ゴールデンウィーク明けの週
末を利用しシンガポールへ弾丸旅行をしてき
た。ことの発端は 24 歳で歯科技工士の娘が一
昨年シンガポールの病院グループへ就職した
ことによる。一度は現地に行ってどんな暮ら
しをしているか見てくる必要を感じたからだ。
とは言うものの実際は娘の顔見たさ、今まで
行ったことのないシンガポールという都市を
見てみたいという気持ちが半々といったとこ
ろか。これまで家族とパックツアーでしか海
外旅行をしたことのない私のハードでささや
かなシンガポール旅が始まりました。

出発はゴールデンウィーク明けの 5 月 7 日
（木）の深夜発 JL035 便。これより 2 泊 4 日の
短くて永い旅が始まる。あっという間の 7 時
間 40 分の快適な（？）空の旅は予定到着時刻よ
り 30 分ほど早く現地時間で 6 時 15 分頃シン
ガポール、チャンギ空港に到着。日本とシン
ガポールとの時差は 1 時間。ベトナム、タイ
よりも西にあるのに中国、台湾、香港と同じ 1
時間である。これは香港の株式市場と同じ時
間にするためとの説が有力とのこと。さすが
大きな経済成長を成し遂げた国である。40 分
近く娘に待たされた末合流。

さてこれから 1 日目の始まりである。到着
時間が早かったこともあり、今の時間なら空
いているというシンガポールといえばこれ！
のマリナベイ「マーライオン」像でお決まりの
写真を撮る。そこから何故今更動物園？と思

いながらもリバーサファリへ。気温は 30 度
を超えていて非常に暑い。救いはパンダをす
ぐ傍で見ることができたこと。午後からは本
来の目的である娘の住む郊外の住宅街にある
高層マンションへ。シンガポールでは土地が
少なく高いため、勢い高層マンションが当た
り前のことのようで、娘は 23 階のシェアハ
ウスで若い中国人女性とシンガポール人の
オーナーと暮らしていた。マンションには警
備員が 24 時間常駐し、勤め先にも 30 分程度
と一安心した後すぐに観光モードに戻り、セ
ントーサ島へ。ここでの遊びどころは色々あ
るが、メガジップアドベンチャーパークでメ
ガジップを体験。メガジップ？要はターザン
ごっこの超度級強力版といったもの。山頂か
らロープで一気に海岸まで駆け下るスリル満
点のアトラクションである。恐々であったが
後から思えば結構楽しかったりして。その後
市内に戻り、ガーデン・バイ・ザ・べイへ。
ここは植物と近未来の建造物を融合させた巨
大テーマパークである。18 本の巨大なスーパー
ツリーがあり、まるで映画の「アバター」の世
界。また、夜のライトアップ、マリーナベイ
サンズホテルからの夜景はこの世の繁栄の全
てを表しているような気分に。夢のような夜
景を見て、第 1 日目が終了した。

2 日目はアラブストリートでモスクを見学、
昼食後ラッフルズホテルを散策後、ナイトサ
ファリへ。日中の暑さを忘れ園内バスで夜の

「シンガポール弾丸旅行」
JIMGA副会長　岩本　満
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エッセイ　「シンガポール弾丸旅行」

ホーカーズにて

マリーナベイサンズホテル外観

リー・クアンユー元首相の肖像と筆者

アラブストリート

野生動物を見て回る。その後地元の若者が集
まるライブスポットへ。人種のるつぼといっ
た感があり、雑多な若者の熱気をムンムン感
じつつ酒の酔いと心地よい疲れから 2 日目も
終了。

3 日目最終日である。インド人街、中華街
と見て回り、ホーカーズでシンガポール人の
ソウルフードのチキンライスを食す。その後
プラナカンミュージアムでシンガポール人の
ルーツを探り、国立博物館へ。ここでは 3 月
23 日に亡くなったシンガポール建国の父リー・
クアンユー元首相を称えるイベントが継続延
長されており、5 月で延べ 9 万人もの来場者が
あったとのことで、その人気ぶり、偉大さが
知れるというものである。娘の病院の同僚も
葬儀のパレードに 6 時間も並んで待っていた
そうで、今のシンガポールの繁栄に対する感
謝と尊敬の気持ちが表れている話である。娘
と最後の夕食を日本のラーメン専門店で済ま
せ（もう既に日本食が恋しくなっている）、22
時発 JL036 便で一路日本に向け帰国の途につ
き、5 月 11 日（月）朝 5:50 羽田空港着。何事も
無かったようにいつも通り会社に出勤し、私
のシンガポール弾丸旅行は終了。

旅行前からシンガポールは安全な国という
知識があり、実際にとても治安の良さを感じ
た旅だったが、街中ではほとんど警官を見か
けることはなかった。実際その治安はいたる
ところにある監視カメラで守られているとい
うことらしい。この国ではタクシーに乗れば
運転手はほぼ中東系（？）でその窓越しに時と
して建設現場に向かう薄汚れたトラックの中
にインド系と思しき人たちがひしめきあう姿
が見え、多様な人種がこの国を支えているこ
とを知った。中国系を中心としたエリートた
ちは高い学歴と教養を持ち多民族が混在する
国で、したたかにその地位を保ちさらに大き
な経済成長を成し遂げてきた。このことを短
い滞在期間ではあったが十分感じることがで
きた。リー・クアンユーは日本から多くのも
のを学んだというが、逆にこれからの日本は
シンガポールから多くを学ぶ必要があること
を実感した旅だった。また機会があれば訪れ
てみたい国である。

ああ、そうそうシンガポールで国際感覚を
磨いたはずの我が家の娘は現在、契約期間を
満了させ日本で「のほほん」と暮らしている。
めでたしめでたし。
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1.　技術・保安部会
容器技術WG

