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本日は大変お忙しい中、多数の皆様にご臨席
賜りまして誠にありがとうございます。平素は
JIMGAの活動に多大なご協力をいただき厚く
御礼申しあげます。

4月14日以降、断続的に発生しております熊
本地震で、70名近い方々がお亡くなりになりま
した。6月になりまして熊本、大分両県とも梅
雨の長雨が始まろうとしている中、引き続き多
くの方が避難所生活を強いられております。ご
遺族の方々に心よりお悔み申しあげますと共
に、被災された方々へお見舞い申し上げます。
このような中でご自身が被災されているのにも
関わらず、医療ガスや産業ガスの供給に従事さ
れている熊本、大分の会員の皆様には大変なご
努力をお願いし、供給不安も生じることなくご
対応いただき、誠にありがとうございました。
厚く御礼申し上げます。

今回の地震に関しましては、行政からも各
種の支援策が出されておりますが、業界としま
しても引き続き状況を確認し、適切に対処して
いきたいと考えております。またJIMGAでは
地震対策関係の基準や指針を発行しております
が、今回の経験をもとに指針の見直しも同時に
行っていきたいと思っております。

今年度も 2 か月が過ぎ、5月18日発表の実質
経済成長率は年率換算1.7％増となり、うるう年

の影響を除くと実勢は 0％台半ばの成長率と言
われております。1 ～ 3月期はなんとかプラス
になりましたが、昨年の 10 ～ 12月期のマイナ
ス成長に続き、今年の 4 ～ 6月期も熊本地震の
影響もあり、2四半期ぶりのマイナス予測とな
ります。

私どもで集計しております産業ガス各種の
販売量を年度で見ますと、液化酸素は昨年比で
96.6％、窒素・アルゴンはほぼ 100％です。こ
こ 10年間のピークである 2007年と比べますと、
酸素は 70％、アルゴンは 75％、窒素は 80％と
いった水準で低迷している状況にあります。シ
リンダーのみの販売量で見ますと、昨年比は
90％台ですが、2007年比では窒素は 50％未満
という販売量になっております。酸素・アルゴ
ンは約60％という数字でございます。このシリ
ンダーをどこでお使いいただいているかという
と、日本の経済を下支えしている中小企業の皆
様が大半です。そこでご使用になられている量
は、当時に比べますと約5割というのが実態で
す。これは日本の経済にとって、ある意味では
大変なことだと考えております。

安倍政権の発足以来、為替水準の是正や金融
政策、財政出動等で種々の経済対策をしていた
だきましたが、実態は今申しあげたような数字
ということで、6月以降これからの経済復興の

平成28年度 定時総会（平成28年6月14日）

　　　　　間　邦司

会長挨拶
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平成28年度　定時総会

ための施策と成長戦略に期待したいと思ってお
ります。我々を取り巻く環境は依然として混沌
としており、予断を許さない状況にあるという
ことだろうと思います。

JIMGAが対応すべき課題について若干申し
あげたいと思います。一つは電力料金の問題で
す。原発の停止による電気料金の値上げ、再生
可能エネルギー固定価格買取制度賦課金の負担
の中で、現在、賦課金の減免措置や原油価格の
低落による燃料調整費単価の低下により、何と
か息をついているというのがこの業界の実態で
はないでしょうか。

今年5月25日に再生可能エネルギー固定価格
買取制度の見直しについて国会の承認が得ら
れました。再生可能エネルギー固定価格買取
制度賦課金単価は我々の業界全体で、2012年に
比べて、当時22銭だったのがこの期間に 2円25
銭になり、約10倍になったという状況です。現
在はこの負担が 130億円近くあるということで
す。これの 80％が現在は減免されているわけ
ですが、この減免制度自体、急激な国民の負担
増となり、2 ～ 3年後には約4兆円の負担となっ
てくることから、見直しを行うことになってお
ります。電力は当業界の死命を制する重要な問
題です。再生可能エネルギー買取制度の制度的
問題により、見直しが進められようとしていま
す。簡単に言いますと、国の負担が予測以上に
増え、これを現状のまま継続することは非常に
難しい。減免措置の内容を見直して、再配分し、
省エネルギーの効果が出る業界への減免を多く
したいという見直しです。

我々がJIMGAとして、電力多消費産業の他
団体と一緒にお願いしてきているのは、日本経
済を下支えしている電力多消費産業の電力代に
ついて、輸出産業の競争力を維持できるような
減免措置を講じてもらいたいということです。こ
れから種々の省令あるいは政令によって示される
ことになろうかと思いますが、このような働き
かけを継続していきたいと思っております。

もう一つは消費税の問題ですが、2017年4月

予定の 10%への消費税の再増税は 2019年10月
まで 2年半先送りすることになりました。協会
としては地域本部に設置した調査会を活用し
て、転嫁状況を確認してまいります。

電力、消費税の問題に加えて、経産省は技
術の進歩あるいは市場、国際的潮流の変化等、
産業保安を取り巻く状況が常に変化している中
で、保安水準の維持・向上、重大事故の撲滅と
いう目標のため、迅速・柔軟かつ効果的・効率
的に対応できる賢い制度への進化に向けた検討
をスタートさせました。自主保安の高度化、あ
るいは新技術・新市場の出現・普及への円滑な
対応、また安全レベルの維持・向上を前提とし
た規制やコストの合理化です。この中で、水素
ステーション運営基準の作成等々種々のテーマ
が出てきております。これらはJIMGA単独で
はなかなかできないので、関係する各団体と共
同し、効率的・効果的に対応していきます。

本年度も産業ガス、医療ガス両部門共通の
課題として、「コンプライアンスの遵守」と「保
安・安全の推進、事故の撲滅」の二つを掲げて
います。我々の産業・医療ガスが社会・産業の
インフラおよびライフラインとして重要な製品
であることを社会の皆様方にご理解いただくた
めに、「必要とされるJIMGA」を目標に「信頼さ
れる組織」「絶えず発信する組織」に取り組み、
JIMGAのプレゼンスの向上を目指してまいり
ます。

産業ガス部門につきましては、第一は保安の
一層の強化・推進です。2015年と 2014年を比
べますとプラス1.6％で 120件強の事故が相変わ
らず発生しております。これからも自主基準の
整備・制定に努めると共に、講習会の開催や啓
発活動を行い「皆様から信頼されるJIMGA」を
目指します。

第二は、RFタグの普及推進と容器保安の確
保です。今年5月13日に長崎県の魚市場で放置
容器が破裂し、4人の方が怪我をされました。
これは 10年以上、いけす近くに放置されていた
容器の事故です。放置容器、不明容器の解消
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のため、RFタグの普及を更に推進します。RF
タグはこの 1年で 12万本に装着され、運用拠点
は 63箇所増え、現在251拠点で 66万本への装着

（2016年3月時点）を達成しておりますが、2015
年度末に 310万本への装着という目標に対して
は 2割強という状況です。RFタグ普及推進サ
ブWGによる、新しい視点での普及説明会の開
催や新たな電子取引ツールのJIMGA-EDIと
の連携利用による取り組みを全国的にご紹介し
ます。

第三は、環境・エネルギー問題への取り組み
です。環境･安全部会を中心とした取り組みと、
業界の事故統計の分析、原因解析ならびに対応
策など成果物の発信や電力問題への対応を引き
続き継続してまいります。

第四は、国際整合化、標準化です。これもま
すます重要なテーマとなってきており、世界共
通の課題として事故の撲滅、保安の強化・推進
があります。引き続きEIGA、CGA、AIGAと
の国際整合化文書や、JIMGA指針の作成に積
極的に取り組みます。

医療ガス部門につきましても四つの課題が
あります。第一は事故防止です。本年度も「草
の根講習会」を全国18 か所で開催することによ
り事故撲滅に努めます。また今年は長年対応し
ていました「炭酸ガスの誤認防止ラベル」が日本
麻酔科学会､ 日本医療ガス学会と成案を得まし
た。円滑な普及に努めてまいります。

第二は、法規制への対応です。本年度は、法

の趣旨に則り、局方酸素等の添付文書の一括届
出およびその情報管理を行います。また 715通
知の見直しによる改訂版の発出と周知徹底を行
います。

第三にMGRの公的地位の向上であります｡ 
MGR認定者は、昨年末の試験を終えて、現在
3,494名となっております。MGRの公的地位の
向上を図るため、パンフレットの更新、医療誌
への掲載を予定しています。また卸売販売業の
営業所管理者の資格要件にMGRを追加するこ
とについては、これまでに全国9道府県で認めて
いただきました。先ほどの炭酸ガス誤認防止に
併せて病院のほうでも医療ガス委員会を設け、
MGRの説明実施等を行い、活躍の場を広げて
いきたいと思っております。また地域本部と連
携して全都道府県でお認めいただけるよう折衝
してまいります。

第四は、災害時協定の充実強化です。各都道
府県との協定に基づいた実地訓練等を通じて運
用マニュアルの作成等により、有事の際、迅速
に対応可能な体制作りを行ってまいります。今
般の熊本地震でも皆様方のご努力により幸い納
入不可能案件は発生しませんでしたが、今回の
対応を教訓に更に内容の充実を図ってまいりた
いと思います。

最後になりましたが、本日の合同会議での活
発な意見交換と、ご出席の皆様方の益々のご健
勝とご発展、また会員各社様のご隆盛を祈念い
たしまして、挨拶とさせていただきます。

定時総会の模様会長挨拶



4産業ガスレポート vol.35 産業ガスレポート vol.35産業ガスレポート vol.35

産業ガス部門 新役員

理事

代表理事（会長）
　間　　邦司（はざま　くにし）

　大陽日酸株式会社

　取締役副会長

理事（副会長）
　今井　康夫（いまい　やすお）

　エア・ウォーター株式会社

　代表取締役社長・COO

理事（副会長）
　矢原　史朗（やはら　しろう）

　日本エア・リキード株式会社

　代表取締役社長 兼 CEO

理事（副会長）
　上羽　尚登（うえは　ひさと）

　岩谷産業株式会社

　取締役副社長 兼 執行役員

理事（副会長）
　小池　哲夫（こいけ　てつお）

　小池酸素工業株式会社

　代表取締役会長

理事（副会長）
　竹内　弘幸（たけうち　ひろゆき）

　高圧ガス工業株式会社

　代表取締役社長

理事（副会長）
　石井　敏康（いしい　としやす）

　東京ガスケミカル株式会社

　代表取締役社長

理事（副会長）
　川本　健一（かわもと　けんいち）

　大阪ガスリキッド株式会社

　代表取締役社長

理事（副会長）
　西村　浩一（にしむら　こういち）

　昭和電工ガスプロダクツ株式会社

　代表取締役社長

専務理事
　永江　裕（ながえ　ひろし）

　日本産業・医療ガス協会

　事務局

監事

代表監事
　柳下　政道（やぎした　まさみち）

　昭和電工株式会社

　執行役員

監事
　山本　泰夫（やまもと　やすお）

　東邦アセチレン株式会社

　代表取締役社長

平成28年7月1日現在
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産業ガス部門 評議員・顧問

評議員
 間　　邦司 大陽日酸㈱　取締役副会長
 今井　康夫 エア・ウォーター㈱　代表取締役社長・COO
 矢原　史朗 日本エア・リキード㈱　代表取締役社長 兼 CEO
 上羽　尚登 岩谷産業㈱　取締役副社長 兼 執行役員 海外事業本部長
 小池　哲夫 小池酸素工業㈱　代表取締役会長
 竹内　弘幸 高圧ガス工業㈱　代表取締役社長
 石井　敏康 東京ガスケミカル㈱　代表取締役社長
 川本　健一 大阪ガスリキッド㈱　代表取締役社長
 西村　浩一 昭和電工ガスプロダクツ㈱　代表取締役社長
 永江　　裕 一般社団法人日本産業･医療ガス協会　専務理事
 柳下　政道 昭和電工㈱　執行役員 情報電子化学品事業部長
 山本　泰夫 東邦アセチレン㈱　代表取締役社長
 塩見　由男 エア･ウォーター炭酸㈱　代表取締役社長
 財満　正憲 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　代表取締役社長
 田畑　　実 イビデンケミカル㈱　取締役 ガス事業部長
 片村　浩一 昭和電工㈱　情報電子化学品事業部 兼 産業ガス事業部 担当部長
 天田　　茂 大陽日酸㈱　取締役専務執行役員 産業ガス事業本部副本部長 兼 電子機材事業統括部長
 北森　一孝 ㈱ADEKA　取締役 兼 執行役員 化学品営業本部長
 津吉　　学 岩谷産業㈱　上級理事 産業ガス・機械事業本部 水素ガス部長
 上口　啓一 昭和電工㈱　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
 永田　研二 大陽日酸㈱　常務執行役員 産業ガス事業本部 副本部長 兼 ガス事業統括部長 
  兼 プロダクト管理統括部長
 松原　幸男 エア・ウォーター㈱　専務取締役 産業カンパニー長
 曽我部　康 エア・ウォーター㈱　取締役 北海道支社長
 坂本　雅博 大陽日酸㈱　常務執行役員 東北支社長
 谷代　　進 東邦アセチレン㈱　代表取締役専務 専務執行役員 営業本部長
 西田　猛志 エア・ウォーター㈱　関東支社長代理
 佐波　　充 相模アセチレン㈱　代表取締役
 藤田　　弘 日本エア・リキード㈱　工業事業本部 ネットワーク事業部 中部支社 支社長
 飯田　哲郎 名古屋酸素㈱　代表取締役社長
 谷屋　五郎 宇野酸素㈱　代表取締役社長
 土田　和久 岩谷産業㈱　常務執行役員 近畿支社長
 大岡　久晃 ㈱大岡酸素商会　代表取締役会長
 西村　浩和 エア・ウォーター㈱　執行役員 中・四国支社長
 藤井　基博 藤井商事㈱　代表取締役会長
 野村　　茂 土佐酸素㈱　代表取締役社長
 大橋　正明 四国アセチレン工業㈱　代表取締役社長
 栗下　敏一 大陽日酸㈱　執行役員 九州支社長 兼 九州支社 LPガス営業部長
 中村　英己 エア・ウォーター㈱　執行役員 九州支社長

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

平成28年8月1日現在
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産業ガス部門　組織表

平成28年7月1日現在

監事
医療ガス部門本部事務局 産業ガス部門

緊急時対策研究WG

部門総会

部門評議員会

総会

理事会

技術審議委員会

倫理委員会

総務部会

産業ガス部門

部門理事会（産業･医療）

医療ガス部門

以下組織省略

地域本部

広報委員会 産業ガスレポート編集WG
広報タスクフォース

EDI運営委員会 EDI運営WG

企画部会
物流WG

長期停滞容器回収推進WG

水素企画委員会

容器処理WG
特殊ガス企画委員会

技術・保安部会

ヘリウム技術WG

教育・研修WG
安全統計WG

水素技術WG

炭酸ガス技術WG

超低温貯槽WG
充塡技術WG
保安対策WG

特殊ガス技術WG
水素スタンドプロジェクト

容器技術WG

溶解アセチレン技術WG

環境・安全部会

地球温暖化対策WG化学品安全WG
省エネフォローアップ小委員会

環境保全WG

国際部会 IHC対応WG
規制改革WG

容器RFタグ運営委員会 容器RFタグ運営WG
技術サブWG
普及推進サブWG
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総務部会	 	 	
部会長 今井　康夫 エア・ウォーター㈱　代表取締役社長・COO
副部会長 堤　　英雄 エア・ウォーター㈱　常務取締役 関連事業企画部長
副部会長 福田　　浩 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 管理統括部長
委　員 平田　恭清 高圧ガス工業㈱　執行役員 営業管理部長 兼 資材部長
委　員 堀口　　誠 岩谷産業㈱　取締役 産業ガス・機械事業本部長 
  兼 水素エネルギー部担当
委　員 山本　幸夫 大阪ガスリキッド㈱　取締役 総務部担当
委　員 福澤　秀志 東邦アセチレン㈱　取締役執行役員 経営企画・連結経営部長 
  兼 内部統制委員長 兼 コンプライアンス委員長
委　員 臼井　賢司 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チーム 
  兼 RCチーム マネージャー
委　員 冨岡　恭三 小池酸素工業㈱　取締役 管理部長
委　員 村松　治郎 東京ガスケミカル㈱　常務取締役
委　員 豊山　　俊 日本エア・リキード㈱　広報部長
委　員 宮本　　高 昭和電工ガスプロダクツ㈱　執行役員 総務部長

広報委員会	 	 	
委員長 川本　健一 大阪ガスリキッド㈱　代表取締役社長
副委員長 山本　幸夫 大阪ガスリキッド㈱　取締役 総務部担当
副委員長 於㔟　久卓 大陽日酸㈱　国際・経営企画本部 広報・IR部長
副委員長 松井　俊文 エア・ウォーター㈱　執行役員 広報･IR室長
副委員長 豊山　　俊 日本エア・リキード㈱　広報部長
委　員 堀口　　誠 岩谷産業㈱　取締役 産業ガス・機械事業本部長 
  兼 水素エネルギー部担当
委　員 鈴木　欣秀 ㈱トリケミカル研究所　管理部 部長　総務課 課長
委　員 村松　治郎 東京ガスケミカル㈱　常務取締役
委　員 池田　佳弘 高圧ガス工業㈱　理事 東京事務所 所長代理 兼 総務部長
委　員 森下　克則 小池酸素工業㈱　ガス部 次長
委　員 道脇　　悟 日本液炭㈱　管理本部 総務・人事部長 兼 人事課長
委　員 鈴木　徹也 昭和電工ガスプロダクツ㈱　事業本部長付 担当部長
委　員 府川　澄雄 ㈱鈴木商館　取締役 管理本部 副本部長
委　員 河島修一郎 帝人ファーマ㈱　在宅医療事業本部長付 特命プロジェクト 担当部長

広報委員会	産業ガスレポート編集WG		 	
ＷＧ長 於㔟　久卓 大陽日酸㈱　国際・経営企画本部 広報・IR部長
委　員 鎌田　暁子 大陽日酸㈱　国際・経営企画本部 広報・IR部 広報・IR課長
委　員 松井　俊文 エア・ウォーター㈱　執行役員 広報･IR室長
委　員 野田　優子 エア・ウォーター㈱　広報・IR室 係長
委　員 豊山　　俊 日本エア・リキード㈱　広報部長
委　員 永田　敦子 日本エア・リキード㈱　広報部 マネージャー
委　員 川井　幸輔 岩谷産業㈱　産業ガス･機械事業本部 工業ガス部 シニアマネージャー
委　員 鈴木　欣秀 ㈱トリケミカル研究所　管理部 部長 総務課 課長
委　員 道脇　　悟 日本液炭㈱　管理本部 総務・人事部長 兼 人事課長
委　員 鈴木　徹也 昭和電工ガスプロダクツ㈱　事業本部長付 担当部長

平成28年8月1日現在
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常置部会・委員会・ワーキング（WG）名簿

広報委員会	広報タスクフォース	 	 	
委　員 川井　幸輔 岩谷産業㈱　産業ガス･機械事業本部 工業ガス部 シニアマネージャー
委　員 鎌田　暁子 大陽日酸㈱　国際・経営企画本部 広報・IR部 広報・IR課長
委　員 野田　優子 エア・ウォーター㈱　広報・IR室 係長
委　員 永田　敦子 日本エア・リキード㈱　広報部 マネージャー

企画部会	 	 	
部会長 小池　哲夫 小池酸素工業㈱　代表取締役会長
副部会長 松重　晴彦 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部長
副部会長 田井中秀喜 岩谷産業㈱　常務執行役員 産業ガス・機械事業本部 副事業本部長
水素企画委員長 津吉　　学 岩谷産業㈱　上級理事 産業ガス・機械事業本部 水素ガス部長
委員・特殊ガス企画委員長 片村　浩一 昭和電工㈱　情報電子化学品事業部 部長　          
委　員 松原　幸男 エア・ウォーター㈱　専務取締役 産業カンパニー長
委員・容器処理ＷＧ長 林　　智志 小池酸素工業㈱　取締役 ガス部長
委　員 黒木　幹也 高圧ガス工業㈱　常務取締役 東京事務所長 兼 ガス事業本部副本部長 
  兼 関東地区長
委　員 永田　研二 大陽日酸㈱　常務執行役員 産業ガス事業本部 副本部長 
  兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長
委　員 高野　義文 東京ガスケミカル㈱　取締役 産業ガス業務部長
委　員 清水　謙司 大阪ガスリキッド㈱　常務取締役 粉体ビジネス部 ガス製造部担当
委　員 鈴木　徹也 昭和電工ガスプロダクツ㈱　事業本部長付 担当部長
委　員 秋山　利一 東邦アセチレン㈱　執行役員 産業機材営業部長
長期停滞容器回収推進ＷＧ長 川崎　　透 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部長
物流ＷＧ長 網倉　吉彦 日本エア・リキード㈱　工業事業本部 
  バルクオペレーション＆プロダクト統括部 物流業務グループ長

企画部会	長期停滞容器回収推進WG	 	 	
ＷＧ長 川崎　　透 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部長
委　員 林　　智志 小池酸素工業㈱　取締役 ガス部長
委　員 中内　寛文 日本液炭㈱　経営企画室 部長
委　員 和田　　彰 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  東京営業部 部長
委　員 平野　正博 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部 安全・品質保証部長
委　員 黒木　幹也 高圧ガス工業㈱　常務取締役 東京事務所長 兼 ガス事業本部副本部長 
  兼 関東地区長
委　員 松澤　義明 高千穂商事㈱　本社営業部 課長
委　員 一色　　渉 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部 調達部長 兼 工業ガス部長

企画部会	物流WG	 	 	
ＷＧ長 網倉　吉彦 日本エア・リキード㈱　工業事業本部 
  バルクオペレーション＆プロダクト統括部 物流業務グループ長
委　員 宇杉　晃一 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 プロダクト管理統括部 プロダクト管理部長
委　員 木村　伸哉 岩谷産業㈱　業務部 部長 物流担当
委　員 三浦　　浩 昭和電工ガスプロダクツ㈱　業務部長
委　員 上野　　保 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  エアガス部 課長
委　員 高橋　将智 エア･ウォーター炭酸㈱　営業部 営業企画グループ　課長
委　員 水口　宏之 日本液炭㈱　炭酸事業本部 業務・物流部長 兼 管理本部 情報システム部