容器に関する国内法関連対応、ISO 規格の改訂・

新規規格化案件対応および容器再検査の新技術の

採用に向けた動向調査、検討を中心に活動してい

ます。

ISO 規格では、約 20 件の改訂案等に対応する

とともに、ISO/TC58/SC4 国際会議や国内委員

会への参加により情報収集に取り組んでいます。

RF タグ運営委員会と共同で対応してきた JIMGA

仕 様 の RF タ グ 規 格 ISO 21007-2 は 改 訂 手 続 き

が完了し、昨年末 ISO 規格として発行されまし

た。なおアセチレン容器検査基準関連の規格 ISO 

3807 は日本提案内容がほぼ認められ改訂されまし

たが、検討の結果、現時点で KHK の検査基準の

改訂を要望するメリットがないと判断しました。

AE（アコースティックエミッション）による容

器再検査ついては、高圧ガス保安法での採用可能

性に向けて作業部会を設置し、課題の抽出を行い

ました。企業実証特例制度を利用して AE 試験を

採用している事業者と情報交換を行いながら取り

組みの方向性を模索しています。

超低温貯槽WG

平成 27 年度、当 WG は以下の事項について活

動を行ってきました。来年度も積極的に活動を継

続していきます。

（1）自主基準の作成

ローリ、CE の液面計の不具合が多いという

WG 内の意見から、液面計および元弁について構

造、操作についての理解を目的とした周知文書の

作成に取り組んでおり、平成 27 年度末に完成の

予定です。

（2）ISO/TC220（超低温貯槽）への参画

2013 年 6 月に日本の地位が P（Participant）メン

バーに変更されてから 3 度目の開催となる TC220

国際会議（平成 27 年 6 月 17 ～ 19 日：中国、北

京）に参加しました。今年はフランス（AFNOR）

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・

発信に努めます。

（3）規制改革要望の抽出・実現

国際部会事務局より「ファスト・トラック制度」

適用案件について、要望継続中の「超低温容器用

材料として SUS304N2 の採用」と共に、昨年度要

望中止とした「コールドストレッチ」について WG

内で再検討を行いました。「SUS304N2」について

は SUS304N1 も対象材料に追加して要望すること

とし、「コールドストレッチ」については要望を見

送ることとなりました。

充塡技術WG

平成 27 年度は下記のテーマに取り組み、活動

を実施いたしました。

（1）「産業・医療ガス臭気問題に関するレポート」

（12 月 9 日開催技術審議委員会に上程・承認）

概要：本来無臭であるべき製品に臭いがあるとの

クレームが寄せられることがあり、過去の発生事

例を元に臭気発生時にはどのように発生原因を特

定し、対応・対策を行えばよいか、また臭気検査

方法や臭気測定方法についてもまとめました。臭

気での問題は医療用酸素や食品用炭酸ガスで発生

するケースがあり、医療部門、炭酸ガス技術WG

からも参加していただき作成を行いました。本レ

ポートはJIMGAウェブサイトの会員ページに掲

載しています。

（2）WG委員スキルアップ研修：

① 「フレキシブルホース（充塡用）勉強会」

4 月 14 日に日本フレキシブル㈱技術役員の方

からのフレキの構造、現状、留意すべき事項等技

技術・国際ニュース
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技術・国際ニュース

術面での講習を受講しました。

②「高圧ガス容器勉強会」

11 月 5 日、高圧ガス容器メーカーの㈱旭製作

所本社工場を訪問。容器に関する説明を受けると

ともに同工場を見学しました。

保安対策WG

（1）CE実務Q&Aの策定

CE の取扱実務や関連法規等を Q&A 形式で分

かりやすく説明する資料を策定しています。小規

模ユーザーからガスサプライヤーまで幅広い層の

方にご利用いただけるよう、現在数十件の Q&A

を精査しています。次年度には JIMGA ウェブサ

イトへの掲載を検討しています。

（2）地域本部との連携

平成 27 年度は四国地域本部、関東地域本部、

東海・北陸地域本部（合同）の 3 回のセミナーに

おいて「高圧ガス販売事業所自己診断指針第 2 刷」

の講演を行い、参加した高圧ガス販売事業者の皆

様の、販売事業者の実施すべき実務の理解向上と

保安意識の高揚に努めました。

（3）スキルアップ

平成27年12月に北九州エコタウンおよび HySUT

（水素供給・利用技術研究組合）を視察し、資源

循環型社会への取り組みや、水素供給技術に関す

る実証実験の状況等を学びました。

教育研修WG

平成 27 年度も JIMGA ウェブサイトを活用し

た安全教育用教材（e-ラーニング）の作成・改訂と

その PR 活動に重点的に取り組みました。

まず、平成 26 年度から作成に取り組んできた

「高圧ガスの安全基礎知識（ダイジェスト版）」を

平成 27 年 9 月に新規リリースしました。ダイジェ

スト版では、要点を絞り込んでコンパクトな内容

にする一方で、理解度テストを充実する工夫を行

いました。

これに並行して、「高圧ガス安全基礎知識（本編

版）」の改訂に取り組んでおり、平成 28 年度に改

訂リリースする予定です。

更に地域本部で開催されるセミナーを通じて

会員企業向けに、安全教育用教材（e-ラーニング）

の活用 PR も行いました。（東海、近畿、四国、東

北の各地区で実施）

また、WG メンバーのスキルアップ研修として、

平成 27 年 10 月に福岡県の水素エネルギー製品研

究試験センターと北九州エコタウンの見学研修も

実施しました。

今後も高圧ガスの利用や取り扱いに関する教

育・研修活動に注力していきます。

安全統計WG

（1）事故情報の収集と活用

会員、外部ソースより数件の事故情報があり、

詳細内容、原因等確認の上、水平展開が必要なも

のについては JIMGA ウェブサイトに掲載します。

（2）労働災害統計

平成 26 年労働災害統計調査報告を平成 27 年 6

月に JIMGA ウェブサイトに掲載。会員 268 社よ

り報告をいただきました。JIMGA 度数率は 0.56、

強度率 0.009 となり、全国製造業平均、化学工業

平均、EIGA 平均（欧州産業ガスメジャー 6 社）の

いずれをも下回っています。

（3）高圧ガス関連事故（災害）の分類・解析

KHK の高圧ガス事故統計資料の平成 25 年、26

年の報告について、ガス種毎の事故傾向を分析し

ました。アセチレン、酸素、水素、液化炭酸ガス

などは、使用者、用途の違いによりガス特有の事

故傾向がありました。

（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、

平成 27 年 12 月に「安全ニュース No.10」を発行。

（5）平成27年度の保安セミナーについて

以下の地域本部にて保安セミナーを開催：九州
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地域本部（9 月 18 日）、関東地域本部（10 月 22 日）、

北海道地域本部（10 月 26 日）、東海・北陸地域本

部（12 月 8 日）、中国地域本部（2 月 18 日）

ヘリウム技術WG

平成 27 年度の活動として進めていた 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については、記述について

さらに議論を重ねることとし、より分かりやすく

正確な情報を今年夏頃にウェブサイトに掲載予定

です。ぜひご活用ください。

また、MRI 等向けに開発が進められている高

温超電導コイルの開発状況について研究機関への

ヒアリングと調査をすすめ、ヘリウム需要動向に

関する情報としてメンバーの知見を深めるために

共有しました。

新たな活動として開始した、液化ヘリウムお

よびヘリウムガスの安全な取り扱いと事故予防に

関する指針の作成については、項目ごとに各分科

会で作成した一次案を WG に持ち寄り議論を進

めているところです。来年度中ごろまでには完成

したものを JIMGA ウェブサイトに掲載できるよ

うに進めていきます。

炭酸ガス技術WG

炭酸ガス関連会員 18 社で構成され、代表 8 社

で 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

情報の共有化を図り、固有のテーマについて活発

な議論を進めています。

炭酸ガス関連テキスト「液化炭酸ガス CE 設置

事業所・ローリ運行事業所関連基準」「液化炭酸

ガス取扱テキスト」「高圧ガス保安法の要点（液

化炭酸ガス）」「原料炭酸ガス製造フロー概説」に

ついては内容を見直すとともに、技術用語の変

更・統一化を図り、グラフや図表なども理解しや

すいよう工夫しました。

3 年毎に開催されている、各地域本部の炭酸ガ

ス技術 WG・グループ主催の「炭酸ガス保安講習

会」に向けては、各講師が説明する資料の作成や

動画の編集等を中心に取り組んできました。

二酸化炭素の SDS ならびにラベル作成につい

ては、代表 8 社のメンバーが積極的に取り組み、

技術審議委員会に上程し承認を得ました。

定例会メンバーのスキル向上と情報収集のた

め、炭酸ガス関連設備を中心に現地研修会を実施

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 27 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23日

　・第2回定例会議：9月11日　

　・第3回定例会議：12月15日

主な活動は次のとおりです。

（1）SDSの作成

溶解アセチレン（溶剤：アセトン＆ DMF）の

JIS Z 7253 対応の SDS を作成し、技術審議委員会

に上程して承認を得ました。12 月下旬に JIMGA

のウェブサイトに掲載しました。

（2）委員の派遣

アセチレン工場の火災事故に関する調査委員

会及び KHK のアセチレン容器マス認定試験に関

する委員会へ委員を派遣しています。

＜溶解アセチレン容器に関するお願い＞

溶解アセチレンの容器に関して、平成 18 年

に決定した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」
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水素技術WG

平成 27 年度は、4 月の技術審議委員会で承認

をいただいた水素 SDS と「水素ガス取扱い上の

基礎知識」について活用、啓発、普及を図る活動

を展開しました。水素 SDS については JIMGA の

ウェブサイトに掲載し、会員各社が活用できる

ようにしました。「水素ガス取扱い上の基礎知識」

については講習会に合わせ冊子を準備中です。ま

た、サブ WG を立ち上げて講習会用の資料の作

成に取り組みました。平成 28 年 4 月以降、地域

本部と連携して、講習会を開催し、水素取扱者へ

の周知を図り、安全の確保に努めていきたいと考

えています。

WG 会議は 3 回（サブ WG 会議は別途 5 回）実

施しました。第 2 回 WG 会議では、日本製鋼所

室蘭製作所を訪問し、高圧水素貯蔵等に利用され

る容器の製造工程を見学し、会員各社の技術・知

識向上を図りました。

特殊ガス技術WG

（1）容器基本通達について

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くなるという不都合が

発生していることから、経済産業省への改正申し

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

た改正案を作成中です。

（2）  JIS Z 7253対応警告表示ラベルの修正とGHS

ラベルとの統一の是非について

通常の会議のほか、半導体材料ガスチーム会

議を開催し検討した結果、現段階では JIS Z 7253

対応警告表示ラベルの修正と GHS ラベルとの統

一は、行わないこととしました。

（3）国際部会への協力

JIMGA 国際部会より特殊ガスに関する協力の

要請があり、プロセスとハザードのマトリクス表

の案を作成しました。この表により既存の業界基

準と法規制がカバーしていないハザードを洗い出

すギャップ分析を行います。

（4）研修会の開催

今年もメンバーのスキルアップを目的に、昨

年 10 月 28 日に検知器の製造会社である理研計器

㈱開発センターの見学を実施しました。

（5）その他

各省庁および関連団体との連携については、

今後も積極的に実施していきます。

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 NEDO より受託

している規制適正化事業プロジェクトのうち、「液

化水素による貯蔵・水素スタンド規制・基準の整

備に関する検討」では、平成 27 年 4 月に液化水素

貯蔵型圧縮水素スタンドの自主技術基準（JIMGA-

T-S/97/15）を作成・公開しました。平成 27 年 6

月 5 日には「危険物の規制に関する規制の一部を

改正する省令（平成 27 年総務省令第 56 号）」が公

布・施行され、これにより液化水素貯蔵型圧縮水

素スタンドとガソリンスタンドの併設が可能と

なりました。引き続き FCV 本格普及期を見据え

て液化水素ポンプを用いた、更に高効率・低コス

ト・省スペースなタイプの「液化水素ポンプ昇圧

型圧縮水素スタンド」の基準整備に関する検討準

備を進め、平成 27 年 10 月 1 日に NEDO より基

準整備を実施することが承認されました（27 年新

エネ新エ第 0929002）。

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、平成 27 年 4

月に「圧縮水素スタンドに設置する水電解水素昇

圧器の自主技術基準」を作成・公開しました。ま

た平成 27 年 12 月 28 日に経済産業省より一般高

圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の

一部改正等に対するパブリックコメント（意見募

集）が開始され、小規模な圧縮水素スタンドの基

準が整備される見通しとなりました。
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2.　環境・安全部会
環境保全WG

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

が設定された「低炭素社会実行計画」を 2013 年か

ら推進しています。JIMGA は、この活動に日本

化学工業協会（日化協）を通じて参加しています。

その 2014 年度の活動実績を取りまとめ、日化協

へ提出しました。引き続き、地球温暖化対策への

対応を進めていきます。

更に、LCA 日本フォーラムに提供している産

業ガスの生産における CO2 排出量等のデータの

見直しについて検討を行いました。

また、「JIMGA-T-S/23/10 ガスの廃棄指針」と

「JIMGA-T-S/08/09 産業ガス業界においての良好な

環境マネジメント実践の指針」の国際基準整合化

について検討を行いました。

化学品安全WG

（1）産業ガスのJIS改訂について

平成 27 年度は産業ガス（酸素、窒素、アルゴン）

の JIS 改訂年度にあたり、酸素（JIS K 1101:2006）

とアルゴン（JIS K 1105:2005）の改訂に着手しまし

た。酸素の改訂箇所は、酸素分析計の校正ガスと

して国家標準にトレーサブルな高濃度酸素の標準

ガスの追加です。アルゴンは、窒素の分析計とし

てプラズマ分光分析式窒素分析計の追加です。ま

た最近の JIS は、分析計の性能や分析条件また信

頼性などを具体的に記述することが求められ、酸

素、アルゴン共に JIS の記載内容が大幅に増加し

ています。

（2）イエローカードの見直し

MSDS の SDS への変更に伴い JIMGA ウェブサ

イトに掲載の産業ガス 27 種のイエローカードの

確認と見直しを実施しました。平成 27 年 12 月の

技術審議委員会に上程し承認されました。

（3）啓発活動

平成 28 年 6 月から「化学物質のリスクアセス

メントの実施」が義務化されます。厚生労働省通

達では、リスクアセスメントの実施には、SDS が

必要であり、SDS 配布状況の点検要請があります。

厚生労働省作成の SDS 配布状況の確認用パンフ

レットを周知しました。

3.　国際部会
IHC対応WG

平成 27 年 7 月 21 日、22 日に第 37 回 IHC シア

トル会議が開催され、国際整合化プロジェクトお

よびギャップ分析（EIGA と CGA 担当の「アセチ

レン」、JIMGA と AIGA 担当の「特殊ガス」）の進

捗確認を行いました。また 7 月 23 日には医療ガ

スに関する情報交換会を行い、PIC/s の GMP 規

定の要求事項と現実との相違の有無について次回

の IHC 会議までに各国で調査することとなりま

した。

11 月 9 日にはイタリアのローマにて IOMA グ

ローバル委員会が開催され、IHC の整合化プロ

ジェクト、上記 2 件のギャップ分析の進捗、およ

び IHC 広報活動（IOMA BROADCASTER）につい

て確認されました。

国内では基準整合化作業が加速し、JIMGA 産

業ガス部門出版図書のウェブサイトに「国際整合

化文書（参考文書）｣（日本語概要＋英語の原文）

を平成 27 年 12 月末時点で 33 文書を公開してい

ます。また IHC-Doc/17/14「空気液化分離装置の

安全運転指針」については国内法との整合化を図

りながら JIMGA 基準化を進めています。

次回 IHC 会議は東京にて平成 28 年 3 月 8 日～

10 日に、IOMA グローバル委員会会議は 5 月 17

日に米国のフィラデルフィアにて開催されます。

規制改革WG

今年度の取り組み案件は次の 7 件でした。
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① 厚生労働省の国際汎用添加物へのアルゴン追加