企画部会	容器処理WG		 	
副部会長 松重　晴彦 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部長
ＷＧ長 林　　智志 小池酸素工業㈱　取締役 ガス部長
委　員 鈴木　康春 全国高圧ガス溶材組合連合会　保安委員長（㈱新東 取締役会長）
委　員 関口　武尚 一般社団法人全国高圧ガス溶材組合連合会　事務局長
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委　員 伊藤知佳子 全国高圧ガス容器検査協会　理事
  （㈱伊藤高圧瓦斯容器製造所 代表取締役社長）
委　員 飯島　孝文 高圧容器工業会　委員（㈱旭製作所 容器技術部）
委　員 鈴木　宏之 ㈱鈴木商館　取締役 営業副本部長
委　員 和田　　彰 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  東京営業部 部長
委　員 万木　啓司 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部 特販営業部 
  シリンダーガス営業課長

企画部会	水素企画委員会	 	 	
委員長 津吉　　学 岩谷産業㈱　上級理事 産業ガス・機械事業本部 水素ガス部長
副委員長 上口　啓一 昭和電工㈱　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
副委員長 永田　研二 大陽日酸㈱　常務執行役員 産業ガス事業本部 副本部長 
  兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長
副委員長 松原　幸男 エア・ウォーター㈱　専務取締役 産業カンパニー長
幹　事 成田　昌信 尼崎水素販売㈱　代表取締役社長
代表者 小浦方義人 新潟水素㈱　代表取締役社長
代表者 高嶋　正次 伊藤忠工業ガス㈱　代表取締役社長
代表者 中牟田正彦 岩谷瓦斯㈱　専務取締役 ガス事業部長
代表者 道志　年章 エア・ウォーター・ハイドロ㈱　代表取締役社長
代表者 安浦　重人 新日鉄住金化学㈱　コールケミカル事業部長
代表者 鈴木　慶彦 ㈱鈴木商館　代表取締役社長
代表者 山田　容敬 東亞テクノガス㈱　代表取締役社長
代表者 前田　篤史 東曹ダイスイ㈱　取締役
代表者 田中　英行 東邦アセチレン㈱　常務取締役 常務執行役員 生産・技術本部長 
  兼 多賀城工場長
代表者 藤内　治敏 福岡酸素㈱　代表取締役社長
代表者 金田　龍弘 北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
代表者 尾川　　知 丸由工材㈱　専務取締役
代表者 佐藤　昭彦 ㈱渡商会　取締役

企画部会	特殊ガス企画委員会	 	 	
委員長 片村　浩一 昭和電工㈱　情報電子化学品事業部 兼 産業ガス事業部 担当部長
副委員長 天田　　茂 大陽日酸㈱　取締役 専務執行役員 産業ガス事業本部 副本部長 
  兼 電子機材事業統括部長
副委員長 北森　一孝 ㈱ADEKA　取締役 兼 執行役員 化学品営業本部長
代表者 阿部　友紀 関東電化工業㈱　営業本部 精密化学品第2部長
代表者 岩崎　幸治 宇部興産㈱　機能品・ファインカンパニー　
  ファインケミカルビジネスユニット 高純度化学薬品グループリーダー
代表者 松澤　義明 高千穂化学工業㈱　カスタマーサービスセンター室次長
代表者 池谷　幹夫 ジャパンファインプロダクツ㈱　常務取締役
代表者 三坂　陽一 セントラル硝子㈱　電子材料営業部長
代表者 吉川　俊郎 東亞合成㈱　基礎化学品事業部 高純度製品グループ グループリーダー
代表者 菅原　久勝 ㈱トリケミカル研究所　常務取締役 技術開発本部長
代表者 和田　光浩 三井化学㈱　機能化学品事業本部 精密化学品事業部 
  特殊ガスグループ 特殊ガスグループリーダー 部長　

容器RFタグ運営委員会	 	 	
委員長 白井　清司 エア・ウォーター㈱　専務取締役 経営企画部長
委　員 及川　　哲 エア・ウォーター㈱　システム部長
委　員 黒木　幹也 高圧ガス工業㈱　常務取締役 東京事務所長 兼 ガス事業本部副本部長 
  兼 関東地区長
委　員 板谷　剛男 高圧ガス工業㈱　電算室 部長
委　員 木村　秀成 高圧ガス工業㈱　情報システム事業本部 システム営業部 部長
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常置部会・委員会・ワーキング（WG）名簿

委　員 津田　健二 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部 工業ガス部
  （エアガス担当・東京） マネージャー
委　員 平井　信一 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業機材・シリンダーガス部長
委　員 遠藤　雅人 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業機材・シリンダーガス部 主任
委　員 河原　英昭 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部長
委　員 橋本　和宏 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部 
  シリンダーサプライチェーンマネジメント部 マネージャー
委　員 万木　啓司 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部 特販営業部 
  シリンダーガス営業課長
委　員 壺内　俊宏 大陽日酸㈱　技術本部 品質・環境統括部長
委　員 平尾浩二郎 大陽日酸㈱　メディカル事業本部 バイオ･メディカル事業部 
  技術部 品質保証課長
委　員 沼田　博美 大陽日酸システムソリューション㈱　代表取締役社長
委　員 森下　克則 小池酸素工業㈱　ガス部 次長
委　員 松田　保秀 日本液炭㈱　管理本部 情報システム部長
委　員 三戸　勇一 ㈱巴商会　環境安全部 容器管理課 課長
委　員 伊藤知佳子 全国高圧ガス容器検査協会　理事 
  （㈱伊藤高圧瓦斯容器製造所 代表取締役社長）
技術担当委員 村上　泰之 岩谷情報システム㈱　理事 技術本部 プロジェクト統轄部長
技術担当委員 佐々木陽一 岩谷情報システム㈱　事業本部 第二事業部 開発部 開発課 課長代理

容器RFタグ運営WG	 	 	
ＷＧ長 及川　　哲 エア・ウォーター㈱　システム部長
委　員 板谷　剛男 高圧ガス工業㈱　電算室 部長
委　員 木村　秀成 高圧ガス工業㈱　情報システム事業本部 システム営業部 部長
委　員 津田　健二 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部 工業ガス部
  （エアガス担当・東京） マネージャー
委　員 平井　信一 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業機材・シリンダーガス部長
委　員 遠藤　雅人 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業機材・シリンダーガス部 主任
委　員 河原　英昭 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部長
委　員 橋本　和宏 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部 
  シリンダーサプライチェーンマネジメント部 マネージャー
委　員 万木　啓司 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部 特販営業部 
  シリンダーガス営業課長
委　員 壺内　俊宏 大陽日酸㈱　技術本部 品質・環境統括部長
委　員 平尾浩二郎 大陽日酸㈱　メディカル事業本部 バイオ･メディカル事業部 
  技術部 品質保証課長
委　員 沼田　博美 大陽日酸システムソリューション㈱　代表取締役社長
委　員 石黒　和也 小池酸素工業㈱　ガス部 技術開発グループ
委　員 三戸　勇一 ㈱巴商会　環境安全部 容器管理課 課長
委　員 伊藤知佳子 全国高圧ガス容器検査協会　理事 
  （㈱伊藤高圧瓦斯容器製造所 代表取締役社長）
委　員 村上　泰之 岩谷情報システム㈱　理事 技術本部 プロジェクト統轄部長
委　員 佐々木陽一 岩谷情報システム㈱　事業本部 第二事業部 開発部 開発課 課長代理

容器RFタグ技術サブWG	 	 	
サブＷＧ長 村上　泰之 岩谷情報システム㈱　理事 技術本部 プロジェクト統轄部長
委　員 沼田　博美 大陽日酸システムソリューション㈱　代表取締役社長
委　員 樋渡　英一 大陽日酸㈱　管理本部 情報システム部 基幹･業務システム推進課長
委　員 佐々木陽一 岩谷情報システム㈱　事業本部 第二事業部 開発部 開発課 課長代理
委　員 木村　秀成 高圧ガス工業㈱　情報システム事業本部 システム営業部 部長
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委　員 熊石　貴弘 エア･ウォーター・ソフテック㈱　大阪事業部 
  事業システムグループ グループリーダー

容器RFタグ普及推進サブWG	 	 	
委　員 万木　啓司 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部 特販営業部 
  シリンダーガス営業課長
サブＷＧ長 板谷　剛男 高圧ガス工業㈱　電算室 部長
委　員 遠藤　雅人 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業機材・シリンダーガス部 主任
委　員 津田　健二 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部 工業ガス部
  （エアガス担当・東京） マネージャー
委　員 橋本　和宏 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部 
  シリンダーサプライチェーンマネジメント部 マネージャー
委　員 石黒　和也 小池酸素工業㈱　ガス部 技術開発グループ

EDI運営委員会		 	
委員長 永田　研二 大陽日酸㈱　常務執行役員 産業ガス事業本部 副本部長 
  兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長
委　員 梶田　浩司 大陽日酸㈱　管理本部 情報システム部長
委　員 河田　　学 日本エア・リキード㈱　ITマネジメント部 
  ビジネスアプリケーショングループ
委　員 園田　正樹 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部 調達部 部長
委　員 及川　　哲 エア・ウォーター㈱　システム部長
委　員 竹村　　忠 高圧ガス工業㈱　執行役員 電算室 室長
委　員 佐藤　輝彦 小池酸素工業㈱　管理部 情報システムグループ 課長
委　員 三戸　勇一 ㈱巴商会　環境安全部 容器管理課 課長
委　員 上田　智仁 ㈱鈴木商館　営業本部 総合営業部 ガスチーム マネージャー

技術審議委員会	 	 	
委員長 矢原　史朗 日本エア・リキード㈱　代表取締役社長 兼 CEO
委　員 上羽　尚登 岩谷産業㈱　取締役副社長 海外事業本部長
委　員 石井　敏康 東京ガスケミカル㈱　代表取締役社長
委　員 松重　晴彦 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部長
委　員 田井中秀喜 岩谷産業㈱　常務執行役員 産業ガス・機械事業本部 副事業本部長
委　員 勝又　　宏 大陽日酸㈱　取締役 専務執行役員 技術本部長
委　員 松山　岳之 エア・ウォーター㈱　執行役員 産業カンパニー 
  エレクトロニクス事業部長
委　員 古本　理郎 日本エア・リキード㈱　常務執行役員 ラージインダストリー事業本部長

技術・保安部会	 	 	
部会長 矢原　史朗 日本エア・リキード㈱　代表取締役社長 兼 CEO
副部会長 松重　晴彦 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部長
副部会長 田井中秀喜 岩谷産業㈱　常務執行役員 産業ガス・機械事業本部 副事業本部長
副部会長 勝又　　宏 大陽日酸㈱　取締役 専務執行役員 技術本部長
容器技術ＷＧ長 三宅　博之 大陽日酸㈱　技術本部 本部長附 SHE統括部長 兼 技術監査部長
超低温貯槽ＷＧ長 細谷　公憲 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー エンジニアリング事業部 課長
充塡技術ＷＧ長 農頭　重喜 日本エア・リキード㈱　産業監査部長
保安対策ＷＧ長 八幡　剛史 岩谷産業㈱　環境保安部 部長
教育・研修ＷＧ長 中尾幹一郎 大阪ガスリキッド㈱　取締役 企画部長
安全統計ＷＧ長 加藤　保宣 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部長 
  兼 技術管理部長
ヘリウム技術ＷＧ長 谷口　周作 大陽日酸㈱　開発・エンジニアリング本部 ガスエンジニアリング統括部 
  エンジニアリング部 供給技術課長
炭酸ガス技術ＷＧ長 末松　　寿 昭和電工ガスプロダクツ㈱　生産本部長付
溶解アセチレン技術ＷＧ長 杉岡　孝雄 高圧ガス工業㈱　取締役技術本部長
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水素技術ＷＧ長 片村　浩一 昭和電工㈱　情報電子化学品事業部 部長　          
特殊ガス技術ＷＧ長 村瀬　圭一 日本エア・リキード㈱　エレクトロニクス事業本部 
  安全・信頼性推進グループ マネージャー

技術・保安部会	容器技術WG	 	 	
ＷＧ長 三宅　博之 大陽日酸㈱　技術本部 本部長附 SHE統括部長 兼 技術監査部長
委　員 澤田　裕一 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 品質保証部
  （産業ガス・エネルギー担当）
委　員 豊田　隆弘 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー エレクトロニクス事業部 部長
委　員 川村　信之 日本高圧ガス容器バルブ工業会 ㈱ハマイ 製品研究開発 部長
委　員 曳地　項次 ㈱巴商会　環境安全部 情報管理室長
委　員 原　　利彦 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部　
  シリンダーサプライチェーンマネジメント部長
委　員 成宮　俊則 高圧ガス保安協会 機器検査事業部 検査企画課

技術・保安部会	超低温貯槽WG	 	 	
ＷＧ長 細谷　公憲 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー エンジニアリング事業部 課長
委　員 平山　晃生 大陽日酸㈱　オンサイト・プラント事業本部 PEC 設計部 
  プラント設計課 第二チームリーダー
委　員 中村　康弘 超低温機器協会　日本化学機械製造㈱ 執行役員 低温機器班部長
委　員 浅海　貴男 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部エンジニアリング部
  シニアマネージャー

技術・保安部会	充塡技術WG	 	 	
ＷＧ長 農頭　重喜 日本エア・リキード㈱　産業監査部長
委　員 田守　里士 岩谷瓦斯㈱　環境保安部 シニアマネージャー 兼 品質保証部 
  シニアマネージャー
委　員 谷口　周作 大陽日酸㈱　開発・エンジニアリング本部 
  ガスエンジニアリング統括部 エンジニアリング部 供給技術課長
委　員 柴田　展良 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部
  （札幌） 専任部長
委　員 熊田　純一 東邦アセチレン㈱　技術部長
委　員 吉田　智徳 相模アセチレン㈱　工場長
委　員 阿部　久志 大陽日酸㈱　関西支社 技術部長
委　員 金田　龍弘 北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
委　員 浜本　聖隆 宇野酸素㈱　取締役 技術本部 本部長
委　員 笠井　勇人 中部エア・ウォーター㈱　技術グループ グループ長
委　員 河野　直史 呉ガスセンター㈱　取締役 工場長
委　員 立花　靖司 土佐酸素㈱　常務取締役
委　員 長家　　茂 福岡酸素㈱　取締役 技術統括部長
委　員 石田　恒美 豊田ガスセンター㈱　常務取締役工場長

技術・保安部会	保安対策WG	 	 	
ＷＧ長 八幡　剛史 岩谷産業㈱　環境保安部 部長
委　員 矢内　敏彦 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部 安全・環境管理部長
委　員 土屋　　茂 大陽日酸㈱　技術本部 保安統括部 保安管理部 保安管理課長
委　員 加藤　保宣 エア・ウォーター㈱　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
委　員 木村　直彦 上毛天然瓦斯工業㈱　群馬ガスセンター長

技術・保安部会	教育・研修WG	 	 	
ＷＧ長 中尾幹一郎 大阪ガスリキッド㈱　取締役 企画部長
委　員 片村　浩一 昭和電工㈱　情報電子化学品事業部 兼 産業ガス事業部 担当部長
委　員 中　　芳晃 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 係長
委　員 古賀　孝之 高圧ガス工業㈱　技術本部 技術部 兼 生産管理部 課長
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委　員 柴田　善弘 大陽日酸㈱　技術本部 技術管理部 技術教育課長
委　員 三浦　　章 東邦アセチレン㈱　技術部 課長

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

技術・保安部会	ヘリウム技術WG	 	 	
ＷＧ長 谷口　周作 大陽日酸㈱　開発・エンジニアリング本部 
  ガスエンジニアリング統括部 エンジニアリング部 供給技術課長
副ＷＧ長 臼井　賢司 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チーム 
  兼 RCチーム マネージャー
副ＷＧ長 平野　正博 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部 安全・品質保証部長
委　員 豆田　武士 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 プロジェクト部 部長
委　員 伊藤　宏一 ㈱ジャパンヘリウムセンター　常務取締役
委　員 井出　正明 ㈱巴商会　環境安全部 ガスターミナル 課長
委　員 福永　尚玄 日本ヘリウム㈱　取締役
委　員 上田　智仁 ㈱鈴木商館　営業本部 ガスチーム マネージャー
委　員 大川　邦生 日本ヘリウム㈱　総務部長
委　員 加藤　　要 東京ガスケミカル㈱　企画部 事業推進/経営企画グループマネージャー

技術・保安部会	炭酸ガス技術WG		 	 	
ＷＧ長 末松　　寿 昭和電工ガスプロダクツ㈱　生産本部長付
副ＷＧ長 菊池　義明 エア･ウォーター炭酸㈱　技術顧問
副ＷＧ長 今村　信夫 日本液炭㈱　執行役員 技術開発本部長 兼 技術管理部長
ＷＧ委員 木村　直彦 上毛天然瓦斯工業㈱　群馬ガスセンター長
ＷＧ委員 澤田　裕一 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 品質保証部
  （産業ガス・エネルギー担当）
ＷＧ委員 矢田　　潔 近畿炭酸㈱　技術部長
ＷＧ委員 細山田　学 東京炭酸㈱　製造部長 兼 品質保証室長
ＷＧ委員 長谷川光一 知多炭酸㈱　本社工場長
ＷＧ委員 市川　敏之 宇部興産㈱　工薬製造グループリーダー
ＷＧ委員 翁長　　健 ㈱おきさん　取締役
ＷＧ委員 石本　範章 共同炭酸㈱　主任
ＷＧ委員 野本　勝郎 高圧ガス工業㈱　神奈川工場長
ＷＧ委員 矢島　　弘 国際炭酸㈱　工場長 兼 製造課長　　　　　　　　　　　
ＷＧ委員 松葉　　昇 大洋化学工業㈱　工場長
ＷＧ委員 山田　修三 東亞テクノガス㈱　取締役 技術統括部長
ＷＧ委員 加藤　　要 東京ガスケミカル㈱　企画部 事業推進/経営企画グループマネージャー
ＷＧ委員 田中　伸一 福岡酸素㈱　保安管理部 課長
ＷＧ委員 内田　　睦 大阪ガスリキッド㈱　ソリューション開発部長

技術・保安部会	溶解アセチレン技術WG	 	 	
ＷＧ長 杉岡　孝雄 高圧ガス工業㈱　取締役技術本部長
副ＷＧ長 斎藤　祐輝 東邦アセチレン㈱　取締役執行役員 環境保安・品質保証部長
ＷＧ委員 真藤　英明 関東アセチレン工業㈱　取締役 工場長
ＷＧ委員 茨木　隆之 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 業務部 溶断ガス担当部長
ＷＧ委員 新谷　和也 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　技術本部 技術部長
ＷＧ委員 吉田　智徳 神奈川合同アセチレン㈱　取締役工場長
ＷＧ委員 出村　憲二 川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
ＷＧ委員 堂元　美樹 小池酸素工業㈱　千葉工場長
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ＷＧ委員 鋤柄　喜彦 大日本アガ㈱　代表取締役
ＷＧ委員 中西　清三 東海アセチレン㈱　代表取締役社長

技術・保安部会	水素技術WG	 	 	
ＷＧ長 片村　浩一 昭和電工㈱　情報電子化学品事業部 兼 産業ガス事業部 担当部長 
ＷＧ事務局 三宅　一也 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 業務部 水素・特殊ガス担当 シニアマネージャー
ＷＧ副事務局 大岡　寛典 大陽日酸㈱　開発・エンジニアリング本部 
  ガスエンジニアリング統括部 エンジニアリング部 副部長
ＷＧ副事務局 堀内　武浩 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チーム 
  マネージャー
委　員 石井　政行 尼崎水素販売㈱　所長
委　員 生原　一樹 伊藤忠工業ガス㈱　技術保安部 部長
委　員 岸本　顕嘉 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 水素エネルギー開発部 部長
委　員 柴田　展良 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部
  （札幌） 専任部長
委　員 時田豊志和 エア・ウォーター・ハイドロ㈱　技術部長
委　員 丸山　利和 新日鉄住金化学㈱　広畑製造所 技術グループ グループリーダー
委　員 大山　裕之 ㈱鈴木商館　生産部 部長
委　員 山田　修三 東亞テクノガス㈱　取締役技術統括部長
委　員 島田　寿郎 東京ガスケミカル㈱　メンテナンスサービス部 
  メンテナンスグループ マネージャー
委　員 折尾　美昭 東曹ダイスイ㈱　四日市工場 取締役工場長
委　員 三浦　　章 東邦アセチレン㈱　生産・技術本部 技術部課長
委　員 曳地　項次 新潟水素㈱　環境安全部 情報管理室 室長
委　員 那須　昭宣 日本エア・リキード㈱　アドバンスト・ビジネス＆テクノロジー事業部
  事業推進部長
委　員 岡　　　潔 福岡酸素㈱　取締役 管理統括部長
委　員 矢郷　篤志 北酸高圧瓦斯㈱　産業ガス事業部 エネルギー推進室長
委　員 澤田　庸介 丸由工材㈱　代表取締役社長
委　員 安久井　満 ㈱渡商会　保安管理部 部長