②モノシランの毒性ガス分類の再検討

③ 材料曲げ試験での表裏区別の廃止（例示基準の

修正待ち）

④超低温容器の膨張測定試験の廃止

⑤ 医療用酸素容器の定期点検期間の緩和（平成元

年第69号課長通達の修正）

⑥ 在宅酸素用液酸装置の製造届出の要件緩和

⑦容器検査へのAT/UTの適用

8 月に経済産業省より JIMGA 会員を対象とし

て、「ファスト・トラック制度」に対する意見・要

望調査と、12 月に②モノシランの毒性ガス分類

の再検討に関連する「液化ガスと毒性ガスの定義

見直し」調査の依頼がありました。

ファスト・トラック制度は 10 月に要望を提出

し、また直接訪問して要望内容を伝え、意見交換

を行いました。4 月からは制度実施に移行するの

で、運用を注視し適宜対応する計画です。

「液化ガスと毒性ガスの定義見直し」は 1 月 27

日に回答を提出しました。3 月 9 日に経済産業省

の第 10 回高圧ガス小委員会にて方向が決定され

ましたので、引き続き対応します。
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1．保安セミナー

北海道地域本部は、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27年10月26日（月）13:30 ～ 16:00

会　場	: エア・ウォーター㈱　北3条ビル

受講者	: 41名

内　容	: 

①　「SDS（安全データシート）の改訂説明」

　　 JIMGA 環境・安全部会　化学品安全 WG

委員

　　　三好　伸二　氏

②　「ヒヤリハット事例集（労働災害編）の解説」

　　 JIMGA 技術保安部会　安全統計 WG 長

　　　加藤　保宣　氏

冒頭、北海道地域本部曽我部本部長、JIMGA

本部大沼常務執行役員より挨拶をいただきまし

た。曽我部本部長からは「毎年 JIMGA 北海道地

域本部と北海道溶材商業会との共催で保安セミ

ナーを開催している。今後も継続して保安向上

に資する」とのご挨拶があり、大沼常務執行役員

からは、挨拶および山口県小野田市のアセチレン

工場事故についての報告がありました。その後

「SDS の改訂説明」「ヒヤリハット事例集の解説」

を実施しました。北海道地域本部は、継続して

「保安セミナー」を開催し、保安の強化・推進の

啓発活動に努めていきます。

会場の模様

会場の模様

2．JIMGA本部との合同会議

日　時	: 平成27年11月20日（金）15:00 ～ 17:00

会　場	: 札幌全日空ホテル

出席者	: JIMGA本部5名

 北海道地域本部9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

北海道地域本部

曽我部本部長挨拶

大沼常務執行役員挨拶
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は曽我部本部長以下、幹事および事務局の 9 名が

参加し総勢 14 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（広報委員会活動、企

画部会活動、容器 RF タグ運営委員会、EDI 運営

委員会、技術保安部会、環境安全部会、国際部会

の活動報告）の後、北海道地域本部からの活動報

告（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、賦課

金減免対応、亜酸化窒素（シバガス）問題、もの

づくり補助金による RF タグの取り組み、鳥イン

フルエンザ対応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。

間会長挨拶

3．視察会

日　時	: 平成27年12月3日（木）9:30 ～ 18:00

視察先	: 苫小牧共同酸素㈱

 日本CCS調査㈱苫小牧プラント建設現場

参加者	: 20名

内　容	: 

まず平成 27 年 3 月にリニューアル竣工した苫

小牧共同酸素㈱を視察しました。冒頭、苫小牧共

同酸素㈱横山工場長より会社概要、工場の歩み、

製造工程、製造プラント、生産能力・品質につ

いての説明がありました。その後、酸素 PSA と

ASU 設備、製品タンク、出荷ゲート等の現場を視

察しました。

次に苫小牧市内にて実施されている CCS（Carbon 

dioxide Capture and Storage：二酸化炭素の回収・

貯留）実証事業プラントを視察しました。まず、

事務所内にて日本 CCS 調査㈱の紹介、CCS と温

暖化対策、苫小牧 CCS 実証試験と設備について

の説明を受けました。その後、実際に試運転に

入っている現場施設を見学しました。平成 28 年

4 月から 3 年間、本格的な CO2 の圧入計画の予定

です。

日本CCS調査㈱設備概要説明の模様

苫小牧共同酸素㈱現地視察の模様
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１．炭酸ガス保安講習会

日　時	: 平成27年11月6日（金）13:30 ～ 17:00

会　場	: 仙台ガーデンパレス

出席者	: 79名

内　容	: 

①　「炭酸ガスCEの取扱い」

　　JIMGA 炭酸ガス技術 WG 委員 

　　　木村　直彦　氏

②　「低温バルブの構造及び取扱い」

　　共栄バルブ工業㈱ 

　　　磯江　　学　殿

③　「高圧ガスとは」

　　JIMGA 東北地域本部炭酸ガス技術 WG 委員

　　　坂本　宏文　氏

④　「炭酸ガスの取扱い」

　　岩谷産業㈱ 環境保安部 

　　　遠藤　寛之　氏

東北 6 県の炭酸ガス消費者ならびに製造事業所

の従事者の他、保安担当、関係諸官庁の方々に幅

広く参加していただき、炭酸ガス保安講習会を開

催しました。「炭酸ガスの取扱い」では通常目視で

きない炭酸ガスの温度と圧力による状態変化を動

画で説明され、関心を集めていました。また会場

入口には低温バルブ・炭酸ガスサイフォン容器・

LGC 容器等のカットモデルを展示し、分かりや

すいと好評でした。講習終了後にも熱心な受講者

より講師に対し直接質問があり、受講者の関心の

高さがうかがえました。

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 27 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。主に鉄鋼業、

自動車関連業、建設業等の現場で実際高圧ガスを

取り扱う消費者に受講いただき、実際に屋外でア

セチレンの逆火実験を行いました。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、大きな爆発音がしてボールを高く吹き飛ばす

様子等を体験し、爆発音の大きさや威力の大きさ

を体感していただきました。

１回目

日　時	: 平成27年10月14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

受講者	: 43名

東北地域本部

サイフォン容器カットモデル 炭酸ガス保安講習会の模様
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2回目

日　時	: 平成27年10月19日（月）13:15 ～ 16:30

会　場	: 東北職業能力開発大学校

受講者	: 11名

内　容	: 

①　 高圧ガス保安法と最近の高圧ガス事故事例等

について 

②　安全なアセチレン溶接、切断作業について

③　高圧ガスの安全な取扱い方について

消費者向け高圧ガス保安講習会の模様

３．	経済産業大臣表彰受賞及び高圧ガス保安協会

会長表彰受賞

日　時	: 平成27年10月23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 52 回高圧ガス保安全国大会において、東北

地域本部管内から、経済産業大臣表彰の優良販

売業者として、株式会社渡辺酸素殿が受賞され

ました。

高圧ガス保安協会長表彰の優良販売業者とし

て昭和電工ガスプロダクツ株式会社東北支店殿が

受賞されました。

４．東北地域本部統一正副本部長会議

日　時	: 平成28年1月27日（水）10:45 ～ 13:00

場　所	: ホテルメトロポリタン仙台

出席者	: 10名

内　容	: 

平成 28 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とおり挨拶がありました。

「年が明けて申年は株式市場では騒々しい年と

言われておりますが、まさしく原油価格の下落、

日本のみならず世界特に中国市場の株価下落、加

えて気候も異常気象で沖縄にも雪が降るような幕

開けでしたが、次第に折り合いをつけまとまって

いくものと思います。これから JIMGA の活動も

より良いものにしていきたいと思いますのでご協

力をお願いいたします。」

その後、平成 28 年度の合同定時総会、幹事会

等の日程、役員改選、JIMGA 会長表彰候補者推

薦他に関して協議が行われました。

優良販売業者
（㈱渡辺酸素　代表取締役社長

渡辺　弘之　殿）

優良販売業者
（昭和電工ガスプロダクツ㈱

炭酸ガスグループ長
福森　正人　殿）代理受賞

統一正副本部長会議の会議の模様
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１．産業ガス保安セミナー

日　時	: 平成27年10月22日（木）13:30 ～ 16:40

会　場	: 機械振興会館

受講者	: 50名

内　容	: 

①　 ｢高圧ガス販売事業所自己診断指針について

の解説｣

　　　JIMGA技術・保安部会　保安対策WG委員

　　　　菅谷　英仁　氏

②　 ｢平成27年度版、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、対策についての解説｣

　　　JIMGA技術・保安部会　安全統計WG委員

　　　　加藤　保宣　氏

③　｢SDSの改訂に係わる変更内容その他の解説｣

　　　JIMGA技術・保安部会　化学品安全WG委員

　　　　桑野　晃一　氏　

保安セミナーの模様

２．炭酸ガス技術グループ　例会・研修会

日　時	: 平成27年10月15日（木）9:00 ～ 18:00

場　所	: HyTReC

参加者	: 10名

内　容	:   水素エネルギーに関する研究設備の視察

を通して、水素ガスおよび水素設備に関

する知識を深め、超高圧ガスの製造・貯

蔵・消費に関しての保安管理について学

んだ。

	   視察終了後は、炭酸ガス保安講習会にお

ける法令講習のレビューを行った。

研修会の模様

３．	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27年11月5日（木）9:00 ～ 18:00

場　所	: 内之浦宇宙空間観測所

参加者	: 9名

内　容	:   先端・基盤技術の向上と ｢環境｣ と ｢安

全｣ を中心として研究開発を進めている

現場を視察した。

研修会の模様

関東地域本部
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４．溶解アセチレン技術グループ研修会

日　時	: 平成27年11月19日（木）9:00 ～ 18:00

場　所	: トヨタ産業記念館、トヨタ自動車工場視察

参加者	: 12名

内　容	:   産業記念館において我が国でのものづく

りの歴史を通して研究と創造の精神を学

び、トヨタ自動車工場においては、巨大

産業における品質維持管理と安全・保安

管理についての取り組みを学んだ。

研修会参加者

５．炭酸ガス保安講習会

日　時	: 平成27年11月25日（水）13:00 ～ 16:30

会　場	: 大田区産業プラザ PiO

出席者	: 215名

内　容	: 

①　｢高圧ガス保安法の要点｣

　　　元日本エア・リキード㈱　技術本部

　　　　篠田　信義　氏

②　｢炭酸ガス気化器の取扱い｣

　　　㈱千代田精機　技術本部

　　　　後出　明利　殿

③　｢炭酸ガスの取扱い｣

　　　JIMGA関東地域本部

　　　炭酸ガス技術グループ委員

　　　　河原　大宙　氏

６．初級保安講習会

日　時	: 平成28年2月18日（木）14:00 ～ 16:30

会　場	: 機械振興会館

受講者	: 69名

内　容	: 主に若手社員を対象とした保安講習会

①　JIMGA e-ラーニングの紹介

②　高圧ガスの基礎知識

③　高圧ガス保安の基礎

④　高圧ガスの危険性

⑤　高圧ガスの事故事例

初級保安講習会の模様

７．平成28年新年賀詞交歓会

日　時	: 平成28年1月20日（水）17:00 ～ 19:00

会　場	: ホテル JALシティ田町

出席者	: 約200名

内　容	: 

はじめに主催者を代表して田中成和代表地域

本部長が次のとおり挨拶しました。

｢皆様、あけましておめでとうございます。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炭酸ガス保安講習会の模様
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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、9 月の関東・東北豪雨

の大災害、また日本のあちこちで火山（口永良部

島新岳・箱根山・浅間山・阿蘇山）の噴火があり、

自然の脅威にさらされました。海外では各地でテ

ロが頻発し日本人の犠牲者も出てしまいました。

経済界では内外の大手企業で信頼にかかわる

出来事がありました。

明るい話題では、北陸新幹線の金沢延伸、大

村さん・梶田さんのノーベル賞受賞、スポーツ

ではサッカー女子 W カップ準優勝、ラグビー W

カップでの桜ジャパンの歴史的快挙、羽生結弦君

の活躍が忘れられません。

平成 28 年は、3 月 11 日に東日本大震災から 5

年が経過することになります。この記憶を風化さ

せることなく、30 年以内に 70％の確率で起きる

とされている首都直下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・ご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。

今年は 3 月に北海道新幹線の開業、5 月に伊勢

志摩サミットがあり、参議院選挙では 18・19 歳

の若者が投票します。夏にはリオデジャネイロオ

リンピック・パラリンピックが開かれ、日本人選

手の活躍が楽しみです。

年明け早々株式相場の下落など不安定な動き

もありますが、平成 28 年が明るい未来に向けた

第一歩となることをお祈りして新年のご挨拶とさ

せていただきます。｣

続いて、来賓の間邦司 JIMGA 会長が挨拶に

立ち「昨年の世相を漢字一文字で表す今年の漢字

は、『安』だった。我々の業界にとって安全は、事

業の継続のための大前提である。安全の安、安定

供給および品質の安定の意味での安。安心して

使っていただくためにも非常に重要。JIMGA と

しては今年も安全と事故撲滅、保安の確保を第一

に行っていく。会員各位の倍旧のお力添えをいた

だき、経済の発展や社会貢献を果たしていきた

い」と述べました。

その後、医療ガス部門・小池和夫本部長の挨

拶、乾杯のご発声の後、懇談に入りました。出席

された会員の皆様は和やかに歓談され、産業ガ

ス部門梅川明彦副本部長の中締めで散会となり

ました。

田中代表地域本部長挨拶 賀詞交歓会の模様
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１．講習会

（1）第17回炭酸ガス保安講習会

日　時	: 平成27年11月18日（水）13:30 ～ 17:00

会　場	: 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）

出席者	: 128名

主　催	:   JIMGA東海地域本部・愛知県高圧ガス

安全協会

内　容	: 

①　「高圧ガス保安法の要点」

　　JIMGA 東海地域本部

　　炭酸ガス技術グループ委員

　　　小田島秀樹　氏

②　「炭酸ガスの取扱いについて」

　　JIMGA 近畿地域本部

　　水素・炭酸技術グループ委員

　　　大川　晃史　氏

③　「炭酸ガスCEの取扱い」

④　「ヒヤリハット事例（炭酸ガス編）」

　　JIMGA 東海地域本部

　　炭酸ガス技術グループ委員

　　　笹　　友徳　氏

炭酸ガス保安講習会の模様

（2）	平成27年度JIMGA東海・北陸セミナー

日　時	: 平成27年12月8日（火）13:30 ～ 17:00

会　場	: 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）

主　催	: JIMGA東海地域本部・北陸地域本部

受講者	: 60名

内　容	: 

①　「高圧ガス販売事業所自己診断指針（第2刷）」

　　JIMGA　保安対策 WG 長

　　　八幡　剛史　氏

②　「JIMGA安全統計WGの紹介　平成27年度版」

　　JIMGA　安全統計 WG 委員　

　　　細山田　学　氏

③　「SDS改訂についての説明」

　　JIMGA　化学品安全 WG 委員

　　　武内　幸祐　氏

東海・北陸セミナーの模様

東海地域本部
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（3）	 	平成27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28年2月25日（木）14:00 ～ 15:30

会　場	:   オフィスパーク名駅カンファレンスセン

ター

参加者	: 34名

内　容	:   RFタグの更なる普及拡大を目指して

２．防災訓練

（1）	平成27年度岐阜県高圧ガス防災訓練

日　時	: 平成27年9月17日（木）13:00 ～ 16:00

場　所	: 鏡橋大橋北駐車場

主　催	: 岐阜県、岐阜県高圧ガス地域防災協議会

内　容	: 

①　LPガス車載車両事故想定訓練

②　充填所地震発生時の対応想定訓練

　　

（2）	 	平成27年度静岡県高圧ガス・危険物防災訓練

日　時	: 平成27年10月14日（水）13:00 ～ 16:00

場　所	: ユシロ化学工業㈱富士工場

主　催	: 静岡県、静岡県高圧ガス地域防災協議会

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）	平成27年度愛知県高圧ガス移動防災訓練

日　時	: 平成27年10月30日（金）13:00 ～ 16:00

場　所	: 弥富市文化広場　市民グランド

主　催	: 愛知県、愛知県高圧ガス地域防災協議会

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

３．研修会

（1）	 	東海地域本部エアガス技術グループ、水素ガ

ス技術グループ合同見学研修会

日　時	: 平成27年10月15日（木）13:00 ～ 17:00

場　所	: 福岡市水素関連施設

参加者	: 11名

内　容	: 

①　 福岡県庁で「福岡水素エネルギー戦略会議の

取組」の聴講

②　福岡市中部水処理センター見学

　 ～下水バイオ原料による水素創エネ技術の実

証事業見学～

福岡市中部水処理センター見学研修会参加者

 

水素ステーション
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（2）	東海地域本部アセチレン技術WG見学研修会

日　時	: 平成27年11月5日（木）13:00 ～ 17:00

場　所	: デンカ㈱青海工場

参加者	: 8名

内　容	: 

①　原石鉱山採掘場の見学

②　 カーバイド電炉までの一連のカーバイド製造

工程の見学

デンカ㈱青海工場原石鉱山の見学参加者

４．保安大会

第29回中部高圧ガス保安大会

日　時	: 平成27年11月16日（月）14:00 ～ 17:30

場　所	: 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　中部近畿産業保安部長表彰式

②　祝賀会

５．平成28年新春賀詞交歓会

日　時	: 平成28年1月5日（火）15:00 ～ 17:00

場　所	: 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	: 

東海地域本部山田代表本部長が来賓として新

年の挨拶を行いました。

賀詞交歓会の模様
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１．高圧ガス消費者保安講習会

日　時	: 平成27年11月2日（月）13:30 ～ 16:30

会　場	: 福井県中小企業産業大学校

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	: 74名

内　容	: 

①　「高圧ガス保安法・自主保安」

　　福井県安全環境部危機対策・防災課

　　消防保安グループ　企画主査　

　　　岸本　昌代　殿

②　「ガスの組成・安全な取扱い」

　　JIMGA 東海地域本部　技術部会委員

　　　荻上　　仁　氏

③　「設備の構造・保安管理」

　　JIMGA　充てん技術 WG 委員

　　　浜本　聖隆　氏

谷屋本部長挨拶（要旨）

本日はお忙しい中、高圧ガス消費者保安講習

会を受講いただきありがとうございます。皆様に

は日頃より高圧ガスをご使用いただくともに、そ

の安全に対して格別のご配慮をいただいており、

この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。ま

た、本講習会の開催にあたりまして、多大なご協

力をいただきました福井県安全環境部危機対策・

防災課消防保安グループ様に厚くお礼を申し上げ

ます。

さて、最近の高圧ガスに関する事故発生状況

について申し上げますと、平成 27 年 1 月から 2

月までの集計では高圧ガス事故は 102 件で前年同

期 129 件に比べますと 20% 減となります。大幅

ダウンとなります。1 月から 2 月までの事故の内

容を見ますと、災害事故は 48 件で原因には設計

不良 7 件、誤操作・誤判断によるもの 7 件、締結

管理不良 4 件の順になっています。高圧ガスに関

する事故を防止するためには、皆様方のガスや機

器に対するご理解と安全へのご協力が不可欠であ

ると思っております。

また、「容器の喪失・盗難」が 54 件を占めてお

ります。これについては容器が海外へ持ち出され

たり、金庫の破壊・テロなどに使用される危険性

があり、保管に充分注意していただく必要があり

ます。

事故を起こさないためには、設備の維持管理

と関係者の保安に対する意識が重要であると思っ

ております。本日の講習が皆様の事業所の保安の

一助になることを祈念して、私のご挨拶に代えさ

せていただきます。

谷屋本部長挨拶

講習会の模様

北陸地域本部



産業ガスレポート vol.34 産業ガスレポート vol.34 42

地域本部の活動報告

２．工場研修会

日　程	: 平成27年11月20日（金）～ 21日（土）

場　所	: ㈱ネリキ神戸工場　バルブ製造工場見学

主催者	: JIMGA北陸地域本部

参加者	: 19名

研修会参加者

３．平成27年JIMGA東海・北陸セミナー

日　程	: 平成27年12月8日（火）13:30 ～ 17:00

会　場	: 愛知県産業労働センター

主　催	: JIMGA東海地域本部・北陸地域本部

内　容	: 

①　「高圧ガス販売事業所自己診断指針 （第2刷）」

　　JIMGA　保安対策 WG 長　

　　　八幡　剛史　氏

②　「JIMGA安全統計WGの紹介　平成27年度版」

　　JIMGA　安全統計 WG 委員

　　　細山田　学　氏

③　「SDS改訂について説明」

　　JIMGA　化学品安全 WG 委員

　　　武内　幸祐　氏

４．平成28年新年互礼会

日　時	: 平成28年1月14日（木）15:00 ～ 17:00

会　場	: 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	: 144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。皆