技術・保安部会	特殊ガス技術WG	 	 	
ＷＧ長 村瀬　圭一 日本エア・リキード㈱　エレクトロニクス事業本部 
  安全・信頼性推進グループ マネージャー
委員 標準ガスチーム長 田中　孝弘 ジャパンファインプロダクツ㈱　小山工場 製造部長
委　員 川津　博信 住友精化㈱　千葉工場ファインガス課 係長
委　員 松崎　邦雄 高千穂化学工業㈱　町田事業所 計測ガス工場 放電管グループ　
  化学分析室 係長
委　員 池田　　剛 高圧ガス工業㈱　技術本部 理事 技術部長
委　員 奥山　高徳 高圧ガス工業㈱　滋賀高圧ガス流通センター 製造課 課長
委　員 倉本　　学 エア・リキード工業ガス㈱　関西工場 スペックガスグループ 主事
委　員 上原　伸二 化学物質評価研究機構　東京事業所 化学標準部 技術第一課長
委員 半材ガスチーム長 森脇　保志 ジャパンファインプロダクツ㈱　技術サービス部 技術サービス課長
委　員 平野　富也 ㈱ADEKA　環境保安・品質保証部 化学品安全G 専任課長
委　員 岩崎　幸治 宇部興産㈱　化学カンパニー　
  電池材料・ ファインビジネスユニット 高純度化学薬品グループリーダー
委　員 片村　浩一 昭和電工㈱　情報電子化学品事業部 兼 産業ガス事業部 担当部長　          
委　員 三澤　一朗 住友精化㈱　ガス事業部 開発部長　
委　員 五十嵐淳也 セントラル硝子㈱　化成品技術部 課長
委　員 澁澤　裕二 高千穂化学工業㈱　町田事業所 半導体ガス工場 副工場長
委　員 薄木　瑞代 東亞合成㈱　管理部 品質保証グループ 主事
委　員 木曽　幸一 ㈱トリケミカル研究所　常勤監査役
委　員 米村　泰輔 関東電化工業㈱　技術本部 生産技術部 専任部長
委　員 倉沢　辰博 三井化学㈱　精密化学品事業部 特殊ガスグループ 
  技術開発プロジェクトリーダー
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環境・安全部会	 	 	
部会長 石井　敏康 東京ガスケミカル㈱　代表取締役社長
副部会長 勝又　　宏 大陽日酸㈱　取締役 専務執行役員 技術本部長
副部会長 坂本　公昭 エア・ウォーター㈱　上席執行役員 産業カンパニー オンサイト事業部長
副部会長 前田　久雄 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部
  インダストリアル・リスクマネジメント部 IMSマネージャー
副部会長 安藤　憲雄 岩谷産業㈱　常務執行役員 環境保安部長

環境・安全部会	環境保全WG	 	 	
ＷＧ長 甲斐　　守 大陽日酸㈱　技術本部 品質・環境統括部 環境管理部長
委　員 細川　純一 大陽日酸東関東㈱　ガスビジネス統括本部 製造技術担当部長
委　員 雑賀　　渉 岩谷瓦斯㈱　環境保安部　担当部長 兼 品質保証部　担当部長
委　員 矢田　　潔 大阪ガスリキッド㈱　ガス製造部　部長
委　員 武内　幸祐 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 環境推進部 課長
委　員 石垣　克浩 日本エア・リキード㈱　ラージインダストリー事業本部 
  エネルギー管理部長
委　員 加藤　　要 東京ガスケミカル㈱　企画部事業推進グループマネージャー

環境・安全部会	省エネフォローアップ小委員会	 	 	
リーダー 甲斐　　守 大陽日酸㈱　技術本部 品質・環境統括部 環境管理部長
委　員 野口　直樹 大陽日酸㈱　オンサイト・プラント事業本部 ガス生産技術部　
  SC管理課　担当課長
委　員 石垣　克浩 日本エア・リキード㈱　ラージインダストリー事業本部 
  エネルギー管理部長
委　員 東　　秀明 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー オンサイト事業部 業務部 部長 
委　員 森山　秀樹 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 品質保証部 部長

環境・安全部会	化学品安全WG	 	 	
ＷＧ長 平野　　正 東京ガスケミカル㈱　品質保証部長
委　員 桑野　晃一 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 品質保証部 担当部長
委　員 武内　幸祐 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 環境推進部 課長
委　員 堀内　武浩 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チーム 
  マネージャー
委　員 土屋　　茂 大陽日酸㈱　技術本部 保安統括部 保安管理部 保安管理課長
委　員 三好　伸二 日本エア・リキード㈱　工業事業本部 安全・品質推進部長
委　員 長谷川光一 知多炭酸㈱　本社工場長

国際部会	 	 	
部会長 上羽　尚登 岩谷産業㈱　取締役副社長 兼 執行役員 海外事業本部長
副部会長 松山　岳之 エア・ウォーター㈱　執行役員 産業カンパニー 
  エレクトロニクス事業部長
副部会長 古本　理郎 日本エア・リキード㈱　常務執行役員 ラージインダストリー事業本部長
委　員 野澤　史和 日本エア・リキード㈱　エレクトロニクス事業本部 
  エンジニアリング&サービス事業部長
委　員 羽坂　　智 大陽日酸㈱　技術本部 保安統括部 技術標準化推進部長

国際部会	IHC対応WG		 	
ＷＧ長 羽坂　　智 大陽日酸㈱　技術本部 保安統括部 技術標準化推進部長
委　員 西江　秀夫 岩谷産業㈱　産業ガス・機械事業本部 ヘリウムガス部 部長
委　員 町野　　彰 東京ガスケミカル㈱　産業ガス生産部 部長
委　員 清水　謙司 大阪ガスリキッド㈱　常務取締役 粉体ビジネス部、ガス製造部担当
委　員 竹田　　勝 ㈱ネリキ　理事 技術部長

国際部会	規制改革WG		 	
ＷＧ長 野澤　史和 日本エア・リキード㈱　エレクトロニクス事業本部 
  エンジニアリング&サービス事業部長
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常置部会・委員会・ワーキング（WG）名簿

委　員 外山　憲一 岩谷瓦斯㈱　環境保安部 シニアマネージャー
委　員 倉田　克哉 岩谷産業㈱　環境保安部 担当部長
委　員 浦谷　明弘 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 担当部長
委　員 曳地　項次 ㈱巴商会　環境安全部 情報管理室 室長
委　員 久保田裕士 大陽日酸㈱　技術本部 保安統括部長
委　員 末松　　寿 昭和電工ガスプロダクツ㈱　生産本部 本部長付
委　員 日比　勝巳 高千穂商事㈱　海外営業部 課長
委　員 井口　充弘 高圧ガス保安協会 高圧ガス部

緊急時対策研究WG	 	 	
ＷＧ長 真柴　博文 日本エア・リキード㈱　工業事業本部 
  バルクプロダクトマネージメント統括部長
副ＷＧ長 鹿子島亮介 カンサン㈱　業務課長
副ＷＧ長 佐川　裕海 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  エアガス部
委　員 日野　　淳 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 プロダクト管理統括部 
  プロダクト管理部 バルクガス計画課長
委　員 園田　正樹 岩谷産業㈱　産業ガス･機械事業本部 調達部 部長
委　員 奥田　尚希 小池酸素工業㈱　ガス部 係長
委　員 臼井　賢司 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チーム 
  兼 RCチーム マネージャー
委　員 細川　純一 大陽日酸東関東㈱　ガスビジネス統括本部
委　員 宮澤　　源 東京ガスケミカル㈱　産業ガス業務部 調達・物流グループ 
  マネージャー
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産業ガス部門　事務局

専 務 理 事	 	 永江　　裕
常務執行役員	 	 仲山　一郎
常務執行役員	 	 徳冨栄一郎
常務執行役員	 	 保坂　昭一
常務執行役員	 	 大沼　倫晃
常務執行役員	兼	総務部長	 山本　泰彦
業 務 部 長（特殊ガス、水素、アセチレン担当）	 彦坂　　稔
経 理 部 長	 	 渡邉　一也
水素スタンドプロジェクトリーダー	 相馬　一夫
水素スタンドプロジェクトサブリーダー	 岩井　　健
水素スタンドプロジェクトサブリーダー	 藤本　祐樹

北海道地域本部	 事 務 局 長	 高橋　宏史
東 北 地 域 本部	 事 務 局 長	 栗橋　健治
関 東 地 域 本部	 事 務 局 長	 蛭川　剛二
東 海 地 域 本部	 事 務 局 長	 倉本　明彦
北 陸 地 域 本部	 事 務 局 長	 中村　　孝
近 畿 地 域 本部	 事 務 局 長	 福本　健一
中 国 地 域 本部	 事 務 局 長	 髙橋　良知
四 国 地 域 本部	 事 務 局 長	 中村　雅裕
九 州 地 域 本部	 事 務 局 長	 桑木野順郎

平成28年8月1日現在
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平成28年度　定時総会

開催日時：平成28年6月14日（火）13:00 ～ 15:00

開催場所：経団連会館

技術・保安部会部会長　北代　耿士（挨拶要旨）

平素から皆様には、当

協会の活動に対し多大な

るご理解とご協力を賜

り、この場をお借りして

厚くお礼申し上げます。

日常的に高圧ガスと向

かい合っている会員各社様におかれましては保

安・安全の確保は何よりも優先すべきことであ

ると考えます。自主保安を掲げ、JIMGAのWG

は精力的に活動し、これまでに刊行した基準指針

類、安全ニュース、DVDやe-ラーニングなどの

安全教育ツールは 100件を超えています。今年も

新たな自主指針、e-ラーニングを作成いたしまし

た。これらはJIMGA会員各社様の大きなご協力

とご支援を得て完成したものでございます。誠に

ありがたく感謝申し上げます。

本日のJIMGAセミナーは 3 つのテーマで講演

していただきます。本日のセミナーが、皆様の日

頃の業務のお役に立てることを切に願うところで

ございます。今後とも皆様のご理解とご協力をお

願いしご挨拶に代えさせていただきます。

プログラム

講演1.「医療用ガス誤認防止に関するJIMGAと 2

学会の共同提言について」

㈱小池メディカル　　　　 　鈴木　義博氏

講演2.「産業・医療ガスの臭気問題に関するレポート」

日本エア・リキード㈱ 農頭　重喜氏

講演3.「ISO 14000:2015改訂の概要」

高圧ガス保安協会 八代　　勉殿

以下に、聴講者の皆様からお答えいただいたアン

ケートの一部を紹介します。

「よりユーザーに近いところで臭気や容器規格の

問題など参考になった。」

「医療、産業、国際の各分野の取り組みテーマが

理解できて良かった。」

「ほぼ承知している事項ではあったが、再認識で

きた。」

「水素関係のテーマを取り上げて欲しい。」

「高圧ガス保安法のスマート化の動向について取

り上げて欲しい。」

アンケートへのご協力、ありがとうございまし

た。今後の参考にさせていただきます。

平成28年度JIMGA医療・産業ガス合同セミナー

北代部会長

セミナーの模様
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日　時：平成28年6月14日（火）15：30 ～ 16：31

場　所：経団連会館 国際会議場

出席者：議決権総数 　1,043個

　　　　出席議決権数　708個（委任状を含む）

議　長：間　邦司　会長

議　事

総会の開会が宣言され、議決権総数に対する出

席者数及び委任状数は、定款第23条により本総会

の全ての議案の決議に必要な議決権数を満たして

いることが事務局より報告された。

間会長が議長席に着き、直ちに議案の審議に

入った。定時総会に先立ち、医療ガス部門総会お

よび産業ガス部門総会が開催された。

＜産業ガス部門総会＞

第1号議案　産業ガス部門評議員選出の件

評議員の任期満了に伴い、産業ガス部門の評議

員38名が推薦され、議場に諮ったところ全員の賛

成により承認された。

＜定時総会＞

第1号議案　 平成27年度事業報告及び収支決算の

承認を求める件

平 成27年 度（平 成27年4月1日 ～ 平 成28年3月31

日）事業報告および収支決算を議場に諮ったとこ

ろ、全員の賛成により原案どおり承認された。

第2号議案　 平成28年度事業計画及び予算（案）の

承認を求める件

平 成28年 度（平 成28年4月1日 ～ 平 成29年3月31

日）事業計画および予算（案）を議場に諮ったとこ

ろ、全員の賛成により原案どおり承認された。

第3号議案　評議員、理事及び監事選任の件

医療ガス部門評議員48名、産業ガス部門評議員

38名、理事16名及び監事4名の選任を議場に諮っ

たところ、全員の賛成により異議なく承認され、

選任された理事および監事は就任を承諾した。

選任された理事および監事は次のとおりである。

理　事： 間　 邦司、鈴木 慶彦、今井 康夫、

　　　　 矢原 史朗、鍋島 昭久、小池 和夫、

　　　　 南部　 淳、與儀 盛輝、上羽 尚登、

　　　　 小池 哲夫、竹内 弘幸、石井 敏康、

　　　　 川本 健一、西村 浩一、永江　 裕、

　　　　瀬戸 昭則

監　事：柳下 政道、山本 泰夫、

　　　　繁田賢太郎、鈴木 基雄

報告事項

事務局より以下の報告があった。

（1）電力問題への対応

（2）消費税の動向

（3）会員の動静

（4）今後の主要日程

閉　会

議長は以上で本総会における審議および報告

事項を全て終了したことを告げ、16時31分閉会を

宣した。

定時総会の模様

定時総会
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平成28年度　定時総会

6月14日開催の定時総会終了後、表彰式を行い

ました。表彰式では協会の事業に貢献し顕著な功

績をあげた、産業ガス部門・医療ガス部門計27 の

個人および組織の代表者の方々へ、間会長より功

労賞として表彰状と記念品が贈呈されました。ま

た会場の皆様より盛大な拍手が贈られました。

受賞者の一覧は下記をご参照ください。

平成28年　表彰式

＜産業ガス部門＞
賞区分 受賞者名（敬称略） 受賞理由

標準化功労賞

充塡技術WG
　農頭　重喜（WG長）、
　小林　　篤、田守　里志、柴田　展良、
　中市　寛彦、吉田　智徳、金田　龍弘、
　浜本　聖隆、石田　恒美、笠井　勇人、
　加納　郁久、河野　直史、立花　靖司、
　長家　　茂、今村　信夫、伊達　恒雄

懸案であった「産業・医療ガスの臭気問題に関
するレポート」として、現場で活用出来る形で
まとめた。

RFタグISO化グループ
　三宅　博之、保坂　昭一、
　沼田　博美、村上　泰之

JIMGA仕 様 のRFタ グ を 国 際 規 格 化 の た
め、国際会議及びISOのWG活動に参加し、
ISO21007-2 として規格化、発行された。

IHC対応WG
　石田　吉宏、
　嶋本　武治、水野　　全

「酸素・酸素富化雰囲気における火災の危険性
（国際整合化基準）」を保安法他を参照し、国内
参考規格化した。

災害功労賞

安全統計WG
　加藤　保宣（WG長）、
　山田　敏弘、矢内　敏彦、
　細山田　学、田中　純一

労働災害統計報告書および高圧ガス事故統計を
基に高圧ガスに係る労働災害の原因分析と対策
事例を作成配信した。

保安教育功労賞

炭酸ガス技術WG
　菊池　義明（WG長）、
　末松　　寿、今村　信夫、木村　直彦、
　賀陽　邦彦、松谷　孝史、細山田　学、
　長谷川光一

全国にて開催された「第17回炭酸ガス保安講習
会」のため、使用する 4テキストを全面改訂し、
説明資料や動画を編集した。

小林　　統
（中国地域本部炭酸ガス技術WG委員）

12年間に渡り、中国地域の炭酸ガス保安講習会
の企画及び講師として、身近な事故事例等によ
り、保安意識向上に成果を上げた。

安全賞

秋田液酸工業株式会社 日々の保安教育を徹底し、無事故・無災害を 38
年継続している。

エア・ケミカルズ株式会社
　喜連川プラント

日々の保安教育を徹底し、無事故・無災害を 22
年継続している。

東京高圧山崎株式会社
　埼玉工場

日々の保安教育を徹底し、無事故・無災害を 32
年継続している。

ガステックサービス株式会社
　西三河配送センター

日々の保安教育を徹底し、無事故・無災害を 26
年継続している。

中京産商株式会社 日々の保安教育を徹底し、無事故・無災害を 40
年継続している。
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表彰式の模様

賞区分 受賞者名（敬称略） 受賞理由

安全賞

株式会社名古屋サンソセンター 日々の保安教育を徹底し、無事故・無災害を 35
年継続している。

北越アセチレン株式会社 日々の保安教育を徹底し、無事故・無災害を 44
年継続している。

協和ガス株式会社
　奈良工場

日々の保安教育を徹底し、無事故・無災害を 37
年継続している。

松山オキシトン株式会社
　松山工場

日々の保安教育を徹底し、無事故・無災害を 34
年継続している。

株式会社おきさん
　泡瀬工場

日々の保安教育を徹底し、無事故・無災害を 23
年継続している。
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＜医療ガス部門＞
賞区分 受賞者名（敬称略） 受賞理由

技術功労賞 宇田川雅弘
　（昭和電工㈱）

7年あまりにわたり技術委員長を務め、技術的課
題の解決、医療ガス学会・麻酔科学会との三者
共同提言の合意の基本的項目の構築に貢献した。

標準化功労賞

医薬品ラベル検討WG
　瓦井　浩之（WG長）、
　杉浦　孝行、中島　昭人、髙橋　　進、
　髙澤　正樹、安田　　匡、鈴木　義博、
　伊達　恒雄

医療ガスの取り違え事故防止に向けて学会と合
意した医薬品ラベルでのガス種確認を推進する
にあたり、学会・協会双方の要求を満たす医薬
品ラベルを制定、協会指針として発行した。

自主基準検討WG
　平尾浩二郎（WG長）、
　森山　秀樹、西本　敬輝、長谷川正泰、
　土居　尚志、髙橋　　進、岡村　和也、
　安田　　匡、芳村　健治、瓦井　浩之、
　伊達　恒雄

協会自主基準とPIC/S	GMP	Annex6	とのギャッ
プを解消すべく厚労省と協議を重ね自主基準の
改訂版を完成、厚労省から事実上の基準として
同改訂版が全都道府県に発出された。

医療ガス配管設備設計指針改訂WG
　大杉　　隆（WG長）、
　川西　裕治、須田　裕一、岡本　　剛、
　水谷　紀明、長島　健一、小松　友彦、
　島田　　孝、中本　秀邦、髙澤　正樹、
　木村　達也

JIS	T	7101「医療ガス配管設備」の改訂を受けて、
同設備の現在の技術基準を網羅して「医療ガス
配管設備設計基準」の改訂を行い、医療ガス設
備に携わる関係者の知識向上に貢献した。

滅菌ガス分科会技術WG
　芳村　健治（WG長）、
　中田　尚宏、山本　知行、柿崎　幸一、
　嵯峨　孝一、江崎　　保、北山　雅章

過去に制定した酸化エチレン滅菌ガスの安全
データシート（SDS）をGHSと改正JISと整合性の
とれた内容に改訂、ユーザー・事業者の安全向
上に貢献した。

受賞者の皆様
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賞区分 受賞者名（敬称略） 受賞理由

保安教育功労賞 佐藤　佳史
　（㈱特殊ガス商会）

12年間技術委員として中国地域本部の草の根の
開催を主導し自らも講師を務めるなど保安教育
に貢献している。

安全賞

株式会社サイサン
　医療ガス部埼玉営業所

33年間無事故無災害を継続、東日本大震災時に
は医療ガス搬送で貢献し、埼玉県と災害時協定
締結の折衝を行い、防災訓練にも積極的に参加
している。

株式会社小池メディカル
　白井工場

27年間無事故無災害を継続し、可燃性・毒性ガ
スを対象とした防災訓練・トレーニングを消防
と連携して実施している。

宇野酸素株式会社
　金沢営業所

35年間無事故無災害を継続し、社内保安技術の
向上に努め、地域の事故防止活動をリードして
いる。

四国液酸株式会社
25年間無事故無災害を継続し、社内の安全教育・
防災訓練を徹底し、地域の保安活動の範となっ
ている。

四国大陽日酸株式会社
　徳島営業所

21年間無事故無災害を継続し、医療ガスの安定
供給に努め、災害時協定締結にも貢献した。
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日　時：平成28年6月14日（火）17:30 ～ 19:00