様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこ

とと、お慶び申し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、アベノミクス

による経済成長戦略が拡大され、金融政策あるい

は財政出動による、超円高という為替水準の是

正、さらに株高で一部産業では、景気は顕著に回

復して来ました。

しかしながら、8 月に発表された中国経済の減

速、過剰設備、人民元の切り下げや、LP ガスや

原油安をはじめとする資源価格の下落、そして、

12 月の FRB のゼロ金利解除決定の影響など、不

透明感が強くあります。北陸新幹線の金沢までの

開業により、関東圏との地域交流が盛んになり観

光や商業で恩恵を受けている業界もありますが、

ガス需要が増える状況にはなっておりません。

一方で、2020 年の東京オリンピックに向けて、

ようやく新国立競技場のデザインも決まり、オリ

ンピック需要が早く我々の業界にも恩恵を与えて

くれることを期待したいと思っております。

JIMGA の活動の基本は「自主保安」であると会

長が、発信されています。北陸地域本部の活動と

して、産業部門では、本部が推進する四つの課題

の中でも特に「保安の一層の強化推進」「RF タグ

の普及推進と容器保安の確保」について、これま

で以上に保安活動を推進していくことが求められ

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

おらず、この対応としての「商慣習の改善」「容

器管理の徹底」「RF タグの普及」等の対応には、

溶材組合の皆様との連携が不可欠だと思っており

ます。

医療ガス部門では、「医療事故の防止」「法規制

への対応」「MGR 制度の充実と公的地位の向上」

「災害時医療ガス供給協定の充実促進」に、引き

続き取り組んでまいります。また医療従事者向け
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の「草の根講習会」を開催し、医療ガスによる健

康被害や、医療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指し、関係者への周

知を実施してまいります。MGR の更新時講習も

昨年に引き続き、本部のご協力をいただき、北陸

で開催することが決定しておりますので、関係者

のご参加にご配慮をお願いいたします。一方、薬

価に目を向けますと、来期（28 年度）は薬価改定

の年にあたり、ジェネリックまでも薬価引き下げ

という、厳しい報道がなされており、我々の商材

にも影響が出ると思われます。このような変化に

対応すべく、今後とも会員の皆様のご指導とご支

援を賜りますよう、お願い申し上げます。

最後に、本日お集まりの皆様のご健勝とご活

躍を、ご祈念申し上げて、ご挨拶に代えさせてい

ただきます。

谷屋本部長挨拶

新年互礼会の模様
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１．活動報告（近畿地域本部主催）

（1）水素・炭酸技術グループ会議

日　時	: 平成27年6月24日（水）14:00 ～ 15:00

会　場	: 大阪会館

内　容	: 第17回炭酸ガス保安講習会打合せ

　

（2）エアガス・アセチレン技術グループ会議

日　時	: 平成27年6月26日（金）16:00 ～ 17:00

会　場	: 大阪会館

内　容	: 工場見学会打合せ 

（3）RFタグ推進部会会議

日　時	: 平成27年7月23日（木）14:00 ～ 15:00

会　場	: コンファレンス大阪御堂筋

内　容	: 本部運営委員会状況報告

（4）兵庫RFタグ説明会

日　時	: 平成27年7月30日（木）13:30 ～ 16:30

会　場	: 兵庫県中央労働センター

内　容	: RFタグ容器管理の展開状況について

（5）工場見学会

日　時	: 平成27年9月15日（火）13:00 ～ 15:00

会　場	: ヤマト産業㈱本社工場

人　数	: 12名

内　容	:   圧力調整器等の加工工程実作業の見学、

水素関連PRの説明

（6）合同幹事会

日　時	: 平成27年10月2日（金）15:00 ～ 18:30

会　場	: 大阪会館

人　数	: 21名

内　容	:   本部動向報告、地域本部活動報告、意見

交換

（7）第17回炭酸ガス保安講習会

日　時	: 平成27年11月11日（水）13:00 ～ 17:00

会　場	: コンファレンス大阪御堂筋

出席者	: 104名

内　容	: 

①　「高圧ガス保安法要点」

②　「高圧ガス事故事例」

　　　JIMGA近畿地域本部 

　　　水素・炭酸技術グループ委員

　　　　内田　　睦　氏　　　

③　「液化炭酸ガスのCEの取扱い」

④　「液化炭酸ガスの取扱い」

⑤　「JIMGA e-ラーニングの紹介」

　　　JIMGA近畿地域本部 

　　　水素・炭酸技術グループ委員

　　　　大川　晃史　氏

炭酸ガス保安講習会　神﨑本部長挨拶

炭酸ガス保安講習会　講習風景

近畿地域本部
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（8）本部動向報告会

日　時	: 平成27年12月1日（火）10:30 ～ 12:00

会　場	: 大阪科学技術センター

人　数	: 21名

内　容	: 動向報告、意見交換

２．活動報告（他保安団体との交流）

（1）消費者保安講習会

日　時	: 平成27年8月5日（水）13:30 ～ 16:30

会　場	: 天六マロニエホール

主　催	: 一般社団法人大阪府高圧ガス安全協会

内　容	: 

①　超低温液化ガスの性質と取扱いについて

②　LPガスの性質と工場消費について

③　酸素・アセチレンの性質と工場消費について

（2）保安・経済講習会

日　時	: 平成27年9月17日（木）13:30 ～ 16:30

会　場	: 京都工業会館

主　催	: 京都府高圧ガス溶材組合

内　容	: 

①　高圧ガスの取扱い

②　水素エネルギー社会の実現に向けて

（3）大阪府高圧ガス防災訓練

日　時	: 平成27年10月7日（水）13:30 ～ 15:40

場　所	: 神崎川河川敷

主　催	: 大阪府、大阪府高圧ガス地域防災協議会

内　容	: 

①　AED操作指導

②　 アセチレンガス、アンモニア、LPガス漏洩

時の応急処置訓練

③　 支燃性ガス、特殊材料ガス、LPガス、水素

ガス、燃焼実験

（4）兵庫県高圧ガス大会

日　時	: 平成27年10月20日（火）13:30 ～ 15:00

会　場	: 兵庫県公館

（5）大阪府高圧ガス保安大会

日　時	: 平成27年10月28日（水）14:00 ～ 18:30

会　場	: 天王寺都ホテル

内　容	: 保安表彰等

（6）近畿高圧ガス保安大会

日　時	: 平成27年11月18日（水）11:00 ～ 18:30

会　場	: KKRホテル大阪

内　容	: 保安表彰等

（7）兵庫県高圧ガス協同組合賀詞交歓会

日　時	: 平成28年1月7日（木）17:30 ～ 19:30

会　場	: ANAクラウンプラザホテル神戸

３．新年交礼会

日　時	: 平成27年1月6日（水）18:00 ～ 20:00

会　場	: スイスホテル南海大阪

出席者	: 340名

開会挨拶	:  大阪高圧ガス熔材協同組合

	 	 　吉田理事長　殿

来賓祝辞	:  経産産業省中部近畿産業保安監督部

	 　　　	 近畿支部　武田保安課長　殿

乾　　杯	: 高圧ガス保安協会　

	 	 近畿支部　森口事務局長　殿

中 締 め	: JIMGA近畿地域本部　神﨑本部長

新年交礼会の模様
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１．高圧ガス保安法令講習会

日　時	: 平成27年10月22日（木）13:00 ～ 16:30

会　場	: YICスタジオ

受講者	: 50名

後　援	: 中国四国産業保安監督部、山口県

内　容	: 

高圧ガス保安活動促進週間の行事の一環とし

て JIMGA 中国地域本部が会員に実施している講

習会で、今年は山口市で開催しました。

（1）法令講習

①　「最近の高圧ガス保安行政について」

　　経済産業省中国四国産業保安監督部保安係長

　　　坂井登志夫　殿

②　「広島県内の産業ガス事故について」

　　山口県総務部消防保安課主査　　　

　　　小松　　靖　殿

（2）特別講演

　「ゴルフを通して心を学ぶ」

　　プロゴルファー

　　　重信　秀人　殿

２．平成27年度中国地域高圧ガス保安大会

日　時	: 平成27年11月11日（水）13:30 ～ 18:00

会　場	: メルパルク広島

出席者	: 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	:   JIMGA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

意識の普及向上を推進し、自主保安を確保し高圧

ガスによる災害防止することを目的に毎年秋に保

安大会を開催しています。

①　高圧ガス保安中国四国産業保安監督部長表彰式

②　高圧ガス保安協会中国支部長表彰式

③　記念講演会

　 「防災・減災のための製造事業所のリスクマ

ネジメント」

　　京都大学経営管理大学院教授

　　　小林　潔司　殿

３．	平成27年度岡山県高圧ガス消費者講習会

日　時	: 平成27年11月12日（木）13:30 ～ 16:30

会　場	: 岡山ふれあいセンター

受講者	: 160名

主　催	: 岡山県高圧ガス協議会

中国地域本部

法令講習の模様

床本本部長挨拶
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内　容	: 

岡山県高圧ガス協議会が 8 年前から毎年開催し

ている高圧ガス消費者講習会にこの度、JIMGA

中国地域本部に講演の依頼があり、講師を派遣し

ました。

主催者挨拶	: 

岡山県高圧ガス協議会理事長    

　山本　敬史　殿

来賓ご挨拶	: 

岡山県消防保安課総括副参事         

　大田　　修　殿

岡山県消防会 岡山市消防局審議監    

　守谷宏太郎　殿

講　義	: 

①　「高圧ガス保安法・高圧ガスの基礎知識について」

　　JIMGA 常務執行役員            

　　　大沼　倫晃　氏

②　「高圧ガスの消費・移動・事故事例について」

　　岩谷瓦斯㈱水島工場長          

　　　中村　博史　氏

消費者講習会の模様

４．	平成27年度	山口県高圧ガス移動に係る防災

訓練＜山口県保安対策委託事業＞

日　時	: 平成27年11月16日（月）13:30 ～ 15:30

場　所	: 恩田運動公園

参加者	: 200名

主　催	:   山口県高圧ガス保安協会、宇部・小野田地

区特別防災区域協保安防災協議会、山口県

後　援	: 山口労働局、KHK中国支部

協　力	:   宇部・山陽小野田消防局、山口県宇部警

察署、山口県宇部健康福祉センター、

	   （一社）山口県LPガス協会、（一社）山口

県トラック協会

内　容	: 

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

護具等の装置、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

訓練が行われました。

アンモニアローリ漏洩防災訓練

アセチレンガス容器火災消火訓練

５．交通規制訓練

日　時	: 平成27年11月20日（金）13:30 ～ 15:30

場　所	:   与島パーキングエリア（瀬戸中央自動車

道路）

参加者	: 130名

主　催	: 岡山県警察本部・香川県警察本部

参加者	:   岡山県・香川県・JIMGA中国地域本部・
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JIMGA四国地域本部・中国電力㈱・四