場　所：経団連会館

参加人数：約270名

会長挨拶

会長　間　邦司

本日は大変お忙しい中、厚労

省より梅田審議官様、経産省よ

り福島審議官様、また高圧ガス

保安協会より市川会長様と幹

部の方々、さらに各関係団体の方々と、多数の

皆 様 にお越 しいただき本 当 にありがとうござい

ます。

本日の定時総会ならびにその後の理事会も無事

終了しまして、新しい執行部ができました。JIMGA

もいろいろな懸案を抱えておりますが、これから

も精一杯邁進していきたいと思いますので、ぜひ

絶大なご支援をお願いいたします。

電力代の問題や政府のスマート化の問題、地

域包括医療制度への転換の問題等を考えてみます

と、日本の2025年問題というような日本の人口

構成の問題に端を発するような問題が、いろいろ

な形で現れてきています。我々の業界もこれに合

わせて変わっていかざるを得ません。

今年の賀詞交歓会でTPPやパリ協定について

お話ししましたが、これからは経済成長と省エネ

を両立させねばならず、その中から新しい技術や

市場が必ず生まれてくるはずです。それに対して

JIMGAとしてお役 に立 っ ていきたいと申 し上 げ

ましたが、そのような時代が必ず来ると思ってお

ります。その時のJIMGAが今以上の組織となり、

皆様方も益々ご健勝でご活躍をされていますこ

とを祈 念 いたしまして、 ご挨 拶 とさせていただ

きます。

ご来賓祝辞

厚生労働省　医政局長

神田　裕二　殿

（代読：厚生労働省　大臣官房

審議官　梅田　珠実　殿）

一般社団法人日本産業・医療

ガス協会の懇親会の開会にあた

り、一言ご挨拶を申し上げます。

貴協会におかれましては、日頃より、医療行政

にご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上

げます。また、平素より在宅酸素療法用酸素供給

装置の保守点検などの取り組みを通じて、我が国

の保健医療水準の向上に寄与してこられたことに

対し、心から敬意を表します。

また、今般の平成28年熊本地震で被災された

会員の皆様には心よりお見舞い申し上げるととも

に、被災地における在宅酸素療法用酸素供給装置

等の使用者に対する安否確認をはじめとする災害

時の緊急対応につきまして、会員ならびに関係者

の皆様方の多大なるご尽力に対し、この場をお借

りして改めて厚くお礼申し上げます。

さて、我が国は、急速な高齢化の進展、医療提

供の場の多様化など、医療を取り巻く環境が大

きく変化する中で、様々な課題に直面していま

す。厚生労働省では、こうした新しい時代の要請

に応えるため、平成26年に成立した医療介護総

合確保推進法等に基づき、病床の機能分化・連携

や在宅医療の充実、医療人材の確保等を図ってい

ます。

今年は、各地域で地域医療構想として2025年

における医療提供体制のビジョンを示す年です。

地域医療構想の達成に向け、地域医療介護総合確

保基金等による支援を行ってまいります。

このような中、引き続き、国民の医療に対する

信頼に応えていくためには、医療ガスの供給をは

懇親会
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じめとした医療を支える分野においても、安全・

安心を確保していくことが 重要と考えています。

貴協会におかれましては、これまでも、各種講

習会の開催や、自治体等との災害時防災協定の締

結の推進などにより、医療用ガス等の安定供給や

質の向上に努めていただいているところです。

こうした取り組みは、安全・安心な医療サービ

スを提供する上で不可欠なものであり、厚生労働

省としても貴協会との連携は重要であると考えて

いますので、今後とも継続して取り組んでいただ

き、我が国の保健医療水準の向上に寄与されるこ

とを期待いたします。

最後に貴協会の益々のご発展と、本日ご参集の

皆様のご健勝を祈念して、私の挨拶といたします。

経済産業省　大臣官房審議官（製造産業局担当）

福島　洋　殿

間会長をはじめ新しい体制が

総会で決定されたということで、

今後とも継続していろいろなこ

とを一緒に実行してまいりたい

と思っております。経済全般では、つい最近では

円高株安になり、海外の状況がかなり不透明感を

増してきております。一方日本では先月、サミッ

トが開催され、また成長戦略も新しいものが出さ

れました。政府全体としましても、景気の一層の

回復のため更に努力をしてまいりますので、引き

続き貴協会とも連携し、いろいろな施策を作って

いきたいと思っております。

産業ガスに関しましては、日本の素材等の生産

量が若干落ちたということもありまして、若干減

少と伺っております。また貴協会では高圧ガスを

取り扱っていただいていることから、事業におけ

る安全・安心の確保ということで、昨年度は酸素、

アルゴンのJISの改定等をしていただいたと伺っ

ております。引き続き安全の確保につきまして、

ご協力をお願いしたいと思っております。

また会長からお話がありましたように、パリ協

定やエネルギー価格の高騰等の制約要因が日本に

はあるかと思います。そういった制約要因をぜひ

とも成長要因に変えていただくよう、皆様方のご

努力をお願いしたいと思っておりますので、引き

続きご協力をお願いたします。

昨年、再生可能エネルギー固定価格買取制度の

法律が検討されるということで、ご要望をいただ

いております。法律自身は、本国会で成立をいた

しましたが、具体的な制度設計につきましては継

続して資源エネルギー庁と現在調整をしておりま

すので、皆様方の産業競争力を落とすことがない

ように更に検討を進めてまいります。

エネルギーの関係では、水素社会を作っていく

ということも経済産業省では進めておりまして、

そういった中でも貴協会との関係は深まっている

と思いますので、引き続きお願いいたします。

今日お集まりの皆様方および協会関係者の皆

様方が本年度、更に発展していただき、政府と一

体になって、ぜひとも景気を良くするため、今後

とも皆様方と一緒にやってまいりたいと思います

のでよろしくお願いいたします。

高圧ガス保安協会会長

市川　祐三　殿

常日頃よりKHKの活動につき

ましてご協 力 いただきまして、

心より御礼申し上げます。

産業団体としてのJIMGAさん

はエネルギーあるいは環境問題で活発な活動をさ

れています。一方我々の保安という立場から見ま

すと、JIMGAさんは大 変 有 力 であり、 かつ頼 り

がいのあるパートナーであると思っております。

これまで共に保安に向けて、活動してまいりまし

た。特に業界の技術基準などでは一番活発に活動

をしておられますし、実績を挙げ、今回の水素関

係のさまざま技術基準でも十分なご貢献をされた
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と聞いております。

またガスの消費現場における保安について、大

変に気を配られています。一般消費者向けにさま

ざまなメディアを使って分かりやすく解説してく

れています。あるいは、放置された容器の処理問

題についても貢献され、さらにはRFタグの普及

等さまざまな活動をされています。

国際関係でみますと、高圧ガスの業界では傑出

した存在だと思いますが、他の国との基準の整合

化を図られたり、ISOの関係委員会に積極的に参

加されたり、大変大きな貢献をされてきておりま

す。言うまでもなく、間会長を含む歴代の主導部

の方々のリーダーシップと会員の皆様方の団結力

に心からの敬意を表したいと思います。

このような立派なJIMGAの会員の皆様方に対し

て恐縮でございますが、KHKの代表としまして、

保安活動に終わりはありませんということをもう

一度申し上げたいと思います。

事故の面では平成23年をピークとして、最近

は減少傾向ではありますが、残念ながら昨年の事

故は400件まできてしまいました。ご承知のとお

り日本を代表するような大きな化学メーカーで、

爆発や火災事故が起きてしまいました。それから

昨年の8月には比較的我々に近いアセチレンの分

野で大きな火災事故がおきてしまいました。

やはり社 会 の我 々 へ対 する見 方 には厳 しいも

のがあります。私自身、これほど災害が多い国に

おいて、保安を確保するということがどれほど大

変なことなのかをつくづく感じております。それ

でもやはり高圧ガスに携わる立場において、国民

を幸せにするためのガス供給が結果として災害を

招くことがあってはならないということを肝に銘

じて取り組む必要があると感じます。我々 KHK

は引き続きJIMGAの皆様と一緒になって、着実

な歩みを続けていきたいと思っております。先ほ

ど保安のスマート化のお話しがありましたが、新

しい認定制度あるいはファスト・トラック制度が

そう遠くない時期に実行に移されると思います。

その中でKHKはそれ相応の役割を果たすことが

期 待 されています。 ぜひともJIMGAとのご協 力

が必要でございますので、よろしくお願いいたし

ます。

JIMGAの皆様の益々のご発展と会員各社のご

繁 栄、 またここにお集 まりの皆 様 のご健 勝をお

祈 りいたしまして、 私 の挨 拶 とさせていただき

ます。

乾杯挨拶

副会長　今井　康夫

本日は厚生労働省の梅田審議

官様、経済産業省の福島審議官

様、高圧ガス保安協会の市川会

長様にはお言葉を賜りまして、

誠にありがとうございました。

まず熊 本 の震 災 におきまして被 災 された皆 様

方に、心よりお見舞いを申し上げます。現地は非

常 に厳 しい状 況 でございます。 この中 で産 業 ガ

ス、医療ガスがライフラインであると再度認識を

し、また我々の業界がセキュアでリライアブルな

サプライヤーであることをお見せすることができ

たのがせめてものことだと思っております。

2番目は経済状況でございます。昨年の12月ま

では非常に意気軒昂でございました。久しぶりに

コンフィデンスというか経済の信認が回復された

と喜んでいたのですが、1月10日前後にとんでも

ない状況になり、その後の状況は非常に悪く、さ

まざまな景気回復の障害が起きております。政府

には状況を見極めてもらい、新策を次々と打ち出

してもらいたいと思います。

JIMGAといたしましては、 このような状 況 の

中で先ほど会長がお話ししましたように発信する

JIMGA、存在感のあるJIMGAとして頑張ってい

きたいと思います。ここにおられます皆様方のご

健勝を祈念いたしまして、また皆様方の会社の
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益々のご発展を祈念いたしまして、乾杯の挨拶と

させていただきます。

中締め挨拶

副会長　鈴木　慶彦

本日、新体制でJIMGAがスター

トすることになりまして、4人の

理事が退任されました。長いこ

とお世 話 になりまして、 どうも

ありがとうございます。それから篠塚常務理事が

退任されるということで、篠塚さんには医療ガス

部門で大変お世話になりまして、心からお礼を申

し上げたいと思います。

世の中がちょっと騒がしくなっておりまして、

英国がEUを離脱するとか、東京都も大揺れです

し、米国では銃の乱射事件もあり、どうなってし

まうのか心配ですが、どうにかなるのに決まって

いますので、我々は自分のやるべきことをやり、

自分の足元を固めていく以外にないと思います。

先日、飛行機に乗っていて映画を観ようと思っ

たら「下町ロケット」をやっていました。あの「佃

製作所」のように、小さい会社であっても技術で

必死に勝負をしていこうということが大切なんだ

と改めて思いました。我々の業界も安全と技術と

良いサービスで、余計なことで右往左往せずに足

元を固めて、日本の産業を盛り立てていくために

仕事をしていきたいと思います。そのような願い

を込めて中締めとさせていただきます。

懇親会の模様
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平成27年度　事業報告
産業ガス部門事業報告

1．主要会議

産業ガス部門総会・定時総会

平成27年6月17日

理事会

第1回：平成27年6月17日

第2回：平成27年6月17日

理事会・評議員会合同会議

第1回：平成27年5月19日

第2回：平成27年11月30日

賀詞交換会

平成28年1月13日

全国事務局長会議

平成27年6月17日

2．総務部会

第1回：平成27年4月17日

議題：

（1）前回議事録の確認

（2） 部門理事会・評議員会合同会議、定時総会

の開催について

（3） 平成26年度産業ガス部門決算案および平成

27年度予算案について

報告事項：

（1）表彰選考委員会推薦者について

（2）事務局職員の異動について

第2回：平成27年11月27日

議題：

（1）前回議事録の確認

（2） 平成27年度産業ガス部門上期収支計算書に

ついて

（3） 部門理事会・評議員会合同会議の開催につ

いて

（4） 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の取扱規程の制定の件

（5）情報管理規程の一部改正の件

報告事項：

（1）電力問題への対応について

（2）事務局職員の異動について

（3）会員の現状について

（4）今後の主要行事予定について

3．広報委員会

（1）JIMGAウェブサイトの内容の充実

会員向け情報提供の充実に努めた。 協会

ウェブサイトについては、陳腐化した情報

の更新と、より見やすくするための修正を

実施した。

（2）産業ガスレポートの発行

9月末に秋号（vol.33）、3月末に春号（vol.34）

を計画通り発行した。定時総会、本年度理

事、評議員、常設部会・委員会・WG委員

の名簿、技術・国際ニュース、地域本部活

動報告、統計データ等を収録した。

（3）JIMGAnewsの発行

№27（4月末）～№32（2月末）を発行した。各

地域本部の会員紹介を継続した他、定時総

会、新会長挨拶、国際会議関連、医療ガス

部門の活動紹介等について情報を発信した。

（4）マスコミへの発信

6月17日に定例記者会見、11月30日に記者

懇談会を実施、いずれも10社以上の出席を

得て、定時総会、表彰者、消費税増税への

対応、電力問題への対応、産業ガス部門・

医療ガス部門の活動状況を発表した。また、

各メディアの特集企画記事に協力し、業界

の知名度向上につなげた。

（5）産業ガス部門、医療ガス部門の連携強化

JIMGAnewsと会報医療の記事交換等により

相互の活動を紹介した。
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4．企画部会

平 成27年5月8日、 および平 成27年11月17日

に開催。各WGの活動報告や活動計画について審

議を行った。

（1）長期停滞容器回収推進WG

　・ 貸出容器の有償化に関する考え方につい

てWG案を取りまとめ、各地域の意見を集

約した。公表に向け必要な意見を取り入れ、

一部の内容を修正した。

　・ 地域行政による容器管理指針について、い

まだ発行されていない行政に対する各地域

の取り組みを支援した結果、39都府県に

て発行された。

　・ JIMGAのウェブサイトに、各都府県で発

行された容器管理指針の発行状況および指

針等を更新または掲載した。

　・ 容 器RFタ グ の普 及 推 進 サ ブ WG等 にて、

長期停滞容器回収推進WGの取り組みを紹

介するほか、関係団体等の会議において、

容器使用料の考え方の公表について意見交

換し、展開について検討した。

（2）物流WG

　・ CO2 排出量統計を実施した結果、タンク

ローリによる製品輸送に係る燃料原単位

は平 成18年 度 を100として平 成26年 度 は

100.9となった。平成25年に比較して輸送

量・走行距離が増加し、燃料原単位、CO2

排出量も増加したが、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燃料

原単位を維持し、効率配送を実現している

ことを確認した。

　・ 「高圧ガス輸送におけるCO2 排出削減の取

組み」パンフレットの内容を全面的に見直

した。JIMGAのウェブサイトでのパンフ

レットデータの配布を計画している。

　・ 医療ガス部門にて制定された「非常時医療

ガスローリ供給応援依頼対応基準」につい

ての意見交換、物流関係の事故情報の交換、

行政から発せられた取引の公正化や下請取

引に関する情報の共有を行った。

　・ 環境･安全部会と情報を共有し、物流や環

境についてCOP21や経団連低炭素社会実

行計画等での物流分野の取り組みについて

幅広く議論した。

（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

同会議を開催し、例年10月に実施している

「高圧ガス容器全国一斉特別回収運動」に

係る依頼文書、要領書、報告書、ポスター

について協議した。

5．容器RFタグ運営委員会

（1）容器RFタグの装着状況

　・ 容器RFタグの装着容器は平成28年度末で

66万本となり、71社251拠点において運用

されている。

（2）普及促進活動

　・ 説明資料を再度見直し、導入済み企業の状

況や導入にあたっての問題解決について紹

介した。

　・ 容器検査所での取り付け作業を可能とす

る為、全検協の容器検査主任者講習会での

説明実施、および作業フローの確認を行っ

た。

　・ RFタグ導入キャンペーンの実施を完了し

た。（平成26年10月～平成28年3月）

（3）技術的課題の解決

　・ JIMGA仕様のRFタグの考え方が、ISO21007-2

に採 用 され規 格 化 された。JIMGAの仕 様

についても参考規格として掲載された。

　・ 小容器用RFタグが複数社から製品化された。

　・ JIMGA以外でのRFタグ利用についてミド

ルウェアの改修を計画し、改修に着手した。
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6．EDI運営委員会

企画部会電子データ交換標準化WGを発展的に

解消し、EDI運営委員会として発足した。

　・ 普及促進活動として説明会用資料を作成

し、地域本部毎に会員向け説明会を開催し

た。

　・ 関連団体（全溶連委員会、高圧ガス関係県

組 織 等）での説 明 やJIMGAnewsでJIMGA-

EDIを紹介した。

　・ JIMGA-EDI利用状況を確認するとともに、

システム運用会社からの管理費用の入金管

理を開始した。

7．技術審議委員会

（1）平成27年4月16日審議案件：12件

　・ 産業ガス業界における地球温暖化対策へ

の取り組み

　・ 「高圧ガス安全基礎知識 ダイジェスト版」

e-ラーニング

　・ 高圧ガスハンドブック 第2次改訂版

　・ 液化炭酸ガス CE設置事業所・ローリ運行

事業所関係基準改訂

　・ 液化炭酸ガス取扱いテキスト改訂

　・ 高圧ガス保安法の要点（液化炭酸ガス）改訂

　・ 原料炭酸ガス製造フロー概説改訂

　・ SDS改訂（GHSラベル、肩ラベル含む）対象：

一般ガス、炭酸、特殊ガス、水素

　・ 水素ガス取扱い上の基礎知識

　・ JIMGA安全ニュース No.9

　・ 平成26年労働災害統計調査報告

　・ 液化水素貯槽型圧縮水素スタンドの自主

技術基準制定

　・ 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制定

（2）平成27年12月9日審議案件：5件

　・ アセチレン SDS

　・ 産業・医療ガスの臭気問題に関するレポート

　・ 安全ニュース No.10

　・ JIMGAイエローカード

　・ JIMGAウェブサイト 産業ガスについて

8．技術・保安部会

平成27年5月29日、および平成27年11月19日

に開催。各WGの活動報告や活動計画について審

議を行った。

（1）容器技術WG

　・ ISO3807の発行に伴う国内基準への取り込

みとして、KHKの検 査基 準の改訂 を要 望

する予定であったが、検査基準がダブルス

タンダードになることやKHKの技術委員

会への説明負担からしばらく様子をみたい

との要望がアセチレン容器メーカーよりあ

り、一旦中断することとした。

　・ ISO/TC58国内委員会に出席、ISO/TC58/

SC4国際会議については参加を見送った。

TC58/関連ISO規格について18件の検討・

投票を実施した。

　・ AE作業部会として、企業実証特例制度で

の取り組みや関連情報を収集共有した。

（2）超低温貯槽WG

　・ JIMGA自主基準について、「液面計および

元弁の取扱い要領」（仮称）について原案を

作成開始した。

　・ 規制改革案件について、ファスト・トラッ

ク制度利用を鑑み、継続検討中の「超低

温 容 器 用 材 料 としてSUS304N2の採 用 」、

昨年度検討中止とした「コールドストレッ

チ」について再検討したが、「SUS304N2」

についてはSUS304N1も含 めた要 望 とし、

「コールドストレッチ」は要望しないこと

となった。

　・ ISO/TC220国内委員会活動として、関連

規格案の検討と投票を実施し、国際会議へ

参加した。
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（3）充塡技術WG

　・ 「産 業・ 医 療 ガ ス の臭 気 問 題 に関 するレ

ポート」を作成完了した。

　・ ス キ ル ア ッ プ 研 修 としてフ レ キ ス ブ ル

ホース製造メーカーから構造、現状、留意

すべき事項等、技術面での講習を受講した。

　・ 高圧ガス容器製造メーカーを訪問し、一般

高圧ガス容器、FRP容器に関して講習を受

講、製作工場を見学した。

（4）保安対策WG

　・ 高圧ガスハンドブックの見直しを実施し

第2次改訂版を発刊した。

　・ CE実務保安Q&Aとして、CEユーザーや

販売事業者、JIMGA会員等からのCEに関

する質問、 問い合わせの多い事項を33事

例に集約し、内容を精査した。JIMGAウェ

ブサイトへの掲載を計画している。

（5）教育・研修WG

　・ e-ラーニング教材「高圧ガス安全基礎知識」

本編を改訂し、内容（スライド）、ナレーショ

ンおよび理解度テストを見直した。

　・ 地域本部でe-ラーニングの活用に向けた説

明会を実施した。

（6）安全統計WG

　・ 会員からの報告や外部ソースの事故情報

を、詳細な内容や原因等を確認の上、水平

展 開 が必 要 なものについてJIMGAウ ェ ブ

サイトに掲載した。

　・ 平成26年労働災害統計調査を実施し、会

員268社 より報 告 を入 手 した。JIMGA度

数率は0.56、 強度率0.009となった。 当該

数値は、全国製造業平均、化学工業平均、

EIGA平均（欧州産業ガス会社6社）をいず

れも下回っている。

　・ 高圧ガス関連事故（労働災害）について調

査を行い、事故の原因と傾向を分析、安全

ニュース No.10として発行した。

　・ 過去の事故情報、ヒヤリハット事例等を活用

し、各地域本部の保安セミナーに活用した。

（7）ヘリウム技術WG

　・ ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全

な取扱いについて、注意事項や事故予防策

の指針化を計画し、過去事故事例の調査お

よび指針内容の検討を実施した。

　・ JIMGAウェブサイトの「産業ガスについ

て」の内、ヘリウム関連のページの修正に

ついて、技術審議委員会での指摘を受け修

正内容を見直した。

　・ ヘリウムソースや海外情報およびヘリウ

ムの使用に関する技術動向の調査として、

核融合科学研究所の見学、MRI/NMR用超

電導コイル・超電導リニアモーターカーの

高温超電導化に関する技術開発動向の調査

を実施した。

（8）炭酸ガス技術WG

　・ 第17回炭酸ガス保安講習会について、講

習会用テキスト、説明資料および動画資料

を作成し、地域本部へ配布・説明した。

　・ 現地研修会として液化炭酸ガス関連設備

ならびにJSW室蘭の視察を実施した。

（9）溶解アセチレン技術WG

　・ 溶 解 ア セ チ レ ン（溶 剤： ア セ ト ン および

DMF）のSDSを作成し、技術審議委員会で

承認の上、JIMGAウェブサイトに掲載した。

　・ アセチレン工場の火災事故について情報

を共有し、事故原因に応じた水平展開の準

備を開始した。

（10）水素企画委員会・水素技術WG

　・ 水素統計資料として、「仕向け先・荷姿別・

出荷実績」、および ｢圧縮水素出荷実績5

年推移｣ を作成した。

　・ 平成27年度支部別水素プラント定修予定

表を作成した。

　・ ｢水素ガス取扱い上の基礎知識｣ を改訂し、
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技術審議委員会にて承認された。

　・ 水素のSDSを作成し、技術審議委員会にて

承認の上、ウェブサイトに掲載した。

　・ 研修会として、（株）日本製鋼所 室蘭事業

所を見学した。

　・ ｢水素ガス取扱い上の基礎知識｣ をベース

とした講習会の平成28年度開催を計画し、

サブ WGにて講習会用説明資料を作成し

た。

（11）特殊ガス企画委員会・特殊ガス技術WG

　・ 平成27年特殊ガスの統計資料を作成した。

　・ JISZ7253対応警告表示ラベルの修正とGHS

ラベルとの統一について検討したが、現段

階では見送ることとした。

　・ 容器基本通達（容器則9条関係）の解釈をめ

ぐるガス名変更不可の不具合について、改

定案をKHKと協議し、KHK意見を反映し

た改訂要望案を作成した。

　・ JISZ7253対応のSDSについて検討し、代表

的なSDSの作成に着手した。

　・ 研修会として、検知器の製造会社である理

研計器（株）開発センターを見学した。

（12）水素スタンドプロジェクト

［液体水素による貯蔵・水素スタンド規制・

基準］

　・ 「危険物の規制に関する規則の一部を改正

する省令（平成27年総務省令第56号）」が

措置され、液化水素貯蔵型圧縮水素スタ

ンドとガソリンスタンドとの併設が可能と

なった。

　・ JIMGA自 主 基 準「 液 化 水 素 貯 蔵 圧 縮

水 素 ス タ ン ド の自 主 技 術 基 準（JIMGA-

T-S/97/15）」を作成・公開した。

　・ 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を実施するため、

NEDOプロジェクト実施計画変更申請を行

い、承認を受けた。

　・ 液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドに

関する事故事例調査・リスク調査を行った。

［2種製造設備に相当する水素供給設備の技

術基準］

　・ JIMGA自 主 基 準「圧 縮 水 素 ス タ ン ド に

設 置 する水 電 解 水 素 昇 圧 器 の自 主 基 準

（JIMGA-T-S/98/15）」を作成・公開した。

　・ 建築基準法第48条の規定に基づく許可の

運用についての技術的助言の措置がなさ

れ、第二種製造者の圧縮水素スタンドの市

街地設置が可能となった。

　・ 水電解水素昇圧器のリスク評価を行い、安

全対策案の検討を行った。

9．環境・安全部会

平成27年5月22日、および平成27年11月16日

に開催。各WGの活動報告や活動計画について審

議を行った。

（1）環境保全WG

　・ 経団連低炭素社会実行計画フォローアッ

プ調査を実施した（参加64社）。平成26年

度の総電力量：89.4億kWh（平成25年度：

86.8億kWh）であった。

　・ 地球温暖化、省エネルギーの諸施策に関し

て、低炭素社会実行計画、省エネ補助金、

FIT制度見直し、FIT賦課金減免制度見直

し等について情報収集した。

　・ 「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/95/15）を見直し、

ウェブサイトに掲載した。

　・ 環境関連の既存指針として、「産業保冷用

パーライトの産業廃棄物としての処理指

針」（JIGA-T-S/22/05）、「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」（JIMGA-T-S/08/09）、「ガスの廃棄指針」

（JIMGA-T-S/23/10）について国際整合化を

検討した。
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（2）化学品安全WG

　・ 産業ガス（酸素、アルゴン）のJIS規格改訂

にあたり、改訂委員会を組織し、改定案

を作成した。アルゴン（JIS-K-1105: 2006）

では、 ア ル ゴ ン 中 の窒 素 の分 析 計（プ ラ

ズマ分光式窒素分析計）を追加し、酸素

（JIS-K-1101: 2005）では、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

純度酸素と高濃度酸素の標準ガスを追加

した。

　・ ウェブサイトに掲載されているイエロー

カード32種の確認と見直し作業を完了した。

　・ 「化学物質のリスクアセスメントの実施」

の義務化に伴い、必要となるSDSについて

厚生省よりの配布確認の要請に対応し、厚

生労働省作成のSDS配布確認用パンフレッ

トを配布した。

10．国際部会

平成27年4月21日、および平成27年10月29日

に開催。各WGの活動報告や活動計画、および国

際会議への対応について審議を行った。

（1）国際整合化委員会（IHC）対応WG

　・ 国際整合化プロジェクトのJIMGA基準化

活 動 を進 め、 平 成27年 ～ 平 成28年 には、

参考文書9件を完成させた。参考国際整合

化文書はJIMGAウェブサイトに掲載して

いる。

　・ AIGA、CGA、EIGAとの技 術 交 流 会 の促

進と協調関係の継続・強化として、国際

整合化委員会（IHC）に参加、第38回につ

いては東京にて開催した。また、医療ガス

GMPの情報交換会を開催した。

　・ 各国との協調関係の強化を継続・推進する

ため、台湾産業ガス協会（THPGIA）との

技術交流会は先方事情により未開催であっ

た。

（2）規制改革WG

　   　規制改革要望の発掘・募集を行ったが、

新たに発掘・提案された要望事項はなかっ

た。 個 別 の案 件 については以 下 のとおり

であった。

　・ 汎用食品添加物へのアルゴン追加は不可

との回答（厚生労働省）

　・ モノシランの毒性ガス定義については意

見書（急性毒性とすべき）を提出、経済産

業省が定義見直し作業を開始

　・ 材料曲げ試験での表裏区別は例示基準の

改訂確認待ち

　・ 超低温容器の膨張測定試験の廃止は検討

継続中

　・ 医療用酸素容器の定期点検期間緩和につ

いては、提案書を経済産業省に提出、回答

待ち

　・ 在宅酸素用液酸装置の製造届出要件の緩

和については、対応案を経済産業省に提出、

回答待ち

　・ 容器検査のAT/UTの適用については、企

業実証特例制度の結果待ち

　・ 経済産業省の産業保安のスマート化につ

いて、ファスト・トラック制度案に対する

要望を提出し情報交換を実施、液化ガスお

よび毒性ガスの定義見直しについては、適

用物質の変更有無と運用上の不都合の有無

に係る調査に協力した。

　・ 亜酸化窒素の指定薬物化に関し、厚生労働

省による各種調査・情報提供依頼に対応

した。
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平成28年度　定時総会

平成27年度 会議開催記録

　総会・賀詞交歓会等

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 第1回産業ガス部門理事会･
評議員会合同会議

平成27年5月19日 議事
1）平成26年度事業報告及び収支決算（案）の件
2）平成27年度事業計画及び収支予算（案）の件
3）評議員及び理事候補者選任の件
4）組織規程及び組織細則の一部改正の件
5）平成27年表彰対象者決定の件
6）平成27年度定時総会招集の件
報告事項
1）電力問題への対応の件
2）消費税の動向
3）会員の動静について
4）今後の主要日程等

2 第1回理事会 平成27年6月17日 1）総会提案議題について
2）新入会員の承認について
3）消費税の円滑かつ適正な転嫁のための転嫁の方法及び価格の表示に

関する基準の一部改正について

3 産業ガス部門総会
定時総会

平成27年6月17日 産業ガス部門総会
1）産業ガス部門評議員選任の件
定時総会
1）平成26年度事業報告及び収支決算の承認を求める件
2）平成27年度事業計画及び収支予算の承認を求める件
3）評議員、理事選任の件
報告事項
1）会員の動静について
2）今後の主要日程

4 第2回理事会 平成27年6月17日 1）副会長の選任並びに部門別理事会所属理事の選任について

5 第2回部門理事会・
評議員会合同会議

平成27年11月30日 議事
1）入会希望事業者審査の件
2）特定個人情報等の適正な取扱に関する基本方針及び個人情報等取扱

規程の制定の件
3）情報管理規程の一部改正の件
報告事項
1）平成27年度上期活動報告
2）平成27年度中間収支計算書報告
3）その他
　（内部監査、今後の主要日程、会員の現状）

6 平成28年賀詞交歓会 平成28年1月13日 経団連会館にて開催

　総務部会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 第1回総務部会 平成27年4月17日 議題
1）前回議事録の確認
2）平成26年度産業ガス部門決算案及び平成27年度予算案について
3）平成27年度産業ガス部門理事会・評議員会合同会議について
4）組織規程・組織細則の改定について
報告事項
1）電力問題への対応について
2）消費税問題について
3）表彰選考委員会推薦者について
4）事務局職員の異動について
5）会員の現状について
6）今後の主要行事予定について
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　総務部会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

2 第2回総務部会 平成27年11月27日 議題
1）前回議事録の確認
2）平成27年度上期産業ガス部門収支計算書について
3）平成27年度第2回部門理事会・評議員会合同会議について
4）特定個人情報等の適正な取扱に関する基本方針及び個人情報等の取

扱規程の制定の件
5）情報管理規程の一部改正の件
報告事項
1）電力問題への対応について
2）事務局職員の異動について
3）会員の現状について
4）今後の主要行事予定について

　広報委員会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 第1回広報委員会 平成27年4月27日 議題
1）前回議事録の確認
2）JIMGAウェブサイトについて
3）「産業ガスレポート」について
4）「JIMGAnews」について
5）マスコミへの発信について
6）医療ガス部門広報活動について
7）平成26年度活動報告、平成27年度活動計画について
8）広報活動全般について（意見交換）

2 第1回広報タスクフォース 平成27年8月18日 「産業ガスレポート」初校読み合わせ

3 第1回産業ガスレポート
編集WG

平成27年9月2日 1）前回議事録確認
2）発行スケジュール
3）表紙デザイン検討
4）原稿チェック

4 第2回広報委員会 平成27年11月18日 1）前回議事録の確認
2）JIMGAウェブサイトについて
3）「産業ガスレポート」について
4）「JIMGAnews」について
5）マスコミへの発信について
6）医療ガス部門広報活動について
7）平成27年度上期活動報告について
8）広報活動全般について（意見交換）

5 第2回広報タスクフォース 平成28年2月24日 「産業ガスレポート」初校読み合わせ

6 第2回産業ガスレポート
編集WG

平成28年3月8日 1）前回議事録確認
2）発行スケジュール
3）表紙デザイン検討
4）原稿チェック
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　企画部会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 第1回企画部会 平成27年5月8日 議題
1）前回議事録確認
2）WG・委員会平成26年度活動報告及び平成27年度活動計画説明
　・企画部会
　・長期停滞容器回収推進WG
　・物流WG
　・容器処理WG
　・電子データ交換標準化WG
　・容器RFタグ運営委員会
　・特殊ガス企画委員会
　・水素企画委員会
3）EDI運営委員会発足について
報告事項
1）電力問題への対応について
2）平成27年表彰対象者について
3）今後の主要行事日程

2 第2回企画部会 平成27年11月17日 議題
1）前回議事録確認
2）WG・委員会 平成27年度上期活動報告
　・企画部会
　・長期停滞容器回収推進WG
　・物流WG
　・容器処理WG
　・容器RFタグ運営委員会
　・EDI運営委員会
　・特殊ガス企画委員会
　・水素企画委員会
報告事項
1）電力問題への対応について
2）今後の主要行事日程

3 第1回長期停滞容器
回収推進WG

平成27年4月20日 1）前回議事録確認
2）容器使用料の考え方について
3）企画部会報告について

4 第2回長期停滞容器
回収推進WG

平成28年3月1日 1）前回議事録確認
2）企画部会報告について
3）容器管理指針発行状況について
4）容器使用料の考え方について

5 第1回物流WG 平成27年7月15日 1）前回議事録確認
2）「非常時医療ガスローリー供給応援依頼対応基準」について
3）パンフレット「高圧ガス輸送におけるCO2排出削減の取組み」見直し

について
4）CO2排出量調査について

6 第2回物流WG 平成27年10月28日 1）前回議事録確認
2）企画部会報告について
3）CO2排出量調査について
4）パンフレット「高圧ガス輸送におけるCO2排出削減の取組み」見直し

について

7 第3回物流WG 平成28年1月21日 1）前回議事録確認                           
2）CO2排出量調査について
　①修正版について                        
　②CFPの算定について（2014年度）    
　③経団連　低炭素社会実行計画2014年度実績  
3）パンフレット「高圧ガス輸送におけるCO2排出削減の取組み」見直し

について
4）次年度活動内容について

8 第4回物流WG 平成28年4月20日 1）前回議事録確認
2）パンフレット「高圧ガス輸送におけるCO2排出削減の取組み」見直し

について 
3）物流関連の補助金について     
4）平成28年度活動内容について       
5）CO2排出量調査について  
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　企画部会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

9 高圧ガス容器回収
プロジェクト及び
容器処理WG合同会議

平成27年8月3日 1）平成26年度高圧ガス容器特別回収プロジェクト議事録確認
2）平成26年度高圧ガス容器特別回収結果資料審議
　（回収集計票報告、回収場所調査票報告）
3）平成27年度高圧ガス容器特別回収配布文書
　（お願い文、回収要領、回収報告書、回収場所調査票、ポスター）
4）放置容器処理事業特別枠中間報告
5）不明容器、放置容器撲滅を目指して（意見交換）

　RFタグ運営委員会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 第1回容器RFタグ
運営委員会

平成27年4月21日 1．全国展開（Step4）
 1）活動の振り返り　　
 2）全国展開の状況
 3）RFタグ装着数・拠点数推移
 4）各社の進捗状況　　　
 5）容器RFタグ運用会社一覧
 6）課金実績の報告
2．WG
 1）WG開催報告と主要取り組みテーマ
 2）WG課題の整理状況
 3）周波数帯移行への対応
 4）小型容器用RFタグの開発
 5）取り組むべき必須課題　
3．技術サブWG
 1）課題の整理状況
 2）ISO21007-2規格化対応の進捗
 3）PCビットの仕様に関する課題
 4）コード体系仕様書改定
　（FRP容器の 5年耐圧対応）
 5）その他、技術課題への取り組み
4．普及・促進 
 1）容器RFタグ普及促進サブWG活動報告
 2）説明会資料の作成（さらなる普及拡大を目指して）
5．2015年度の重要課題
 1）普及・促進活動を継続
 2）ISO規格化への取り組み

2 第2回容器RFタグ
運営委員会

平成27年10月19日 1．全国展開（Step4）
 1）活動の振り返り　　
 2）全国展開の状況
 3）各社のRFタグ装着数推移
 4）各社の進捗状況　　　
 5）容器RFタグ運用会社一覧
 6）課金実績の報告
2．WG
 1）WG開催報告と主要取り組みテーマ
 2）WG課題の整理状況
 3）周波数帯移行への対応
 4）小型容器用RFタグの開発
 5）取り組むべき必須課題
3．技術サブWG
 1）課題の整理状況
 2）ISO21007-2規格化対応の進捗
 3）PCビットの仕様に関する課題
 4）コード体系仕様書改定
 5）その他技術課題への取り組み
4．普及・促進 
 1）容器RFタグ普及促進サブWG活動報告
 2）説明会資料の作成（さらなる普及拡大を目指して）
5．2015年度の重要課題
 1）普及・促進活動を継続
 2）ISO規格化への取り組み
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　RFタグ運営委員会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

3 第1回容器RFタグ運営WG 平成27年8月6日 1．全国展開（Step4）
 1）全国展開の状況
 2）RFタグ装着数・拠点数推移
 3）各社の進捗状況　　　
 4）容器RFタグ運用会社一覧
2．WG
 1）RFタグ周波数移行状況
 2）小型容器用RFタグの開発
 3）課題管理状況
3．技術サブWG
 1）EPCフィルタ機能拡張について
 2）耐圧検査所でのRFタグ運用に関する課題
 3）ハンドル型RFタグのEPC管理について
 4）課題管理状況
4．普及・促進 
 1）普及推進サブWG活動報告
 2）課題管理状況

4 第2回容器RFタグ運営WG 平成27年12月7日 1．全国展開（Step4）
 1）全国展開の状況
 2）RFタグ装着数・拠点数推移
 3）各社の進捗状況　　　
 4）容器RFタグ運用会社一覧
2．WG
 1）RFタグ周波数移行状況
 2）小型容器用RFタグの開発
 3）課題管理状況
3．技術サブWG
 1）ミドルウェアバージョンアップ
 2）富士通社製 RFタグ仕様変更について
4．普及・促進 
 1）普及推進サブWG活動報告

5 第3回容器RFタグ運営WG 平成27年3月10日 1．全国展開（Step4）
 1）全国展開の状況
 2）RFタグ装着数・拠点数推移
 3）各社の進捗状況　　　
 4）容器RFタグ運用会社一覧
2．WG
 1）RFタグ周波数移行状況
 2）小型容器用RFタグの開発
 3）課題管理状況
3．技術サブWG
 1）EPCフィルタ機能拡張について
 2）RFタグ システム構築ガイドラインの改定について
 3）RFタグ関連情報公開基準見直しについて
 4）課題管理表
 5）2015年12月版公開資料配付のお知らせ
4．普及・促進 
 1）普及推進サブWG活動報告
 2）キャンペーン終了後の施策提案

6 第1回技術サブWG 平成27年7月13日 1）EPCフィルタ機能拡張について
2）JIMGA非会員におけるRFタグの取り扱い
3）耐圧検査場でのRFタグ運用に関する課題
4）ISO21007-2状況
5）課題棚卸し

7 第2回技術サブWG 平成27年8月24日 1）EPCフィルタ機能拡張について
2）耐圧検査場でのRFタグ運用に関する課題
3）課題棚卸し

8 第3回技術サブWG 平成27年11月18日 1）EPCフィルタ機能拡張について
2）富士通社製　RFタグ仕様変更について
3）課題棚卸し
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　RFタグ運営委員会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

9 第4回技術サブWG 平成28年3月3日 1）EPCフィルタ機能拡張について
2）RFタグ システム構築ガイドラインの改定について
3）RFタグ関連情報公開基準見直しについて
4）2015年12月版公開資料配付のお知らせ
5）課題棚卸し

10 第1回普及推進サブWG 平成27年5月26日 1）RFタグの海外での使用について
2）ものづくり補助金申請
3）容器RFタグ利用のアプリ開発の依頼
4）容器RFタグ説明会でのアンケート

11 第2回普及推進サブWG 平成27年7月17日 1）ソフトウェア開発会社への容器RFタグ対応のお願い
2）ものづくり補助金
3）容器RFタグ説明会講師派遣について
4）地域本部での容器RFタグ説明会アンケート集計
5）今後の活動について

12 第3回普及推進サブWG 平成27年8月6日 1）普及推進に役立つアイデアについて
2）今年度の説明会について

13 第4回普及推進サブWG 平成27年9月10日 1）普及推進に役立つアイデアについて
2）今年度の説明会について

14 第5回普及推進サブWG 平成27年10月19日 1）RFタグ導入会員会社訪問
2）説明会資料作成について

15 第6回普及推進サブWG 平成27年11月26日 1）説明会資料検討

16 第7回普及推進サブWG 平成27年12月7日 1）説明会資料検討

17 第8回普及推進サブWG 平成28年1月18日 1）説明会講師分担
2）説明会資料検討

18 第9回普及推進サブWG 平成28年2月15日 1）説明会資料検討

　技術審議委員会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 第1回技術審議委員会 平成27年4月16日 1）前回議事録案の確認
2）国際会議出席旅費一部負担実績
3）上程案（10件）の審議
　①産業ガス業界における地球温暖化対策への取り組み
　②「高圧ガス安全基礎知識　ダイジェスト版」e-ラーニング　
　③「高圧ガスハンドブック　第二次改訂版」
　④-1「液化炭酸ガスCE設置事業所・ローリ運行事業所関係基準改訂」
　④-2「液化炭酸ガス取扱いテキスト改訂」
　④-3「高圧ガス保安法の要点（液化炭酸ガス）改訂」
　④-4「原料炭酸ガス製造フロー概説改訂」
　⑤SDS改訂（GHSラベル、肩ラベル含む）
　⑥「水素ガス取扱上の基礎知識」
　⑦「安全ニュースNo.9」　平成25年高圧ガス関係災害事故分析
　⑧「平成26年労働災害統計調査報告」
　⑨「液化水素貯槽型圧縮水素スタンドの自主技術基準制定」
　⑩ 「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

制定」

2 第2回技術審議委員会 平成27年12月9日 1）前回議事録案の確認
2）国際会議出席旅費一部負担実績
3）上程案（5件）の審議
　①アセチレンSDS
　②「産業・医療ガス臭気問題に関するレポート」
　③JIMGAウェブサイト　産業ガスについて
　④「安全ニュースNo.10」
　⑤JIMGAイエローカード
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　技術・保安部会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 第1回技術・保安部会 平成27年5月29日 平成26年度活動報告及び平成27年度活動計画報告

2 第2回技術・保安部会 平成27年11月19日 平成27年度上期活動進捗状況報告

3 容器技術WG 平成27年4月17日 ISO TC58 国際会議報告・バルブ検査基準検討

4 平成27年7月3日 ISO TC58 原案審議

5 平成27年10月5日 ISO TC58 国内会議報告

6 平成28年1月19日 ISO TC58 原案審議、バルブ検査基準検討

7 超低温貯槽WG 平成27年5月11日 ISO TC220 原案審議、国際会議打合せ、規制改革要望案検討

8 平成27年8月7日 ISO TC220 原案審議、規制改革要望案検討、液面計取扱い資料作成

9 平成27年10月26日 ISO TC220 原案審議、規制改革要望案検討、液面計取扱い資料作成

10 平成27年12月4日 ISO TC220 原案審議、規制改革要望案検討、液面計取扱い資料作成

11 平成28年3月4日 ISO TC220 原案審議、規制改革要望案検討、液面計取扱い資料作成、
国際会議準備

12 充塡技術WG 平成27年4月14日 活動テーマ審議、省エネ設備導入補助金説明、フレキ勉強会

13 平成27年5月14日 「産業・医療ガスの臭気問題に関するレポート」作成

14 平成27年8月10日 「産業・医療ガスの臭気問題に関するレポート」作成

15 平成27年9月11日 「産業・医療ガスの臭気問題に関するレポート」作成

16 平成27年10月27日 「産業・医療ガスの臭気問題に関するレポート」作成

17 平成27年11月10日 「産業・医療ガスの臭気問題に関するレポート」作成、工場見学

18 保安対策WG 平成27年4月13日 CE実務保安Q&A作成、「高圧ガスハンドブック」改訂案検討

19 平成27年6月29日 CE実務保安Q&A作成

20 平成27年9月24日 CE実務保安Q&A作成、ファスト・トラック制度および新認定事業所制度検討

21 平成27年12月11日 CE実務保安Q&A作成、ファスト・トラック制度および新認定事業所制度検討

22 平成28年2月3日 CE実務保安Q&A作成、ファスト・トラック制度および新認定事業所制度検討

23 教育・研修WG 平成27年4月10日 高圧ガスの安全礎知識　e-ラーニング改訂内容検討

24 平成27年6月5日 高圧ガスの安全礎知識　e-ラーニング改訂内容検討

25 平成27年7月31日 高圧ガスの安全礎知識　e-ラーニング改訂内容検討

26 平成27年9月17日 高圧ガスの安全礎知識　e-ラーニング改訂内容検討

27 平成27年10月8日 高圧ガスの安全礎知識　e-ラーニング改訂内容検討

28 平成27年12月21日 高圧ガスの安全礎知識　e-ラーニング改訂内容検討

29 平成27年3月8日 高圧ガスの安全礎知識　e-ラーニング改訂内容検討

30 安全統計WG 平成27年4月21日 保安セミナー資料作成、「安全ニュース」作成、平成27年度活動計画

31 平成27年6月23日 事故情報分析、保安セミナー資料作成、「安全ニュース」作成、労働災
害統計調査

32 平成27年8月31日 事故情報分析、保安セミナー資料作成、「安全ニュース作成」、労働災
害統計調査

33 平成27年10月19日 平成26年高圧ガス災害事故の分析、「安全ニュース」作成、地域セミナー
対応

34 平成28年2月15日 事故情報分析、平成26年高圧ガス災害事故の分析、「安全ニュース
No.10」発行
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　水素企画委員会・技術WG

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 代表者会議 平成27年4月28日 平成27年度活動報告、平成28年度活動計画