国電力㈱・岡山ガス㈱・四国ガス㈱・本

四高速㈱、他

内　容	: 

「南海トラフを震源とするマグニチュード 9.1 の

地震が発生し、震度 6 強の揺れで大規模災害が発

生」の想定で、瀬戸中央自動車道を救援車両が優

先される緊急交通路に指定するための路上障害物

排除訓練と、緊急時の車両通行許可標章を交付す

る緊急通行車両確認手続き訓練が行われました。

開会式の模様

緊急通行車両標章交付手続きの模様

６．第17回	炭酸ガス保安講習会

日　時	: 平成27年11月27日（金）13:00 ～ 16:30

会　場	: 広成ビル

出席者	: 126名

後　援	:  中国四国産業保安監督部、KHK中国支部

臨　席	:   広島県危機管理監消防保安課、山口県総

務部消防保安課

内　容	: 

炭酸ガス従事者向けに保安意識の普及向上を

推進し、自主保安を確保し、高圧ガスによる災害

防止することを目的として 3 年毎に全国開催して

いる保安講習会です。

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　　

産業保安職

　　　藤井　俊行　殿

②　「炭酸ガス気化器について」

　　㈱千代田精機 技術部　次長

　　　後出　明利　殿

③　「高圧ガス保安法の要点」

④　「炭酸ガスの取扱いについて」

⑤　「JIMGA e-ラーニングについて」

　　JIMGA中国地域本部 炭酸ガス技術WG委員

　　　小林　　統　氏

本部長挨拶（小林靖昌ＷＧ長が代読）

炭酸ガス保安講習会の模様
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７．	平成28年	中国地区高圧ガス関係団体合同新

春互礼会

日　時	: 平成28年1月8日（金）11:00 ～ 13:00

会　場	: ANAクラウンプラザホテル広島

出席者	: 197名

主　催	: 高圧ガス保安協会 中国支部

共　催	:   JIMGA中国地域本部、中国高圧ガス容

器管理委員会、中国地区高圧ガス地域防

災連合会、中国地区LPガス協会連合会

	   中国冷凍設備保安協会連合会、日本コ

ミュニティーガス協会 中国支部

内　容	: 

中国地区の高圧ガス関係 7 団体の合同新春互

礼会が盛大に開催され、来賓挨拶の後、中国地

区 LP ガス協会連合会 河尻会長の祝杯で開会、

JIMGA 中国地域本部 柳田代表本部長の中締めで

閉会しました。

主催者挨拶	: KHK中国支部長 松永　茂樹　殿

来賓挨拶	: 経済産業省中国四国産業保安監督部長

	 	  栗原　晃雄　殿

	 	  広島県危機管理監 土井　　司　殿

他の来賓・共催団体の代表者紹介（関係者のみ記載）

JIMGA 中国地域本部本部長 柳田　裕久　氏

中国高圧ガス容器管理委員会会長

 藤井　基博　氏

中国地区高圧ガス地域防災連合会会長　 

 中村　静男　氏

松永KHK中国支部長挨拶

柳田JIMGA中国地域本部長の中締め模様

８．産業ガス保安セミナー

日　時	: 平成28年2月18日（木）13:00 ～ 16:30

会　場	: RCC文化センター

受講者	: 49名

後　援	: 経済産業省中国四国産業保安監督部

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産業保安職　   

　　　藤井　俊行　殿

②　「ヒヤリハット事故事例（労働災害編）」

　　JIMGA 技術・保安部会 保安対策 WG 委員 

　　　矢内　敏彦　氏

③　「産業・医療ガスの臭気判定について」

　　JIMGA技術・保安部会 充てん技術WG委員 

　　　小林　　篤　氏

④　「JIMGA e-ラーニングの紹介」

　　JIMGA 常務執行役員　徳冨栄一郎　氏

産業ガス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27年度地域懇談会

日　時	: 平成27年9月10日（木）16:00 ～ 18:00

場　所	: 高松国際ホテル

出席者	: 協会本部5名、四国地域本部13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27年12月3日（木）16:00 ～ 17:00

場　所	: 四国地域本部

出席者	: 7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27年9月17日（木）12:00 ～ 14:00

場　所	: 四国地域本部

出席者	: 15名

議　題	: 高圧ガス保安講習会、企業研修会、報告事項

（4）長期停滞容器回収推進WG

第１回

日　時	: 平成27年6月19日（金）14:00 ～ 15:00

場　所	: 高松国際ホテル

議　題	:   平成27年度長期停滞容器の回収推進活

動について

第２回

日　時	: 平成27年11月26日（木）12:00 ～ 13:50

場　所	: ホテルパールガーデン

議　題	: 容器管理指針、長期停滞容器回収推進

（5）第14回高圧ガス保安講習会

日　時	: 平成27年10月16日（金）13:00 ～ 16:10

場　所	: オークラホテル丸亀

受講者	: 50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、香川県、香川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の動向について」

　　　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　「炭酸ガスの正しい取扱いについて」

　　　四国岩谷産業㈱　　　　　　　　　　　　

　　　　宇喜多和秀　氏

③　「高圧ガス事故事例」

　　　JIMGA技術・保安部会 保安対策WG委員 

　　　　矢内　敏彦　氏

大橋副本部長挨拶

（5）企業研修会

日　程	: 平成27年11月18日（水）～ 19日（木）

研修先	:  ①理化学研究所SPring-8

	 　　 ② 新コスモス電機㈱コスモスセンサーセンター

参加者	: 12名（産業ガス部門・医療ガス部門合同）

四国地域本部
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研修会参加者

２．関係団体への行事参加

（1）平成27年度高圧ガス防災訓練

日　時	: 平成27年10月14日（水）14:00 ～ 16:00

場　所	: 香川県消防学校

参加者	: 約160名

主　催	: 香川県・香川県高圧ガス防災協議会

後　援	: 高圧ガス保安協会

内　容	: 

①　 LPガスタンクローリー交通事故による漏え

い事故処理訓練

②　液化酸素燃焼実験

③　 LPガス容器積載車両交通事故による漏えい

事故処理訓練

④　水素ガス燃焼比較実験

⑤　 LNGタンクローリー交通事故による漏えい事

故処理訓練　他

（2）平成27年度香川県高圧ガス保安大会

日　時	: 平成27年10月21日（水）14:00 ～ 16:30

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　優良製造保安責任者

　　　高松帝酸㈱　　 　木村　文人　殿

②　一般社団法人香川県LPガス協会長表彰　

　　保安功労者

　　　四国岩谷産業㈱　　　 宇喜多和秀　殿

③　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㈱ 庄野　元樹　殿

記念講演	: 「三菱化学㈱坂出事業所における

　　　　保安への取り組みについて」

　　　　三菱化学株式会社坂出事業所

　　　　RC 推進部長　 蒲田　　篤　殿

（3）	平成27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27年10月27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

開会式 水素ガス燃焼比較実験
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表　彰	: 徳島県一般高圧ガス保安協会長表彰

①　優良保安監督者

　　　四国大陽日酸㈱ 　　　笠谷　武司　殿

②　優良従業員

　　　四国大陽日酸㈱　　　 岸田　光生　殿

　　　四国大陽日酸㈱　　　 貞野　雅俊　殿

　　　北島酸素㈱　 　新宮千絵子　殿

記念講演	: 「私たちが住んでいる土地と災害　　

　　　　　－自然災害と地図の役割－」

　　　　　国土地理院四国地方測量部

　　　　　防災情報管理官　　 千葉　浩三　殿

（4）平成27年度四国地方高圧ガス保安大会

日　時	: 平成27年11月13日（金）13:00 ～ 16:30

場　所	: リーガホテルゼスト高松

主　催	:   高圧ガス保安協会四国支部、徳島県一般

高圧ガス保安協会、香川県一般高圧ガス

保安協会、愛媛県高圧ガス保安協会、特

定非営利活動法人高知県高圧ガス保安

協会、（一社）徳島県エルピーガス協会、

（一社）香川県LPガス協会、（一社）愛媛

県LPガス協会、（一社）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27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

　　　優良製造所

　　 　大和酸素工業㈱東温工場　殿

②　 記念講演会「都市と移動～公共交通で都市を

楽しむ」

　　高松琴平電気鉄道㈱　代表取締役社長　

 　真鍋　康正　殿
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１．活動報告

（1）産業ガス保安セミナー

日　時	: 平成27年9月18日（金）13:30 ～ 17:00

場　所	: 福岡県中小企業振興センター

参加者	: 54名

内　容	: 

①　「カードル自主技術指針（初版）解説」

②　「JIMGAにおける保安・安全についての解説」

③　「SDSの改定について」

（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27年10月１日（木）～ 11月30日（月）

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123件、消費事業所680件

内　容	:   JIMGA九州地域本部が九州産業保安監

督部並びに那覇産業保安監督事務所の後

援をいただき、例年実施。

（3）	産業ガス部門・医療ガス部門合同幹事会及び

間会長巡回会議

日　時	: 平成27年10月16日（金）13:00 ～ 16:00

場　所	: 博多都ホテル

内　容	:   平成27年度上期活動報告、下期活動計

画等、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

　

（4）炭酸ガス保安講習会

日　時	: 平成27年11月19日（木）13:00 ～ 16:30

場　所	: 福岡県中小企業振興センター

後　援	:   九州産業保安監督部、那覇産業保安監督

事務所

出席者	: 97名

内　容	: 

①　「 高圧ガス保安法について」

　　　九州産業保安監督部

　　　　栗原　敦彦　殿

②　「 炭酸ガスの取り扱いについて」

　　　JIMGA九州地域本部 炭酸ガス技術WG委員

　　　　森　宏太郎　氏

③　 「CEの保安と関係基準について」

　　　JIMGA九州地域本部 炭酸ガス技術WG委員

　　　田中　伸一　氏

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27年8月31日（月）13:30 ～ 16:30

場　所	: アクロス福岡

内　容	: 講演

①　「水素エネルギー社会の実現に向けて」

　　　福岡県商工部　新産業振興課

②　「最近の重大事故とリスクアセスメント」

　　　東京工業大学名誉教授　小林　英男　殿

（2）第46回九州地区高圧ガス大会	

日　時	: 平成27年11月20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27年度九州産業保安監督部長表彰　他

②　 記念公演：「関家具流人材活用法老いも若き

も女性も輝く経営で躍進を」

　　㈱関家具　代表取締役社長　関　　文彦　殿

３．平成28年賀詞交歓会

日　時	: 平成28年1月6日（水）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

九州地域本部



産業ガスレポート vol.34 産業ガスレポート vol.34 54

地域本部の活動報告

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	: 225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）栗下代表地域本部長　主催者代表挨拶（要旨）