2 技術WG第1回会議 平成27年5月22日 平成27年度活動計画の決定、国際整合化基準の検討

3 技術WG第2回会議 平成27年10月16日 研修会：日本製鋼所室蘭事業所の見学

4 技術WG第3回会議 平成27年12月11日 国際整合化基準検討の報告、講習会用資料の状況報告

5 技術WG第4回会議 平成28年3月11日 水素講習会の概要報告、平成28年度活動計画の検討

6 資料作成サブWG第1回会議 平成27年7月15日 水素講習会用説明資料の作成方法検討

7 資料作成サブWG第2回会議 平成27年9月15日 水素講習会用説明資料の作成資料確認

8 資料作成サブWG第3回会議 平成27年11月13日 水素講習会用説明資料の詳細確認

9 資料作成サブWG第4回会議 平成28年1月22日 水素講習会用説明資料の最終確認

　溶解アセチレン技術WG

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 技術WG第1回会議 平成27年4月23日 平成27年度活動計画の決定、JISZ7253対応SDSの検討

2 技術WG第2回会議 平成27年9月11日 アセチレン工場事故の報告、省エネ対策の検討

3 技術WG第3回会議 平成27年12月15日 アセチレン工場事故の続報、SDS改訂版作成の報告

　技術・保安部会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

35 ヘリウム技術WG 平成27年4月9日 JIMGAウェブサイト（ヘリウム関連）改正、SDS改訂、核融合研究所
見学

36 平成27年7月6日 JIMGAウェブサイト改正、イエローカード見直し

37 平成27年10月13日 JIMGAウェブサイト改正、ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全な
取り扱い

38 平成28年1月23日 JIMGAウェブサイト改正、ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全な
取り扱い

　特殊ガス企画委員会・技術WG

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 定時代表者会議 平成27年4月24日 平成26年度活動報告、平成27年度活動計画

2 統計作成TF第1回会議 平成28年2月25日 半導体材料ガスおよび標準ガス平成27年統計の作成要領

3 統計作成TF第2回会議 平成28年3月25日 半導体材料ガスおよび標準ガス平成27年統計の資料確認

4 技術WG第1回会議 平成27年4月21日 平成27年度活動計画の決定、研修会の検討

5 技術WG第2回会議 平成27年6月4日 特殊ガスギャップ分析の検討

6 技術WG第3回会議 平成27年9月3日 SDS最終版以降の改訂について

7 技術WG第4回会議 平成27年10月28日 研修：理研計器㈱春日部開発センターの見学

8 技術WG第5回会議 平成28年1月28日 N2Oの指定薬物指定に関する報告

9 技術WG第6回会議 平成28年3月9日 SDS改訂版の承認、平成28年度活動計画の検討

10 半材ガスチーム第1回会議 平成27年7月9日 ラベル統一の是非の検討

11 標準ガスチーム第1回会議 平成27年10月26日 基本通達改正案の検討

12 標準ガスチーム第2回会議 平成27年12月7日 化学品安全WG委員派遣の検討
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　炭酸ガス技術WG

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 第1回
炭酸ガス技術WG会議

平成27年4月27日 1）第17回炭酸ガス保安講習会の準備作業について
2）他のWG活動報告検討

2 第2回
炭酸ガス技術WG会議

平成27年6月22日 1）SDS改訂ならびに液化炭酸ガステキスト改訂作業
2）他のWG活動報告検討

3 第3回
炭酸ガス技術WG会議

平成27年10月5日 1）イエローカード見直し作業
2）他のWG活動報告検討

4 第4回
炭酸ガス技術WG会議

平成27年12月15日 1）第17回炭酸ガス保安講習会内容に対する結果報告
2）他のWG活動報告検討

5 第5回
炭酸ガス技術WG会議

平成28年1月28日 1）第17回炭酸ガス保安講習会アンケート結果報告
2）次期活動テーマの絞り込みについて
3）他のWG活動報告検討

6 第6回
炭酸ガス技術WG会議

平成28年3月25日 1）炭酸ガス工場の定修報告と定修計画について
2）他のWG活動報告検討

7 炭酸ガス技術WG
全体会議

平成28年5月20日 1）平成27年度活動報告ならびに平成28年度活動計画の承認
2）上記同様の他のWG活動報告
3）第17回炭酸ガス保安講習会の結果報告

　環境・安全部会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 第1回環境・安全部会 平成27年5月22日 平成26年度活動報告及び平成27年度活動計画

2 第2回環境・安全部会 平成27年11月16日 平成27年度上期活動進捗状況報告

3 化学品安全WG 平成27年4月24日 JIS見直し、イエローカード見直し、平成26年度活動計画

4 平成27年6月10日 JIMGAシンポジウム（SDS）、イエローカード見直し

5 平成27年8月7日 JIS改訂確認、SDSラベル修正、イエローカード見直し

6 平成27年10月2日 JIS改訂確認、SDSラベル修正、イエローカード見直し、JIMGA地域
本部講習会対応

7 平成27年12月4日 JIS改訂確認、SDSラベル修正、イエローカード見直し、JIMGA地域
本部講習会対応

8 平成28年2月26日 JIS改訂確認、SDSラベル修正、イエローカード見直し、保安法見直し
について　　　　

9 環境保全WG 平成27年4月7日 低炭素実行計画、電力値上げ（電力多消費産業活動報告）、省エネ補助
金、国際規格整合化について

10 平成27年6月26日 LCAデータベース確認、環境ニュース（省エネフォローアップ 状況報
告）、低炭素実行計画調査状況、省エネ補助金対応（エネルギー合理化
支援補助金（「省エネ事例集」の抜粋）、国際規格整合化について

11 平成27年9月7日 LCAデータベース確認、環境ニュース（省エネフォローアップ 状況報
告）、低炭素実行計画調査状況、省エネ補助金対応、国際規格整合化に
ついて

12 平成27年12月7日 LCA日本フォーラム対応状況、カーボンフットプリントについて、 
FIT賦課金見直し、電力多消費11団体活動、経団連　COP21対応

13 平成28年3月4日 FIT賦課金見直しパブリックコメント対応、COP21 と経団連の活動、
経産省　「PCBの適正な処理に関する説明会」 、低炭素社会実行計画、
産業ガスレポート春号、平成28年度活動計画

14 省エネフォローアップ
小委員会

平成27年7月24日 低炭素社会実行計画フォローアップ調査報告、省エネ補助金について

15 平成27年10月30日 低炭素社会実行計画フォローアップ調査、LCIデータのフォローアッ
プ調査

16 平成28年3月11日 低炭素社会実行計画フォローアップ2014調査結果報告書、2015調査予定
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　国際部会

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 国際部会会議 平成27年4月21日 平成26活動実績/平成27計画

2 平成27年10月29日 平成27年度上期活動実績

3 規制改革WG会議 平成27年4月8日 規制改革要望の検討、平成26活動実績/平成27計画

4 平成27年8月6日 規制改革要望の検討

5 平成27年11月17日 規制改革要望の検討、平成27年度上期活動実績、経済産業省のスマー
ト化制度

6 平成28年2月26日 規制改革要望進捗確認、経済産業省のスマート化制度と液化ガス・毒
性ガスの定義見直し

7 経済産業省高圧ガス保安室
ヒアリング

平成27年10月15日 高圧ガス保安のスマート化に対するJIMGA要望等のヒアリング

8 経済産業省高圧ガス保安室
調査説明会

平成27年12月22日 液化ガス・毒性ガスの定義見直し調査の説明

9 経済産業省高圧ガス保安室
調査結果説明会

平成28年2月17日 液化ガス・毒性ガスの定義見直し調査結果の説明と今後の方向

10 IHC対応WG会議 平成27年4月9日 平成26年度活動実績/平成27年度活動計画承認。IHC会議議事録確認、
IHCプロジェクト進捗・対応確認、JIMGA表彰推薦候補検討

11 平成27年7月9日 GC会議議事録確認、第37回IHC会議への準備、IHCプロジェクト進捗・
対応確認

12 平成27年10月15日 平成27年度上期活動実績承認。第37回IHCおよびGC会議議事録確認、
IHCプロジェクト進捗・対応確認

13 平成28年2月18日 第38回IHC会議への準備、IHCプロジェクト進捗・対応確認、国際整
合化功労賞JIMGA候補者の検討

14 第37回IHCシアトル会議 平成27年7月21 ～
23日

IHCプロジェクト進捗・新規プロジェクト確認
ギャップ分析によるプロジェクト候補検討

15 第38回IHC東京会議 平成28年3月8 ～
10日

IHCプロジェクト進捗・新規プロジェクト確認
国際整合化功労賞候補選出
ギャップ分析によるプロジェクト候補検討

16 GCサンフランシスコ会議 平成27年5月19日 整合化プロジェクト進捗確認
ギャップ分析進捗確認
国際整合化功労賞決定

17 GCローマ会議 平成27年11月9日 整合化プロジェクト進捗確認
ギャップ分析進捗確認
整合化図書利用状況調査検討

18 H2Se基準化web会議 平成27年6月8日 CGA及びEIGAコメントの検討および解決

19 平成27年6月25日 CGA及びEIGAコメントの検討および解決

20 AsH3改訂基準web会議 平成27年8月24日 CGA及びEIGAコメントの検討および解決

21 平成27年9月28日 CGA及びEIGAコメントの検討および解決

22 平成27年10月29日 CGA及びEIGAコメントの検討および解決

23 平成27年12月4日 CGA及びEIGAコメントの検討および解決

24 PH3改訂基準web会議 平成27年8月31日 CGA及びEIGAコメントの検討および解決

25 平成27年10月1日 CGA及びEIGAコメントの検討および解決

26 平成27年10月28日 CGA及びEIGAコメントの検討および解決

27 平成27年11月16日 CGA及びEIGAコメントの検討および解決

28 第1回
JIMGA基準化web会議

平成27年9月8日 「空気液化分離装置の安全運転指針」翻訳

29 平成27年12月2日 「空気液化分離装置の安全運転指針」翻訳

30 平成28年1月15日 「空気液化分離装置の安全運転指針」翻訳

31 平成28年3月1日 「空気液化分離装置の安全運転指針」翻訳
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　水素スタンドプロジェクト

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 第1回液体水素スタンド
基準整備検討会

平成27年7月13日 1）今後の液体水素スタンド基準整備検討会の活動計画
2）基準整備に係る各種実験の実施内容及び体制について
3）全体質疑

2 第1回材料評価WG会議 平成27年10月2日 1）液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド基準整備検討会実施計画に
ついて

2）岩谷産業のプロジェクト概要
3）材料評価試験計画のご提案

3 第1回
漏洩実験・シミュレーショ
ンWG会議

平成27年10月6日 1）液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド基準整備検討会の実施計画
について

2）離隔距離決定のロジックについて
3）岩谷産業のプロジェクト概要について
4）シミュレーション・実験方法決定のための事前検討について
5）漏洩実験計画について
6）実験設備の仕様について

4 第1回
液化水素ポンプ昇圧型圧
縮水素スタンド基準整備
検討会

平成27年10月16日 1）液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド基準整備検討会の実施計画
について

2）離隔距離決定のロジックについて
3）岩谷産業のプロジェクト概要について
4）シミュレーション・実験方法決定のための事前検討について
5）漏洩実験計画について
6）実験設備の仕様について
7）材料評価試験計画について

5 第2回
漏洩実験・シミュレーショ
ンWG会議

平成27年12月8日 1）前回のWG会議及び検討会の協議内容について
2）実験計画概要
3）実験データーの計測方法について
4）漏洩実験計画について
5）実験設備の仕様について

6 第2回
液化水素ポンプ昇圧型圧
縮水素スタンド基準整備
検討会

平成27年12月10日 1）前回の検討会議事録確認
2）液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド基準整備検討
3）事故事例調査報告
4）海外ステーション及びポンプ調査報告
5）実験計画の検討状況について

7 第2回材料評価WG会議 平成28年1月29日 1）前回のWG会議議事録確認
2）液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド基準整備検討の進捗について
3）材料評価試験の進捗報告
4）140MPa高圧水素中共振疲労試験による疲労限度の取得

8 第3回
漏洩実験・シミュレーショ
ンWG会議

平成28年2月4日 1）前回のWG会議議事録確認
2）液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド基準整備検討の進捗について
3）漏洩実験・シミュレーション計画の検討状況について

9 第3回
液化水素ポンプ昇圧型圧
縮水素スタンド基準整備
検討会

平成28年2月12日 1）前回の検討会議事録案確認
2）液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド基準整備検討の進捗について
3）海外スタンド及びポンプ調査報告
4）液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドの定義について
5）漏洩実験・シミュレーション計画の検討状況について
6）材料評価試験の進捗報告
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　地域本部、本部長、事務局長会議

№ 会議・WG会議名称 開催年.月.日 議　　　　題

1 全国事務局長会議 平成27年6月18日 1．本部連絡事項
 1）会長の地域訪問時の対応について
 2）消費税増税への対応について 
 3）地域本部防災と災害マニュアルについて
 4） 日本医療ガス学会、日本麻酔科学会との協力体制推進における医

薬品ラベルの基準化について
 5）日本薬局方酸素、窒素、二酸化炭素の添付文書届出対応について
 6）MGRを「営業所管理者」として認めてもらう活動
 7）災害時協定のマニュアル整備の進め方
 8）草の根実績・計画　　　　　　　　 
2．本部並びに地域本部の日程について
3．表彰制度について

2 全国事務局長会議 平成27年12月18日 1．3.11東日本大震災時の対応について
2．JIMGAにおけるマイナンバーについて
 1）マイナンバーの実務概要
 2）特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
 3）マイナンバー制度導入に伴う個人番号の提供のお願い
3．情報管理規程の一部改正の件　
4．MGR教育制度の概要　
5．表彰制度について
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産業ガス部門事業計画

1．主要会議

産業ガス部門総会・定時総会

平成28年6月14日

理事会

第1回：平成28年5月27日

第2回：平成28年6月17日

第3回：平成28年6月17日

理事会・評議員会合同会議

第1回：平成28年5月27日

第2回：平成28年11月29日

賀詞交換会

平成29年1月11日

全国事務局長会議

平成28年6月15日

2．総務部会

理事会･評議員会および総会に諮る以下の事項

について、審議する。

（1）決算・予算審議

（2）定時総会、理事会、評議員会開催の件

（3）入退会、職員異動

（4）表彰制度の運用

（5）その他、規程の改定等審議

3．広報委員会

JIMGAが果たす社会的責任やコンプライアン

スへの取り組みを的確に情報発信し、協会の地位

向上を図り協会全体の事業活動を支援するために

以下の取り組みを行う。

（1）協会ウェブサイトの内容の充実

　 会員へのタイムリーな情報提供に努め、発

信するJIMGAを意識した情報発信を行う。

また、各ページを点検し、陳腐化した情報

の更新や必要な情報の提供に努める。

（2）産業ガスレポートの発行

　 活動・事業の記録書として、協会の活動と

事業の報告、重要課題への取組、トピック

ス、統計データ等を内容として、9月と3

月の年2回発行する。

（3）JIMGAnewsの発行

　 協会解説、ニュース等の通信紙として、活

動や事業の報告ダイジェスト、ニュース、

会員紹介などを内容として、年6回偶数月

の月末に発行する。医療ガス部門の情報も

掲載する等、内容の充実に努める。

（4）マスコミへの発信

　 協会の動向や意志を協会トップや役員から

直接発信するべく、記者会見や記者懇談会

などを通じて、情報発信の機会をより一層

広げ、パブリシティの充実を図る。6月、

11月の年2回を定例記者会見とし、適時臨

時記者会見を開催し、情報発信を行う。

（5）広報活動の連携強化

　 社会インフラとしての産業・医療ガスの

認知度の向上を目指し、医療ガス部門･産

業ガス部門のワンボイスでの情報発信に努

め、広報活動を強化する。

4．企画部会

各WG間で情報を共有し、保安確保のための活

動を継続する。

（1）長期停滞容器回収推進WG

　・ 容器使用料の考え方の完成と公表、容器管

理指針の発行働きかけを最重要課題とし、

これらの活用により長期停滞容器回収を促

進する。

　・ 貸出容器の有償化に関して、考え方の整理

を完成させ、対外的に公表することによっ

平成28年度　事業計画
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て、延滞料から容器使用料への移行を促進

する。

　・ 地域行政の「容器管理指針」発行について、

未だ発行されていない行政に対する取り組

みを更に強化する。また返却期限の記載の

ない指針について、記載を働きかける取り

組みも強化する。

　・ JIMGAの会報、ウェブサイト等を活用し、

長期停滞容器を回収するための各種資料の

普及に努める。

　・ 容器RFタグ運営委員会およびEDI運営委

員会との連携を行い、RFタグによる容器

管 理 およびJIMGA-EDI活 用 による容 器 使

用料徴収の実例紹介を検討する。

（2）物流WG

　・ 物流にかかわる問題を広く捉え、業界とし

て取り組み可能な課題を取り上げ、幅広く

議論する。

　・ CO2 排出量統計を実施し、その結果を考察

し、更なるCO2 削減策を模索する。

　・ 「高圧ガス輸送におけるCO2 排出削減の取

組み」のパンフレットの内容を見直し、広

報・啓発活動を検討する。

　・ 事故情報や物流に関する問題について、情

報交換および議論することにより、再発防

止や未然防止に役立てる。

　・ 環境･安全部会と情報を共有し、物流や環

境に関する動向について幅広く議論する｡

（3）容器処理WG

　・ 主な活動を「高圧ガス容器特別回収プロ

ジェクト」との合同会議とする。WGとし

て解決すべき課題が発生した場合は、随時

会議を開催する。

5．容器RFタグ運営委員会

（1）普及・促進活動の強化

　・ メーカー 6社の運用拡大と医療ガス容器へ

の展開を加速する。

　・ 全溶連加盟大手販売店を重要ターゲットと

してアプローチする。

　・ 説明会の開催を継続し、説明会アンケート

の分析による次の打ち手を確認する。

　・ JIMGA-EDIと連 携 した実 例 の紹 介 を検 討

する。

　・ RFタ グ のEPCコ ー ド 利 用 料 を改 定 する。

（¥30/個→¥10/個）

　・ 補助金活用情報や申請書作成サンプルなど

の情報提供を行う。

（2）各種課題への対応の継続

　・ 高圧ガス業界以外での利用ルール整備と、

ミドルウェアを改修する。

　・ 小型容器用RFタグを試用し、評価をフィー

ドバックする。

　・ 容 器 検 査 所 におけるRFタ グ の取 り付 け

ルールの確立。

　・ ISO規格化に伴い、各種JIMGA基準類の公

開範囲を見直す。

　・ 周波数帯移行の完了後に、業界として対応

すべき課題の有無を最終確認する。

6．EDI運営委員会

JIMGA-EDIの安定的な運用のため、委員会組

織として以下の活動を行う。

（1）普及促進活動

　・ 普及のための説明資料を作成し説明会を開

催する。

　・ 運用ガイドラインのメンテナンスを継続

する。

　・ 協会ウェブサイトによる広報と問い合わせ

対応。

　・ 容器使用料徴収やRFタグの普及促進につ

いて、他のWGと連携して取り組む。

（2）EDIシステム運用

　・ JIMGA-EDI利用状況を確認し、確実な課
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金管理を行う。

　・ JIMGA会員-非会員間における取引での利

用可否を検討する。

7．技術審議委員会

年2回開催しJIMGAの活動の中心である技術、

保安、環境、安全等に関し、上程案を審議する。

8．技術・保安部会

年2回開催し各WG間の情報を共有し、 技術、

保安に関する取り組みを推進する。

（1）容器技術WG

　・ 容器保安規則関係例示基準およびKHK基

準等に不合理が発生した場合は、外国基準

の引用も含め、業界として基準改正および

追加等の検討を行う。

　・ 法令の改正、ISOやJIS規格改訂等があった

場合に、必要に応じてJIMGA指針の見直

しや制定を行う。

　・ ISO/TC58国内委員会への参画とISO規格

原案等の検討、およびTC58/SC4国際会議

へ参加する。

　・ 容器再検査へのAE試験・UT試験導入につ

いて、企業実証特例制度での実施状況や

AE資格認定の動向を把握し、保安法の規

制緩和について検討する。

（2）超低温貯槽WG

　・ 「液面計および元弁の取扱い要領」（仮称）

を制定する。

　・ 高圧ガス保安法および関係規則やKHK基

準等について、不合理があった場合、外国

基準の引用も含め対応を検討する。

　・ 「超低温容器用材料としてSUS304N1/N2の

採用」については、ファスト・トラック制
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度活用を前提に、経済産業省の動向に合わ