皆様、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・活動に対し多大

なご協力をいただき厚く御礼申し上げます。また

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。

さて、景気につきましては昨年夏前頃から設

備投資が上向き始めました。補助金や税の優遇

など公的制度の後押しもあったものと思います

が、皆様におかれましては規模の大小はあれ、機

器装置ほか設備関連の商談が目立った年であった

と思います。これは今年も続くだろうと言われて

おり、来年の消費税増税前の駆け込み需要とも相

まって、さらに需要は膨らむものと言うのが大筋

の見方でございます。

一方、産業ガスはと言うと昨年の出荷量の見

込みは一昨年と比べて横ばいと言われています。

実際ガスの出荷量だけで言うと「良くもなく、悪

くもなく」と言ったところが実感と思います。で

は今年はとなりますと、政府は今年の実質成長率

を 1.7％としており、それに期待するしかありま

せんが概してほぼ横ばい、微増程度の見方がで

き、すなわちここ 2 ～ 3 年は大きな変動がない見

込みとなります。これを現状は多少でものりしろ

を持った踊り場と見るか、ほとんど余裕のないレ

ベルを何とか維持できていると見るか、その辺は

ご意見が分かれるところであろうと思います。

中国をはじめ新興国の失速やアメリカの金利

引き上げ、中東問題などがいつどれくらい環境を

変えてしまうのか。いずれにしましても成長に期

待する半面、潮目の変化に対する準備も必要な年

になるのではないかと思っています。

もう 1 点保安についてお話させていただきま

す。昨年も山口県で大規模な災害がありましたが

全国的にもさまざまな事故が後を絶ちません。ま

た昨年は自然災害も多く、集中豪雨による土砂や

河川の災害、火山活動による警戒レベルの引き上

げもあり、各地で避難勧告、避難命令が多く発令

されました。

平事であれ、有事であれ我々 3 団体が果たす

べき使命は非常に大きいものがございます。昨年

も各種講習会をはじめ保安活動に取り組んでまい

りましたが今年も更に、特に実務の皆様のレベル

アップを主眼に活動を展開していきたいと考えて

おりますので、皆様方におかれましては引き続き

本年もご支援、ご協力を賜りますようお願い申し

上げます。

最後になりますが今年 1 年が業界全体にとって

安全、安泰な年となることと、会員各社様のご興

盛と本日ご参集賜りました皆々様方のご健勝、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。

（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27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泉氏

より目録贈呈

①　JIMGA協会表彰

　　　安全賞　 鹿児島オキシトン㈱　殿
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②　九州産業保安監督部長表彰

　　　優良製造所　　 宮崎酸素㈱　殿

　　　 優良製造保安責任者等　　

　　　　熊本酸素㈱ 一安　裕幸　殿

③　高圧ガス保安協会会長表彰

　　　保安功労者

　　　　㈱大同商会 大坪　彰治　殿

　　　 　サツマ酸素工業㈱ 　内村　武志　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　氏

岩切医療ガス部門本部長乾杯挨拶 賀詞交歓会の模様

栗下代表地域本部長挨拶 岡島九州産業保安監督部長来賓挨拶

［お詫びと訂正］

平成27年9月発行の「2015年秋号Vol.33」において誤りがありました。
地域本部の活動報告 中国地域本部（p104）
炭酸ガス技術WG

【誤】ＷＧ長　小林　靖昌 日本液炭㈱　中四国支社 技術サービス課長
【正】ＷＧ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）

関係者各位にご迷惑をおかけしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。
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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 1,146 1,173 1,191 1,105 1,243 1,181 1,295 1,004 1,086 1,142 1,074 1,175 

販　売 1,981 1,976 2,133 2,095 1,931 2,051 1,995 2,017 1,781 1,934 1,811 1,862 

東　北 生　産 4,798 4,301 4,577 4,197 4,765 4,705 4,361 4,345 4,438 4,836 4,622 3,958 

販　売 9,784 9,535 10,510 10,655 11,181 9,648 10,968 10,329 9,945 10,738 10,381 10,414 

関　東 生　産 38,716 35,997 36,410 35,085 34,105 29,880 35,756 33,657 36,849 36,232 36,739 37,617 

販　売 40,859 41,201 40,747 40,764 38,542 33,952 37,493 37,818 36,917 38,853 36,762 37,248 

東　海 生　産 23,777 25,251 25,858 22,352 25,920 25,185 24,444 23,908 25,269 26,106 25,977 25,450 

販　売 29,044 26,559 28,212 26,142 28,353 28,727 26,735 25,398 27,793 28,556 28,662 27,578 

近　畿 生　産 19,423 22,410 23,618 22,813 20,630 21,773 18,364 21,660 20,484 21,794 21,325 21,740 

販　売 32,005 26,416 26,235 25,386 27,646 25,621 23,174 24,530 23,668 24,174 23,556 23,471 

中　国 生　産 15,566 14,931 17,334 14,982 14,650 16,552 17,285 17,065 15,622 14,500 14,113 16,113 

販　売 14,477 17,093 18,331 17,420 17,022 18,744 18,426 17,145 15,474 13,619 15,148 17,462 

四　国 生　産 1,060 961 1,104 501 996 1,016 1,799 1,590 1,638 1,603 1,588 1,931 

販　売 2,688 2,520 2,698 2,772 2,357 2,525 2,796 2,438 2,648 2,817 2,747 3,010 

九　州 生　産 12,463 12,034 11,567 12,708 11,723 11,409 12,623 12,454 13,271 12,465 11,690 12,962 

販　売 13,331 13,324 12,575 13,934 14,061 13,838 13,922 13,475 14,843 13,516 13,922 14,754 

合　計 生　産 116,949 117,058 121,659 113,743 114,032 111,701 115,927 115,683 118,657 118,678 117,128 120,946 

販　売 144,169 138,624 141,441 139,168 141,093 135,106 135,509 133,150 133,069 134,207 132,989 135,799 

2015年１月～12月　地区別酸素生産・販売実績表

2015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 2,725 2,604 2,620 2,440 2,756 2,695 2,734 3,827 3,545 2,682 2,656 2,599 

販　売 4,264 3,991 4,369 4,236 3,940 4,509 4,390 6,010 5,606 4,173 4,734 3,931 

東　北 生　産 9,792 9,780 10,552 9,640 11,398 12,040 11,618 12,205 11,148 11,651 11,931 10,291 

販　売 15,065 15,090 16,080 15,652 15,641 18,292 18,487 17,216 16,771 17,575 17,617 16,975 

関　東 生　産 125,910 124,329 134,686 126,522 124,858 131,942 131,948 126,583 128,434 128,809 126,888 127,769 

販　売 136,705 133,488 144,956 140,444 135,924 146,617 135,327 129,066 127,836 134,941 132,833 131,534 

東　海 生　産 38,907 38,269 41,311 39,515 33,494 37,648 41,453 37,239 39,216 42,279 41,307 37,196 

販　売 61,890 62,806 66,260 64,328 58,516 65,588 61,216 56,208 61,287 62,549 61,363 57,343 

近　畿 生　産 35,242 39,913 43,419 42,421 42,052 43,915 38,258 41,609 37,625 42,419 42,935 41,923 

販　売 55,929 53,551 55,128 56,073 54,163 59,481 60,117 54,157 56,746 57,585 54,756 55,001 

中　国 生　産 33,480 31,836 36,719 34,654 34,876 32,179 34,199 33,663 35,237 34,825 31,836 34,079 

販　売 47,855 44,261 47,961 46,892 45,365 49,636 49,074 46,300 50,096 54,611 48,123 49,172 

四　国 生　産 6,497 7,715 12,607 7,924 8,392 7,135 9,634 9,163 9,069 7,509 8,359 9,572 

販　売 8,644 7,733 8,221 8,553 8,294 7,289 9,111 8,491 9,280 7,837 9,139 10,037 

九　州 生　産 22,172 20,320 23,177 16,735 23,767 23,508 22,694 25,169 24,357 25,072 20,831 20,643 

販　売 22,050 20,370 23,659 22,024 22,978 24,214 22,971 22,916 26,204 23,596 22,378 21,372 

合　計 生　産 274,725 274,766 305,091 279,851 281,593 291,062 292,538 289,458 288,631 295,246 286,743 284,072 

販　売 352,402 341,290 366,634 358,202 344,821 375,626 360,693 340,364 353,826 362,867 350,943 345,365 

2015年１月～12月　地区別窒素生産・販売実績表

2015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 311 306 305 305 244 306 325 303 312 291 294 278 

販　売 278 277 269 271 205 267 279 268 271 265 253 256 

東　北 生　産 307 280 324 293 299 308 318 306 287 324 311 261 

販　売 1,638 1,398 1,556 1,545 1,463 1,582 1,563 1,492 1,743 1,653 1,723 1,778 

関　東 生　産 4,644 4,495 5,009 4,504 4,477 4,713 4,906 4,549 4,671 4,997 4,840 4,853 

販　売 3,981 4,078 4,269 4,165 3,866 4,216 4,221 3,636 4,042 4,110 3,993 4,015 

東　海 生　産 3,767 3,741 4,188 3,667 3,943 3,748 3,895 3,608 3,749 4,051 3,423 3,719 

販　売 3,439 3,777 4,004 3,713 3,380 3,877 3,951 3,283 3,643 3,799 3,721 3,655 

近　畿 生　産 3,826 3,701 4,072 3,901 3,904 3,726 3,845 3,671 3,727 4,025 3,778 3,842 

販　売 2,617 2,758 2,794 2,675 2,526 2,832 2,772 2,927 2,695 2,621 2,538 2,690 

中　国 生　産 2,295 2,247 2,492 2,433 2,215 2,593 2,798 2,671 2,482 2,750 2,596 2,748 

販　売 1,024 1,012 1,045 1,025 807 1,094 1,073 958 1,060 986 994 1,066 

四　国 生　産 57 53 59 25 57 69 194 189 185 148 147 199 

販　売 482 476 483 452 461 484 496 432 466 407 404 421 

九　州 生　産 1,274 1,230 1,378 1,166 1,263 1,258 1,166 1,219 1,185 1,307 1,118 1,257 

販　売 1,916 1,928 2,099 1,815 1,894 1,941 1,938 1,828 1,952 2,006 1,806 1,997 

合　計 生　産 16,481 16,053 17,827 16,294 16,402 16,721 17,447 16,516 16,598 17,893 16,507 17,157 

販　売 15,375 15,704 16,519 15,661 14,602 16,293 16,293 14,824 15,872 15,847 15,432 15,878 

2015年１月～12月　地区別アルゴン生産・販売実績表

2015年１月～12月　アルゴン生産量＆一般販売実績推移グラフ

16,481 16,481 16,053 16,053 

17,827 17,827 

16,294 16,294 16,402 16,402 16,721 16,721 
17,447 17,447 

16,516 16,516 16,598 16,598 

17,893 17,893 

16,507 16,507 
17,157 17,157 

15,375 15,375 15,704 15,704 

16,519 16,519 

15,661 15,661 

14,602 14,602 

16,293 16,293 16,293 16,293 

14,824 14,824 

15,872 15,872 15,847 15,847 
15,432 15,432 

15,878 15,878 

14,700 14,700 15,042 15,042 
15,826 15,826 

14,954 14,954 

13,996 13,996 
15,549 15,549 

15,577 15,577 

14,231 14,231 

15,159 15,159 15,125 15,125 
14,616 14,616 

15,208 15,208 

00

2,0002,000

4,0004,000

6,0006,000

8,0008,000

10,00010,000

12,00012,000

14,00014,000

16,00016,000

18,00018,000

20,00020,000

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

千m千m33

アルゴン生産量アルゴン生産量 アルゴン販売量アルゴン販売量 液体アルゴン販売量液体アルゴン販売量



60産業ガスレポート vol.34 産業ガスレポート vol.34

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

北海道 47,286 49,200 51,034 54,928 44,103 47,317 46,218 39,030 41,833 54,994 48,125 49,790 573,858 93%

東北 64,222 58,205 60,250 55,672 45,872 50,663 48,034 39,559 47,184 58,285 56,116 57,817 641,879 92%

関東 288,142 283,136 288,860 276,389 231,402 259,693 247,107 205,985 235,332 279,698 254,513 257,466 3,107,723 93%

北陸 50,915 52,846 52,527 46,658 39,261 46,318 43,396 35,749 41,200 51,130 47,782 47,167 554,949 97%

東海 131,408 127,058 126,784 113,140 96,792 108,616 109,204 92,131 100,609 125,476 118,161 123,405 1,372,784 95%

近畿 159,310 153,370 158,956 138,425 125,529 136,717 129,153 112,439 126,717 154,129 136,667 151,362 1,682,774 93%

中国 121,956 118,359 126,622 118,093 96,604 103,885 112,634 84,555 93,227 119,168 106,522 122,058 1,323,683 96%

四国 9,821 11,408 9,971 8,474 8,083 8,152 7,634 7,379 5,940 13,971 8,345 9,363 108,541 90%

九州 95,771 92,947 91,516 81,088 63,535 74,774 70,433 69,357 78,605 86,429 84,119 87,269 975,843 93%

合計 968,831 946,529 966,520 892,867 751,181 836,135 813,813 686,184 770,647 943,280 860,350 905,697 10,342,034 94%

前年比 91% 95% 97% 93% 86% 99% 95% 97% 90% 96% 95% 90% 94%
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2015年１月～12月　地区別溶解アセチレン生産実績推移表

2015年１月～12月　溶解アセチレン生産実績推移グラフ
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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 50,135 101.2% 52.1% 15.4% 9.6% 6.5% 8.0% 8.4%

２月 48,154 101.4% 53.0% 15.5% 9.6% 6.2% 7.6% 8.1%

３月 52,688 94.5% 49.8% 16.5% 10.0% 6.5% 7.7% 9.5%

４月 55,968 104.4% 48.3% 17.4% 10.5% 6.6% 7.6% 9.6%

５月 60,624 116.1% 45.4% 18.4% 12.0% 5.4% 7.8% 11.0%

６月 68,516 122.5% 47.6% 18.0% 11.7% 5.1% 7.7% 9.9%

７月 69,884 109.0% 47.2% 17.8% 12.4% 5.4% 7.6% 9.6%

８月 62,234 106.1% 46.4% 18.0% 13.2% 5.9% 7.4% 9.1%

９月 63,387 106.8% 48.4% 14.2% 12.1% 7.1% 8.2% 10.0%

10月 66,850 112.1% 49.7% 14.8% 11.8% 5.0% 9.0% 9.7%

11月 63,075 113.7% 50.4% 15.1% 10.9% 6.0% 9.1% 8.5%

12月 62,157 98.6% 48.3% 18.8% 10.6% 5.9% 7.3% 9.1%

合計 723,672 107.8%

2015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㎥）

2015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 7,013,718 391,190 6,767,158 447,225 1,896,525 61,251 9,021,893 508,476 

２月 6,381,944 332,065 6,104,461 410,001 1,969,272 62,851 8,441,164 472,852 

３月 7,145,042 375,095 6,818,447 451,856 2,099,344 67,907 9,281,620 519,763 

４月 6,402,956 307,396 6,073,564 399,101 2,000,920 63,718 8,401,623 462,819 

５月 6,774,186 325,401 6,533,649 424,286 2,118,088 67,332 8,918,452 491,618 

６月 6,547,585 330,807 6,185,633 397,452 2,041,770 65,147 8,534,907 462,599 

７月 6,961,664 371,371 6,631,002 426,900 1,890,033 59,410 8,840,984 486,310 

８月 6,912,289 367,647 6,579,026 435,085 1,848,192 56,545 8,796,210 491,630 

９月 6,637,256 349,481 6,281,556 419,115 1,944,299 61,121 8,575,448 480,236 

10月 6,914,417 362,173 6,600,356 433,536 2,071,336 64,712 9,006,500 498,248 

11月 6,671,127 357,472 6,357,445 419,076 2,018,225 63,813 8,742,512 482,889 

12月 6,648,642 342,858 6,344,777 435,162 1,854,875 58,690 8,588,747 493,852 

１．ヘリウム生産・販売量
生
・
販

液・ガス区分 単位
2011年 2012年 2013年 2014年 2015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㎥ 9,314 96% 8,646 93% 7,782 90% 7,059 91% 7,001 99%

液体ヘリウム 千㍑ 5,295 99% 4,250 80% 4,005 94% 4,200 105% 3,810 91%

合計（ガス換算） 千㎥ 13,491 97% 11,999 89% 10,942 91% 10,373 95% 10,007 96%

販

売

量

ヘリウムガス 千㎥ 8,532 89% 8,307 97% 7,364 89% 7,061 96% 6,920 98%

液体ヘリウム（ガス換算） 千㎥ 3,743 87% 3,125 83% 2,938 94% 3,224 110% 3,362 104%

合　　計 千㎥ 12,274 88% 11,432 93% 10,302 90% 10,285 100% 10,282 100%

２．ヘリウム用途別販売構成比
液・ガス区分 用途区分 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス

光ファイバー 25% 29% 25% 22% 22%

分析 11% 9% 10% 10% 10%

リークテスト 14% 14% 16% 17% 16%

溶接 6% 7% 7% 10% 10%

バルーン・飛行船 4% 4% 3% 3% 4%

半導体 22% 19% 19% 18% 16%

低温工学 2% 2% 2% 2% 2%

その他 16% 16% 18% 18% 20%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

液
体
ヘ
リ
ウ
ム

低温工学 16% 14% 15% 13% 16%

MRI（NMR） 79% 79% 76% 80% 72%

その他 5% 7% 9% 7% 12%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

2015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）

2011年～2015年　ヘリウム生産・販売実績表
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　　平成28年JIMGA主催の賀詞交歓会には
経済産業省糟谷製造産業局長様、厚生労働
省神田医政局長様をはじめ、多くのご来賓
の方々にご出席賜りました。今回から会場
を経団連会館に移しましたが、昨年と同様
に430名ほど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
めまでご歓談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。今年は申（さる）年ということで、
各団体の賀詞交歓会場での明るく景気の良
い年頭のご挨拶記事が掲載されておりまし
たが、年始早々に株価や円相場が大きく動
きました。景気にはメンタルの部分が大き
く作用するとも聞きます。本号がお手元に
届く頃には本年も4分の1が過ぎておりま
すが、大胆で明るく前向きな気持ちを持ち
続けたいと思います。

　　本号では副会長の岩本様にエッセイをご
寄稿いただきました。シンガポールは私も
25年前に赴任経験がありますが、当時と
は比べようもない程の経済成長を遂げた現
在のシンガポールの姿の中にも、当時のこ
とを思い起こさせてくれる地名や風景を織
り交ぜていただき、今も変わらない東南ア
ジアの熱気と活気がリズム感のある文章に
よって目に浮かぶようでした。

　　編集後記子を仰せつかって１年半が経
ち、協会のある港区芝大門の朝、昼、夕方
の様子もやっと分かるようになりました。
芝大門は都会の真ん中ですが徳川幕府二代
将軍秀忠公をはじめ6人の将軍、5人の正
室、5人の側室が埋葬されている増上寺を
中心に、幕府開幕前の江戸を彷彿させる小
高い丘や寺院も多くあり、朝は小鳥のさえ

ずりも聞こえる意外に静かなところです。
　　その町も昼はビジネスパーソンの町に姿
を変えます。圧巻は「サラメシ」の時間。
協会の前にそびえる通称「軍艦ビル」や他
のオフィスビルからドーッと人が出てきま
す。コンビニや弁当屋の前には長蛇の列。
オフィスビルはどこも禁煙らしく、屋外の
特設喫煙所や喫煙可能な食堂（レストラン）
を目指すビジネスパーソンの姿は正に戦闘
員です。夕方からはサラリーマン（ここで
はビジネスパーソンではなくサラリーマン
と呼ぶほうがぴったりです）の町になりま
すが、昔ながらの立ち飲み屋や船宿のてん
ぷら屋、すし屋もあれば女性も終業後に気
軽に入れるおしゃれで美味しいと評判の店
もたくさんあります。
　　最後に特筆すべきは、芝大門の地政学的
な事柄です。最寄り駅の浜松町駅は羽田国
際空港の玄関口としてモノレールで繋がり、
新幹線発着の東京駅や品川駅と2駅4分の
位置にあり、都営地下鉄浅草線大門駅から
は新東京国際空港と羽田国際空港に直接乗
り入れています。インバウンドの団体が、
大きなカバンと自撮り棒を持って朝のラッ
シュ時間から狭い浜松町駅構内を精力的に
歩くさまも年中行事となりつつあります。

　　一昨年から「必要とされるJIMGA」「た
めになるJIMGA」を目指し、そのために「絶
えず発信するJIMGA」を標榜してきまし
た。重要な媒体である「産業ガスレポート」
をはじめ「JIMGAnews」「安全ニュース」「環
境ニュース」等を発行、また重要な連絡事
項についてはウェブ掲載にも力を入れてい
ます。今年も発信するJIMGAとして広報
委員会、関係部門の各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。

（HN）

編	集	後	記
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