せ提供可能な情報を各社で確認の上開示

し、適宜対応していく。

　・ ISO/TC220国内委員会への参画とTC220関

連基準検討、およびTC220国際会議へ参加

し、情報の収集・発信等に努める。

（3）充塡技術WG

　・ 充塡圧力についての研究、「カードル自主

技術指針」の見直し、高圧ガス充塡フレキ

シブルホース（可とう管）に関する研究・

検討およびレポート作成に取り組む。

　・ 「産業・医療ガスの臭気問題に関するレポー

ト」について普及セミナーの開催を計画

する。

（4）保安対策WG

　・ CE実務保安Q&AをJIMGAウェブサイトへ

掲載する。

　・ 基準・テキスト類の見直しおよび新たな基

準・テキスト類の発行を検討する。

　・ 関連法令の改正や事故・トラブル等への対

応を支援する。

（5）教育・研修WG

　・ e-ラーニング「高圧ガスの安全基礎知識」

改訂版をリリースする。

　・ e-ラーニング「アセチレン」を新規制作す

る。

（6）安全統計WG

　・ 高圧ガス事故、関連する労災事故の情報を

収集し、必要に応じJIMGA ウェブサイト

に掲載する。

　・ 労働災害情報を分析・検討し、労働災害指

標である度数率、強度率、事故の傾向分析

等を行う。

　・ 高圧ガス関連事故（災害）として、KHKの

平成27年災害事故報告およびJIMGAの事

故情報について、事故の原因と傾向を比較

検討し、「安全ニュース」を発行する。

　・ 過去の事故情報、ヒヤリハット事例等を活

用し、各地域本部の保安セミナー等での発

表を通じて情報の共有化と、安全活動に係

る教育活動を支援する。

（7）ヘリウム技術WG

　・ ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全な

取り扱いについて、「ヘリウムの性質」、「ヘ

リウムの用途」、「取扱い上の注意」、「事故

事例と安全対策」の項目で指針としてまと

める。

　・ 労働安全衛生法高気圧作業安全衛生規則

に、水深40mを超える潜水業務については

ヘリウムを呼吸用不活性ガスとして用いる

ことが規定されたため、潜水用ガスの使用

状況等について、実態調査を行う。

　・ ヘリウムソース、海外情報の収集・分析

を行い、共有化に引き続き取り組むととも

に、使用に関する技術開発動向等について

も情報収集と分析のうえ共有化する。

　・ ヘリウム技術WGで作成した冊子等の改訂

の要否を検討する。

（8）炭酸ガス技術WG

　・ 炭酸ガス保安講習会を総括し、次回の取り

組みとして、テキスト類・動画教材の見直

しを検討する。

　・ ヒヤリハットおよび事故事例について、事

例の収集追加と炭酸ガス製造、貯蔵、消費

および移動別に分類と整理を行う。

　・ 炭酸ガス技術WG定例会に合わせ、炭酸ガ

ス関連設備の視察、保安意識の向上を目的

とした研修会を計画する。

（9）溶解アセチレン技術WG

　・ 38年容器への対応の周知について、関係

団体等を通じて働きかける。

　・ アセチレン製造事業所の保安活動を推進す

るとともに、アセチレン工場の事故再発防

止を検討する。
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　・ RFタグ普及推進と現状把握

（10）水素企画委員会・水素技術WG

　・ 水素統計資料として、平成28年圧縮水素

仕向け先・荷姿別・出荷実績集計表、およ

び圧縮水素出荷実績5年推移を作成する。

　・ 平成29年度支部別水素プラント定修予定

表を作成する。

　・ 「水素ガスハンドブック」について最新の

法規・法令、最新情報等を盛り込み、改訂

版を作成する。

　・ 改訂した「水素ガス取扱い上の基礎知識」

をベースに「水素の基礎知識」講習会を地

域本部と連携して開催する。

　・ 国際整合化に向け「客先に設置した水素配

管システム」について、整合化原案の読み

合わせ、内容分析を行い、日本に適用でき

るものであるか否か、WGでの意見集約を

行う。

　・ 研修会の開催および他のWGへ参加し、会

員会社への技術・安全情報の提供と共有化

を推進する。

（11）特殊ガス企画委員会・特殊ガス技術WG

　・ JIS Z7253対応のJCSS対象製品についてSDS

案を作成し、問題点の抽出と対応について

検討する。

　・ 特殊ガスの容器警告表示ラベルの記載内容

について、SDSとの整合性の確認見直しを

行い、改訂版を作成する。

　・ 半導体材料ガスおよび標準ガスの平成28

年統計資料を作成する。

　・ 容器基本通達（容器則9条関係）改訂案を経

済産業省に申し入れる。

　・ 国際部会規制改革WGならびに技術･保安部

会と連携して各種規制の改革を推進する。

　・ 企画部会と連携して特殊ガスの長滞容器の

回収を推進する。

　・ 特殊ガスの容器供出に努めてCRC西日本の

安定運営に寄与する。

（12）水素スタンドプロジェクト

［液化水素ポンプ昇圧型水素スタンドの技

術基準整備］

　・ 液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドの

リスク評価および安全対策の検討

　・ 液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンドの

省令案・例示基準案・自主基準案の検討お

よび提案

［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］

　・ NEDO成果報告書の作成

　・ JIMGA自主基準 ｢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｣

の改訂版の作成

9．環境・安全部会

年2回開催し各WG間の情報を共有し、エネル

ギー政策の見直しと地球温暖化対策関連の動向を

フォローし、電力多消費産業の立場から対応する。

（1）環境保全WG

　・ 経団連低炭素社会実行計画フォローアップ

調査を実施する。

　・ 地球温暖化、省エネルギーの諸施策に関し

て情報を収集する。

　・ 再エネ賦課金減免制度見直しに関して情

報を収集し、会員への周知、対応等を検

討する。

　・ 環境関連の情報を収集し、必要に応じて「環

境ニュース」を発行する。

（2）化学品安全WG

　・ JIS-K-1101：2006（酸素）およびJIS-K-1105：

2005（アルゴン）の改訂案について、規格

調整分科会および化学・環境技術専門委員

会での審査に対応する。

　・ 高圧ガス保安法の液化ガスや毒性ガスの定

義見直しおよびGHSの可燃性ガスに対する
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GHS分類の変更により、SDSの見直しを行う。

　・ 化学物質のリスクアセスメントの実施が義

務化されたため、情報収集を行う。

10．国際部会

年2回開催しWGの活動報告、WG間の情報共有、

国際会議参加状況報告等の活動管理を行う。

（1）国際整合化委員会（IHC）対応WG

　・ 国際整合化プロジェクトのJIMGA基準化

を推進（2016年12件）

　・ JIMGAリ ー ド プ ロ ジ ェ ク ト として、

A-1110：セレン化水素の安全な取扱い指針

の初版発行

　・ AIGA、CGA、EIGA、IOMA等との技術交

流会の促進と協調関係の継続・強化

　・ 特殊材料ガス分野での国際整合化基準候補

提案用ギャップ分析の完了、その他毒性、

腐食性ガスに対するマトリクス作成

　・ 国際整合化委員会（IHC）会議参加、他協会

主催セミナーへの参加

（2）規制改革WG

　・ 規制改革要望案を発掘・募集し、提案事項

を審議する。

　　 毒性ガスの定義見直しに対するJIMGAと

しての対応事項（指標提案、掲名ガス）の

検討、ファスト・トラック制度活用による

要望の検討

　・ 規制改革要望の行政への提案・折衝を行い、

実現を目指す。：モノシランの毒性ガス定

義からの除外、超低温容器の膨張測定試験

の廃止、医療用酸素容器の定期点検期間の

緩和、在宅酸素用液酸装置の製造届出要件

の緩和、容器検査のAT/UTの適用

　・ 海外の規制、基準の調査、情報の発信
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平成28年度　定時総会

1．会員の現状
平成28年6月14日現在

医療ガス部門 産業ガス部門 合 計

正 会 員※ 743社 300社 1,043社

賛助会員 － 23社 23社

海外会員 － 5社 5社

合　　計 743社 328社 1,071社

※正会員社数は議決権数を表す。

2．今後の主要日程

開催年月日 開催場所

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

平成29年度第1回
部門理事会・評議員会合同会議

平成29年5月26日（金） 
13：00 ～ 経団連会館

平成29年度 定時総会 平成29年6月14日（水） 
15：30 ～ 経団連会館

会員の現状、今後の主要日程
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風になる
JIMGA副会長　川本　健一

ここ数年、自然を体全体で感じることがい
とおしいと思うようになりました。風の音や
匂いなど、自然が織りなすさまざまなものを
求めている自分がいて、それを感じるために
どこかへ出かけたり、スポーツをしたりして
体を動かしています。その感覚やそれを渇望
する自分は、今思うと学生時代の自分もそう
であったように思います。一方で年を重ねて
くると、「道端に咲く小さな花に魅力を感じ
る」とか、「鳥の声がいつになく美しく聞こえ
る」ということがありますが、このような自
然を身近に感じるこの感覚は、ここまで人生
をあゆんできた年齢の積み重ねと関係がある
と思っており、私の自然に対する思いもある
程度そういう部分があるのかもしれません。

この度はエッセイを書く機会をいただきま
したので、このような自分勝手な抽象的な話
をさせていただこうと思いますが、取り留め
のないどうでもいい話ばかりなので、退屈な
ことになってしまうことをご容赦ください。

学 生 時 代 はとにかく体 で受 け止 める風 が
うれしくオートバイに乗り、海、山、谷を走
り季 節 ごとに変 わる風 や風 景 を追 い求 めて

いました。これには車ではなくオートバイや
自転車であることが必要だったのですが、私
の場合はそれがオートバイでした。ホンダの
CB400Fが発売された時のメーカーのキャッチ
フレーズが「お前は風だ」「風になる」であり、
この表現に大いに共感したものでした。残念
ながらCB400Fは手にいれることはできません
でしたが、 それでもオ ー ト バ イ にまたがり、
自然との対話を大いに楽しんだものです。そ
の後、社会人になってもしばらくはその生活
を続けていましたが、家族をもってその活動
もいつしか私の生活から消えていきました。

しかし30歳の時に会社から米国UCLAに留
学する機会を与えていただき、再び自然との
会話を楽しむことを始めました。大型のオー
トバイに乗り、カリフォルニアの西海岸を走
りまわったものです。その時もウエストコー
ストの海風、そして潮風とアスファルトが焼
ける匂いとのハーモニーなどを体全体で楽し
んでいました。その後、40歳代の初めにハー
レーダビッドソンに出会った時に、衝動買い
をしてしまいましたが、その時の動機は再び
風や風景の変化を体感したいというものでし
た。私が住んでいる場所は山里が近いので季
節ごとに山の木々や田畑などの色や匂いの変
化がはっきりとわかります。それがフルフェ
イスのシールドからゆっくりと流れていく様
子はどんな美しい映像よりも感動するもので
あり、たとえ雨が降っていても美しくさえ感
じます。この40歳代の時に体験した自然に
対 する感 じ方 は若 い時 とは少 し違 うのです
が、自分が年を取ったことを残念に思うので
はなく、時の流れもそう悪くないと思ったも
のです。実は40歳代でロンドンに駐在した
ことがありましたが、この時このハーレーを
持っていきましたので、ロンドン郊外の田園当時一世を風靡したCB400F
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風景や天気の悪い海岸線での風や色彩の変化
も楽しむことができました。場所によってず
いぶん違うとあらためて感じたものです。

ロンドン自宅前のハーレーと末娘

さてここまで私はオートバイの話をしてき
たつもりはなく、どのように自然と向き合っ
てきたかということをお話ししてきたつもり
です。最近はどうなったかと言うと、オート
バイから卒業しもっぱら人力の世界にはまり
込んでいます。ゴルフをすると季節やコース
の場所によって匂いや風景が違うことを、み
なさんも実感されていると思います。私もそ
れを大いに楽しんでおります。バンカーで苦
労していても、ふっと頭をあげた時にすっと
流れてくる風やプレーヤーをあざ笑うように
見える芝の美しさなど、プレーで悔しい思い
をしながらも一瞬心のやすらぎを感じる時が
あります。ゴルフは自然と会話する絶好の機
会であり、私はそういうゴルフをずっと続け
たいと思っています。そのためにということ
で、5年ほど前から体幹を鍛えることを目的
にマラソンを始めました。これがまたオート
バイやゴルフとは全く違った自然とのふれあ
いの場でもあるのです。

最近は年数回フルマラソンに参加していま
すが、私の場合は当然都会より郊外のマラソ
ン大会を好んで参加しております。自分の足
で自然豊かなコースを走るわけですから、多
くのものを常に感じながら4時間程度楽しむ
わけです。ただオートバイやゴルフの時と違

うのは、体が大きなダメージを受ける中での
ことで、同じものを見ても時間とともにその
感じ方が変化していきます。最後は苦しいだ
けの走 りとなり余 裕 はなくなっ てきますが、
それでも目や鼻や耳は常に自然を追い求めて
おります。多くのマラソンランナーは「走り
きった後の達成感がたまらない」あるいは「沿
道の人々の温かい声援がうれしい」と言いま
す。もちろん私もそういう意見に異論はあり
ませんが、それ以上に密度の濃い自然との触
れ合いに対する喜びのほうが大きいと思って
おります。他のランナーたちはどう思ってい
るのか、いつかランナーたちとマラソン談義
をしたいと思っています。

スタート前の私の勇姿？

さて昨年、今流行りの自転車（クロスバイ
ク）を買いました。自転車は今まさにブーム
ですが、私の場合はマラソンのトレーニング
のつもりで始めました。これはオートバイで
もなくマラソンでもないので、どのような自
然とのふれあいができるのかこれからが大変
楽しみです。これからさらに年を重ねていく
中で、体に変調をきたし不具合もでてきます
が、体をケアーして現在の状態をできるだけ
長く維持したいと思っております。それでも
最 後 はいよいよ体 が動 かなくなるでしょ う
が、今までの自然とのふれあいの思い出があ
れば、窓辺においてある植木鉢に植えた花を
見ても十分に楽しめるのではないかと思って
います。それまでは体を動かして体全体で感
じる自然とのコミュニケーションを大いに楽
しみ、思い出をいっぱいつくりたいと思って
います。さあこの週末は何をしようか？
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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、容器再検査方法に関

する新技術の採用に向けた取り組みを中心に活動

しています。

ISO規格では、昨年度は18規格の改訂、新規規

格化に対応、ISO/TC58国内委員会への参加によ

り、国内の意見の反映や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 は昨年12

月に規格化されました。JIMGAが関与し改訂さ

れたアセチレン容器の規格ISO 3807については国

内基準に反映するよう溶解アセチレン技術WGと

の専門委員会で作業を行っていましたが、検査基

準がダブルスタンダードになることや、国内基準

化作業での負荷等を考え、しばらく様子を見るこ

ととしました。今後も情報の収集・発信や国内で

の活用に努めてまいります。

AE（アコースティックエミッション）等による

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検討中です。今年

度までの計画で実施中の企業実証特例制度の進捗

状況を把握しながら適宜対応を進めていきます。

超低温貯槽WG

4月からWG長が交代し、新しい体制で出発し

ました。当WGでは以下の内容について活動して

おり、今後も積極的な活動を行っていきます。

（1）自主基準の作成

CEとローリ関係の付属品に関するまとまった資

料がなく、間違った操作によるトラブルや同様の問

い合せが絶えないという意見から、構造・操作につ

いて理解し、適切な操作を目的とした周知文書の

作成に取り組んでいます。現在は液面計と元弁に

関する資料を作成中で、今秋に完成の予定です。

（2）ISO/TC220（超低温貯槽）への参画

6月6 ～ 8日にフランス（AFNOR）で開催された

国際会議に出席し、ISO規格案についての協議を行

いました。来年はアメリカ（CGA）で開催される予

定で、今後も積極的に参加して、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）教育関係

近年実現できていなかったWGでの見学会を今

秋に行うよう調整中で、メンバーの知識向上を行

います。また2月に開催される保安セミナーで、

CE関係の講習を担当し、業界の知識向上にも努

めていきます。

充塡技術WG

当充塡技術WGは、9地域本部（10名）とメーカー

4社（4名）で構成・活動しています。

平成28年度、次の三つのテーマに取り組み活

動していく予定です。

（1）「充塡ガス圧力の研究及び見解」の作成

従来の観点のみでなく基本から充塡圧力に関

し考えて検討したいと考えています。

（2）既刊「カードル自主技術指針（初版）」の見直し

（3） 「高圧ガス充塡フレキシブルホース（可とう

管）に関する研究・検討及びレポート」の作成

充塡所で使用される高圧ガス充塡フレキに特

化して諸外国の情報等収集、研究・検討をしたい

と考えています。

他に、各地域本部開催のセミナーに積極的に講

師の派遣を計画しております。「産業・医療ガス臭

気問題に関するレポート」に関しては、既に、東

北地域本部（2/16） 中国地域本部（2/18）の普及セ

ミナー参加に続き、医療ガス部門第1回製造・充

塡合同部会（4/22）JIMGA総会（6/14）で講演を実

施しています。

技術・国際ニュース
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技術・国際ニュース

保安対策WG

（1）CE実務保安Q&A

CEの操作や保守管理等に関する実作業や関連

法規についてよくある質問事項をQ&A形式でま

とめた「CE実務保安Q&A」を作成し、JIMGAウェ

ブサイトに掲載しました。CE設備ユーザーから

ガスサプライヤーまで幅広くご活用いただけるも

のと考えます。今回は33件の質問事項について

掲載いたしましたが、今後も更に内容を充実させ

たく、会員の皆様にはご活用のうえご意見ご要望

賜りたくよろしくお願い申し上げます。

（2）地域本部との連携

今年度も各地域本部主催の保安セミナーが開

催されます。保安対策WGの担当テーマについて

は講師派遣により講演を行います。

教育・研修WG

今年度も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）の改訂・作成に取り組

んでいます。

まず、平成26年度から取り組んできた「高圧

ガスの安全基礎知識」につきまして、昨秋（平成

27年9月）の「ダイジェスト編」の新規リリース

に続いて、今年7月に「基礎知識本編」改訂版を

リリースしました。（ダイジェスト編は今年6月

に、公開以来で最多となるアクセス数を記録しま

した）

次に、地域本部からの要請を受けまして、「安

全なアセチレンの扱い方」（仮称）の教育材料の作

成に新たに着手しました。来年度のリリースに向

けて、溶解アセチレン技術WGはもとより、全溶

連様のご協力もいただきながら、実戦的で良質な

ものに仕上げていきたいと考えています。

安全統計WG

（1）事故情報の収集と活用

会員各社より高圧ガス事故、高圧ガス作業に

関連する労災事故の情報収集を行い、必要に応じ

JIMGAウェブサイト（会員専用ページ：災害・事

故情報）に掲載するように取り組みます。

（2）労働災害統計

従来通り労働災害情報の分析・検討を進めま

す。労働災害指標である度数率、強度率、事故の

傾向分析等を行います。平成27年労働災害統計

調査報告を6月にJIMGAウェブサイトに掲載。

（3）高圧ガス関連事故（災害）の分類、解析

KHKの災害事故の平成27年報告およびJIMGA

の事故情報について、事故の原因と傾向を比較検

討します。今年度の分析テーマは、爆発・火災です。

（4）安全ニュースの発行

KHKと産業ガスの事故比較による分析を行い、

前項（3）の傾向分析を踏まえ「安全ニュース」を

発行します。

（5）平成28年度の保安セミナーについて

過去の事故情報、傾向分析を活用し、各地域本

部の保安セミナーでの発表を通じて情報の共有化

と安全に係る教育活動を支援します。

ヘリウム技術WG

昨年度より実施しておりました、JIMGAウェブ

サイト上の液化ヘリウムおよびヘリウムガスに関

する情報の改定版が、今年度の技術審議委員会に

て承認されました。ウェブサイトに掲載しました

ので、ご利用ください。

また、昨年度に引き続き、ヘリウムガスおよび

液化ヘリウムの安全な取り扱いについて「ヘリウ

ムの性質」「ヘリウムの用途」「取り扱い上の注意」

「事故事例と安全対策」についてWG内で議論し

ました。過去の事故事例、その予防対策を踏まえ

た、指針として今年度中にまとめる予定です。

次に、平成27年4月の労働安全衛生法の高気圧

作業安全衛生規則の改正により、水深40mを超え

る潜水業務についてはヘリウムを呼吸用不活性ガ

スとして用いることが規定されました。これに伴
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い、酸素＋ヘリウム、酸素＋窒素＋ヘリウム等の

潜水（ダイビング）用ガスの使用状況等について

情報収集しています。

その他、これまでWGで作成した冊子等の改正

履歴を整理し、今後改正が必要かどうかの検討を

行う予定です。

炭酸ガス技術WG

炭酸ガス技術WGの平成28年度活動計画は次の

とおりです。

（1）会議の開催

炭酸ガス技術WG全体会議の開催（1回/年）常任

委員による定例会議（6回/年）

（2）個別課題

① 炭酸ガス保安講習会の総括、今後の取り組みに

ついて検討する。

　・炭酸ガス CE設備取り扱い内容の見直しを図る。

　・上記、関連設備取り扱い内容の見直しを図る。

　・講習会用ビデオ撮影と編集を実施する。

② ヒヤリハット、事故事例の教育資料改訂事例の

収集追加と炭酸ガス製造、貯蔵、消費および移

動別の分類と整理を行う。

③炭酸ガス技術WGによる現地研修会の実施

炭酸ガス技術WG定例会に合わせ、常任委員

メンバーによる「炭酸ガス関連設備の視察」な

らびに「保安意識の向上」を目的とした研修会

を計画する。

進捗状況は次のとおりです。

5月20日には、炭酸ガス技術WG全体会議を行

い、昨年度の活動実績報告、今年度活動計画の承

認、関係部会ならびに関係WGの活動実績報告、

昨年全国で開催された炭酸ガス保安講習会の報告

を行いました。

定例会議を予定通り開催し、関係WGの活動報告

および必要事項の検討、個別課題について議論を

進め、さらに必要に応じてサブ WG会議を開催し協

議していきます。

溶解アセチレン技術ＷＧ

ノンアスベスト化に向けて、｢製造後38年を経

過した容器には充塡しない｣ という平成17年に

定めたガイドラインを遵守するよう、製造事業所

や販売店等に継続して依頼をしていく予定です。

平成27年8月5日に発生したアセチレン工場の

事故に対応して、平成27年9月25日第1回事故調

査委員会に始まり、平成28年7月26日の事故調

査報告書（最終案）確認会議まで6回に渡り委員を

派遣しました。同様の事故を繰り返さないために

も、業界としてその対策を検討し、「溶解アセチ

レンの製造に関する基準」の見直しを行います。

今年度は上記をベースにして、下記の活動計画

を推進していく予定です。

①　38年容器の周知と啓発

②　アセチレン事業所の保安活動の推進

③　RFタグ普及推進と現状把握

④　基準･規格等の見直し検討

水素技術WG

平成28年度は、前年度に作成した講習会用資

料をベースに、地域本部と連携して「水素ガス取

扱い上の基礎知識」（平成27年改訂版）の保安講習

会を全国5か所で実施し、水素の取り扱い者への

周知を図り、引き続き、安全の確保に努めていき

ます。

また、期中にKHKから見直しの要請があった

こともあり、「圧縮水素運送自動車用付属品の技

術基準」（平成16年11月）について、最新の情報

等をベースに、再びサブ WGを立上げて、最新情

報を盛り込んだ改訂作業を行う計画としました。

当WGとして、今後も引き続きアップデートさ

れた情報のタイムリーな提供に努めるとともに、

他の部会、WG等についても、情報共有化や協働

について積極的に対応していきます。なお、当初

計画していた「水素ガスハンドブック」の見直し、

および、国際整合化に向けた対象資料の内容確認
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技術・国際ニュース

については、期中に発生した案件対応のため、来

期以降に実施の予定です。

水素スタンドプロジェクト

NEDOより受託している規制適正化事業プロジェ

クトの一つとして、「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」を行っ

ています。その中で、FCV本格普及期を見据え、

液化水素ポンプを用いた、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を、昨年

の10月以来継続しています。現在前述のスタン

ドのリスク評価作業を継続しており、更に安全対

策も含めた検討を進める予定です。

一方、NEDO委託事業のもう一つのテーマであ

る「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」に関しては平成27年

度で検討を終了しました。検討の結果、第二種製

造者の圧縮水素スタンドの技術基準が平成28年2

月26日の高圧ガス保安法の省令改正により整備

されました。また、平成28年3月8日に建築基準

法における技術的助言の措置が行われ市街地への

設置も可能となりました。

特殊ガス技術WG

（1）基本通達の改訂

基本通達（容器則9条関係）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、同通達の改訂案を

作成しました。この改訂案にて高圧ガス保安協会

への改訂申し入れを行います。

（2）JIS Z 7253対応のSDSに関する検討

問 題 点 について討 議 を進 めるために、JCSS対

象製品で混合ガスのSDSについて各社分担して、

作成を行っています。

（3）容器警告表示ラベルの修正

容器警告表示ラベルの記載内容について確認、

及び見直し・修正を進めていきます。

（4）国際部会への協力

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ギャップ分析マトリ

クス表の作成を進めています。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っていきます。

（5）研修会の開催

昨年に引き続き本年度も参画メンバーのスキル

アップを目的に、研修会の開催を検討しています。

（6）その他活動

昨年に引き続き本年度も東京工業大学の特殊材

料ガス安全管理のための講習会に委員を派遣し、

講習を実施致しました。さらに今年はもう1回同

講習会を実施する予定となっています。

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 削減目標を設

定する「低炭素社会実行計画」を2013年から推

進しています。産業ガス業界は、この活動に日本

化学工業協会（日化協）を通して参加しています。

その2015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、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、再生可能エネルギー賦課金減免制度見直

しに関し、情報収集を実施し、会員の皆様への周

知、対応等を進めています。

その他、環境関連の情報収集を進め、必要に応

じ環境ニュース等により、会員の皆様へお知らせ

します。

化学品安全WG

平成28年度は以下の3項目の活動を進めます。

（1）JIS改訂について

昨年度に改訂原案を作成しました。改訂内容



産業ガスレポート vol.3559 産業ガスレポート vol.35

は、酸素（JIS K 1101:2005）は酸素分析計用校正ガ

スとして国家標準にトレーサブルな高純度酸素と

高濃度酸素の追加、アルゴン（JIS K 1105:2005）で

はアルゴン中の窒素計としてプラズマ分光式窒素

分析計の追加です。

今年度は、改訂原案を規格調整分科会（主催:日

本規格協会）による2回の審査を受け、更に最終

審査として化学・環境技術専門委員会（主催：経

済産業省）の審査を受けます。改訂版JISの発行は、

今年度末の予定です。

（2）リスクアセスメントについて

平成28年6月より「化学物質のリスクアセスメ

ントの実施」メントの義務化（労働安全衛生法）

に伴い高圧ガスのリスクアセスメントに関する情

報の収集を行っています。

（3）SDS（安全データシート）の見直しについて

高圧ガス保安法の液化ガスや毒性ガスの定義

など高圧ガス保安法の定義の変更、またGHSでは

可燃性ガスのGHS分類の変更が予定されていま

す。これらの改訂に伴い本WG作成のSDSなどの

見直しなどを行っています。

3.　国際部会
IHC対応WG

平 成28年3月8日 ～ 9日 に第38回IHC東 京 会 議

がAIGA（2名）、CGA（3名）、EIGA（3名） および

JIMGA（7名）、IOMAグローバル委員会オブザー

バ（3名）参加のもと東京マリオットホテルにて開

催されました。会議2日目には、上羽国際部会長に

よる歓迎の挨拶をいただき、活発な議論がなされ

るとともに、 懇 親 を深 めることができました。 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3

月10日には医療ガスに関する情報交換会を行い、

PIC/SのGMP規定と産業ガス業界の実施事項との

ギャップを分析したCGA案について各協会が調査

することとなりました。「特殊ガス」のギャップ分

析に関しては、特殊ガス技術WGによる素案作成、

6月16日の4協会担当者会議による素案の議論が

終わり、9月開催予定のweb会議にて最終素案を

決定する予定です。

国内での基準整合化作業は平成27年秋号での

発表後3文書増え36基準となり、JIMGAウェブ

サイトの産業ガス部門出版物一覧の「（7）国際整

合化文書（参考文書）｣（日本語概要＋英語の原文）

に公開されています。

次の第39回IHC会議は、ロンドンにて7月19日

～ 21日に、IOMAグローバル委員会会議は、10

月19日にweb会議の形式で開催される予定です。

規制改革WG

平成28年度の取り組み案件は次の5件です。

（1）モノシランの毒性ガス定義からの除外

（2）超低温容器の膨張測定試験の廃止

（3）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）

（4）在宅酸素用液酸装置の製造届出の要件緩和

（5）容器検査へのAT/UTの適用

また今年9月以降に詳細が示され運用を開始す

る「ファスト・トラック制度」の利用も念頭に置

いて効率的対応を目指します。

一方で平成27年末から経済産業省主催の高圧

ガス小委員会において審議事項の「液化ガスおよ

び毒性ガスの定義見直し」が平成28年3月に小委

員会にて承認されました。今後、見直し関連省令

等がパブコメで意見公募が行われ、公布される予

定となっておりますが、まだ意見公募に至ってお

りません（6月30日 時 点）。JIMGAはパ ブ リ ッ ク

コメントを注視し、その結果により表記案件（1）

の今後の対応を検討することにしております。
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地域本部の活動報告地域本部の活動報告地域本部の活動報告

１．定時総会

日　時 : 平成28年5月9日（月）16:50 ～ 17:40

会　場 : 札幌全日空ホテル

議　題

第1号議案　平成27年度事業報告承認の件

第2号議案　平成27年度収支決算報告承認の件

第3号議案　平成28年度事業計画（案）承認の件

第4号議案　平成28年度収支予算（案）承認の件

第5号議案　 北海道地域本部役員改選の承認を

求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

本部出席者

副会長　　　　川本　健一

専務理事　　　永江　　裕

常務執行役員　福盛　康宏

曽我部本部長挨拶（要旨）

4月14日に発生しました熊本地震の災害に苦し

んでいる方々の早期の復旧をお祈りいたします。

ここ20数年の間に阪神淡路、東日本、そして熊

本と災害は忘れた頃にやって来ると言われている

が、 ここ最 近 は忘 れる前 に訪 れる状 況 でありま

す。高圧ガスを扱う者としては、災害に対する対

策が非常に大事になっていると思います。特に北

海道においては、北海道の中で対応せざるを得な

い立地条件であります。ここにいる皆さんが一致

団結して対応しないといけない。日頃の備えが非

常に大事になってきます。

さて、今年度、北海道地域本部としては、産業

ガス部門、医療ガス部門共に、一層の保安啓発活

動が最重点課題です。今後も引き続き、更なる活

動を通してJIMGAを社会的に広く周知し、業界

の社会的評価を高める必要があると考えており

ます。

今後とも皆様方の意見を充分にお聞きしなが

ら、業界また地域の発展のために取り組んでまい

りたいと思いますので、ご協力賜りますようお願

い申し上げます。

曽我部本部長挨拶

川本副会長挨拶（要旨）

政府の金融政策、財政出動に加えた成長戦略に

よる景気回復策は一部では功を奏しているとされ

ておりますが、我々を含む多くの産業界では景気

が足踏み状態にあります。こうした中でスタート

した平成28年度ですが、先月には熊本・大分方面

で地震が発生し、多数の方々が被災されました。

私自身も20年前の阪神大震災のとき大阪ガス

にて復旧の一員として悲惨な現場の中におりまし

たが、 その後 も日 本 は災 害 の繰 り返 しでありま

す。今回の地震では九州地域の会員の皆さんは、

発生直後から安全確保とともに医療ガスなどの安

定供給のため奔走したと聞いております。東北で

の経験も活かされ、事業継続の面では比較的ス

ムーズな対応がとられたと聞いており、改めて会

員の皆様方に敬意を表したいと思います。

さて、我々を取り巻く環境についてお話をさせ

北海道地域本部
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ていただきますと、まず一つ目に電力料金の問題

があります。原発停止により電気料金が値上げと

なり、原油価格の低下にもかかわらず高止まりし

ています。昨年末には再生可能エネルギー固定価

格買取制度（FIT）賦課金の減免制度の見直しがな

され、更にFIT賦課金は平成28年度より、昨年度

までの1kWhあたり1.58円 から2.25円 に改 定 され

ました。原燃料価格が現状維持で推移した場合、

産業ガス業界の電力費用は平成23年3月に比較し

て220億円の負担増です。JIMGAでは、検討され

ている減免制度の見直しへの対応を中心に、引き

続き電力多消費産業11団体の一員として、取り

組んでまいります。

また、 消費税の問題につきましては、 平成26

年4月の税率8％への引き上げ後の消費の落ち込

みが未だに回復せず、平成29年4月に予定されて

いる税率10％への再引き上げの実施に再延期の

可能性も論じられています。JIMGAでは今後も調

査会を活用して転嫁状況を確認してまいります。

今年度の産業ガス、医療ガス両部門共通の課題

として、コンプライアンスと保安の確保を第一に

掲げ、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いきたいと思い

ます。

加えて、産業・医療ガスが、社会・産業のイン

フラおよびライフラインとして重要な製品である

ことを社会の皆様方に御理解いただくため、また、

会員各社皆様から必要とされるJIMGAであるため

に、絶えず発信することを意識してJIMGAのプレ

ゼンス向上を目指してまいります。

松岡幹事懇親会乾杯挨拶

乾幹事懇親会中締め

２．平成28年度産業ガス部門活動方針

（1）保安強化、保安啓発活動の促進

保安啓発のセミナーを北海道溶材商業会と共

催にて開催します。

技術保安に関する情報提供、技術保安に関する

セミナー、説明会等を実施します。

容器管理指針を作成し、北海道庁に監修いただ

きます。

（2）RFタグ普及の推進

最新情報の提供および普及促進の説明会開催、

関連アンケート調査の実施等、RFタグ普及活動

を推進していきます。

（3）視察会開催による会員の交流

高圧ガスに関連する施設（設備等）の視察会を

開催し会員の交流を図ります。川本副会長挨拶
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３．組織図

総 会 

事務局

幹事会 

企画部会

技術保安部会

企画WG

RFタグ推進WG 

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
役　　員

幹　　事 松岡　喜義　　大陽日酸北海道㈱　代表取締役社長
幹　　事 乾　　　隆　　函館酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事 重塚　　穀　　日本エア・リキード㈱　北海道恵庭工場長
幹　　事 吉澤　尚芳　　東邦アセチレン㈱　札幌事業所長
幹　　事 笹原　　敦　　エア・ウォーター㈱　総務部 
　　　　　 　　　　 　事業所管理グループ（札幌）グループリーダー
会計監事 大道　和広　　大陽日酸北海道㈱　取締役生産本部製造部部長
 　　　　　　　　代理兼発寒工場長
事務局長 高橋　宏史　　 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー  

産業ガス関連事業部 エアガス部（札幌）部長

技術保安部会
部 会 長 柴田　展良　エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター保安推進部（札幌）専任部長
委　　員 清水　和美　大陽日酸北海道㈱　生産本部 技術部長
委　　員 中山　　稔　函館酸素㈱　製造技術部 部長
委　　員 重塚　　穀　日本エア・リキード㈱　北海道恵庭工場長
委　　員 有田　健二　東邦北海道㈱　札幌事業所 製造課 課長
委　　員 三浦　克仁　高圧ガス工業㈱　札幌営業所長
委　　員 山本　和彦　北海道アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 大内　直也　日本液炭㈱　北海道支店長
委　　員 土田　恭裕　北海道エア・ウォーター㈱　保安技術部 技術グループリーダー
委　　員 三浦　　岳　共同炭酸㈱　工場長
委　　員 横山　則美　苫小牧共同酸素㈱　工場長

企画ＷＧ
委　　員 柴田　展良　エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター保安推進部（札幌）専任部長
委　　員 山中　能生　エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 エアガス部（札幌）課長

 

　本部長
　曽我部　康
　エア・ウォーター㈱
　取締役北海道支社長
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５．活動報告（H28.2 ～ H28.7）

（1）技術保安部会

　日　時 : 平成28年5月30日（月）11:30 ～ 14:00

　議　題 :   「 平 成28年 度JIMGA北 海 道 地 域 本 部 

保安セミナー テーマ選定」

  「北海道における高圧ガス容器の適正

な管理指針」内容検討 案の取りまとめ

（2）北海道庁訪問（容器管理指針について）

　日　時 : 平成28年6月22日（水）10:00 ～ 10:30

　概　要 :   JIMGA北海道地域本部高橋事務局長、

柴田技術保安部会長で北海道庁担当官

を訪問。北海道地域本部が作成した「北

海道における高圧ガス容器の適正な管

理指針案」作成趣旨を説明。北海道と

しての監修を依頼する。北海道として

は監修に前向き。FRP容器15年問題を

追加できないかとのお話あり。今後監

修の可否について道庁内部で検討し連

絡いただくこととなる。監修の場合は

要請文書が必要とのこと。

（3）技術保安部会

　日　時 : 平成28年7月20日（水）11:30 ～ 13:00

　議　題 :   「 平 成28年 度JIMGA北 海 道 地 域 本 部 

保安セミナー テーマ決定」

  「北海道における高圧ガス容器の適正

な管理指針」進捗状況報告

（4） 北海道高圧ガス容器管理委員会 平成28年度

定時総会

　日　時 : 平成28年6月20日（月）11:00 ～ 13:00

　場　所 : 札幌全日空ホテル

委　　員 清水　和美　大陽日酸北海道㈱　生産本部 技術部長
委　　員 加藤　展弘　函館酸素㈱　取締役 設備工事部 部長
委　　員 中野　俊哉　エア・リキード工業ガス㈱　東日本オペレーションセンター（恵庭）マネージャー 
委　　員 有田　健二　東邦北海道㈱　札幌事業所 製造課 課長
委　　員 志田　勝広　北海道エア・ウォーター㈱　医療事業部 設備工事部 部長
委　　員 河村　俊秋　日本液炭㈱　北海道支店 
委　　員 山本　和彦　北海道アセチレン㈱　工場長
委　　員 橋本　和夫　高圧ガス工業㈱　札幌営業所 課長
委　　員 安彦　順治　エア・ウォーター炭酸㈱　札幌支店 支店長代理
委　　員 横山　則美　苫小牧共同酸素㈱　工場長
委　　員 三浦　　岳　共同炭酸㈱　工場長
委　　員 高橋　宏史　エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 エアガス部（札幌）部長

注） 平成28年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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１．合同定時総会

（JIMGA東北地域本部産業ガス部門および医療ガス

部門）

日　時 : 平成28年5月19日（木）15:30 ～ 16:40

  　　　（医療ガス部門との合同総会）

会　場 : ホテル青森

議　題

第1号議案　 平成27年度事業報告および収支決

算の承認を求める件

第2号議案　 平成28年度事業計画および収支予

算（案）の承認を求める件

第3号議案　 役員改選の承認を求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

来　賓

関東東北産業保安監督部東北支部

 伊藤　克哉　殿

青森県危機管理局消防保安課 前田　基行　殿

青森県危機管理局消防保安課産業保安グループ

 　　　相馬　清範　殿

青森県危機管理局消防保安課産業保安グループ

 　　　太田　　悟　殿

本部出席者

副会長　　　　川本　健一

常務執行役員　保坂　昭一

常務執行役員　桑名　　毅

坂本本部長挨拶（要旨）

今年は申年で、証券市場では大きく市場が変動

する年と言われており、年明け早々原油・為替が

目まぐるしく変動しておりましたが本日の為替等

を見る限り、ほぼ落ち着いてきた感じがします。

しかし、東北経済に目を向けるとごく一部で震

災特需が聞かれましたが、依然として震災前を若

干下回った状況が続いております。産業ガス・医

療ガスの具体的な数値で言うとJIMGAの統計資

料では酸素は2013年と2014年の比較で3.5％減、

2014年と2015年の比較では4.8％減と2年連続の

マイナスとなっており全国レベルを下まわる状況

が続いております。また、熊本地震の影響はいま

だ続いており、トヨタ東日本の生産中止等市場へ

の影響は収まっておりません。

部門別の活動としては、医療ガス部門では在宅

酸素療法において、患者さんの誤った火気の取り

扱いによる火災死亡事故がいまだに発生しており

ます。JIMGAとしましても注意喚起の活動を図っ

てまいりたいと思います。厚生労働省でも自宅療

養される患者様の増加が想定されています。ぜひ

とも会員の皆様のご協力を賜り、火気の取り扱い

について繰り返し注意喚起をしていただけますよ

うお願いします。また、産業ガス部門の活動では

RFタグ容器管理システムの導入促進を行ってま

いります。RFタグは全国242事業所で約64万本

導入されており、容器管理の省力化等で業界の将

来のためには貢献できるものと思いますので、皆

様のご協力をいただきながら活動を進めてまいり

たいと思います。

最近の事故の話を申し上げますと昨年8月に山

口県のアセチレン工場で爆発事故が発生し、1名

が火傷を負いました。また内蔵されていたアスベ

ストが広範囲に飛散し、近隣住民に大きな不安を

与えました。加えて1週間前にも長崎市の魚市場

で10年近く放置されていた酸素ボンベが破裂し

て4名の方が怪我をされました。

東北も全県とも海・魚市場・漁港を抱えており、

繰り返し注意喚起の周知徹底と保安に関する情報

提供を行っていきたいと思います。

東北地域本部
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電力の自由化により、携帯会社や流通会社が電

力事業に乗り出していますが、高圧ガス業界は電

力料金が原材料であり依然として厳しい状況が続

くものと見られます。私ども高圧ガスを取り扱う

事業者は、保安の確保という重大な使命のために

は一定のコストは必ずかかるものと覚悟していく

ことが大事だと思います。会員の皆様の絶え間な

い保安活動の推進および意識向上と益々のご健闘

を祈念いたします。

坂本本部長挨拶

来賓ご挨拶（要旨）

関東東北産業保安監督部東北支部

伊藤　克哉　殿

高圧ガスは産業分野から生活関連分野まで幅

広く利用され、産業活動や国民生活の根幹を担っ

ており、高圧ガスによる事故撲滅は行政および事

業者挙げての重大な使命です。

全国の平成27年の高圧ガスの事故発生状況は

729件で前年比58件減少（容器喪失・盗難含む）、

災害の部分で見ると429件で逆に前年比48件増加

となっています。429件の内、製造事業所での事

故は305件で前年比35件増加となっており、特に

冷凍事業所での事故は171件で33件の増加です。

また、重大事故となるB級事故は5件で2件減少

となっていますが、 この内、1件は昨年2月24日

に秋田県の老人ホーム建設現場で発生したアセチ

レン爆発事故です。1名死亡、1名重症、2名軽傷

で、本年2月に現場監督者が高圧ガス保安法24条

5消費に係る技術上の基準違反で書類送検された

ことはご存じのことと思います。このように、高

圧ガスはひとたび事故となりますと重篤な人身災

害に繋がる恐れがあります。東北地域で発生した

人身被災の事故は5件で前年比2件の増加で負傷

者は8名と2名増えております。いずれも消費段

階での事故ですので販売事業者は消費者への周知

の徹底を重ねてお願いします。

また、時代の変化・国際化・技術の進歩とあら

ゆる変化に迅速に柔軟に効率的・効果的に対応す

るため、昨年より検討を進めていた産業保安のス

マート化については一定の取りまとめがなされま

した。高圧ガスに関しては自主保安の高度化促進

のための新認定事業所制度（スーパー認定制度）の

創設、新技術などへの対応を円滑に進めるための

ファスト・トラック制度の創設、水素ステーショ

ン・燃料電池自動車等の普及に向けた規制の見直

し、安全レベル維持向上を前提としたコスト合理

化に資する事故報告の見直し、製造許可申請に係

る添付書類の簡略化等が今年度より順次展開され

ていくことになろうかと思います。

関東東北産業保安監督部東北支部としても青森県

をはじめとした管内自治体の皆様、また、JIMGA東

北地域本部をはじめとした関係団体や事業者の皆

様と連携しつつ、東北管内の高圧ガスの保安確保

に取り組む所存でございますので引続き皆様のご

理解とご協力をお願いしたいと思います。

来賓挨拶
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青森県危機管理局消防保安課

前田　基行　殿

高圧ガスは鉄鋼・エレクトロニクス・製紙・食

品等様々な産業の生産活動において幅広く活用さ

れ、我が国の経済発展を支えている他、研究や医

療の分野でも重要な役割を果たしております。

一方、高圧ガスは爆発火災や重篤症状および設

備等の破裂や破壊等の危険性を有しており、法令

遵守や自主保安の確保は極めて重要なこととなっ

ております。

皆様におかれましては公共の安全確保に向け

て一層の研鑽に努められ、消費者への周知活動等

を強化し、事故のない安全・安心な地域づくりに

ご尽力いただけますようお願い申し上げます。

来賓挨拶

定時総会の模様

懇親会

川本副会長挨拶（要旨）

政府の金融政策、財政出動に加えた成長戦略に

よる景気回復策は一部では功を奏しているとされ

ておりますが、我々を含む多くの産業界では景気

の回復の実感がなく、足踏み状態にあります。ま

た、東日本大震災より5年が経過し、復興の歩み

が確実となりつつある中、先月には熊本地震が発

生し、多くの方々が被災されましたが、九州地域

の会員の皆さんは、発生直後から安全確保と共に

医療ガス等の安定供給のために奔走したと聞いて

おります。これも東北での経験が活かされ、事業

継続の面では比較的スムーズな対応が取られたと

聞いており、あらためて会員の皆様へは敬意を表

したいと思います。

我々を取り巻く環境ですが、まず一つ目は電

力料金の問題です。原発停止による電力料金値上

げは、原油価格が値下がりしたにも関わらず高止

まりし、昨年末にはFIT賦課金の減免制度の見直

しがなされております。加えてFIT賦課金は平成

28年 度 より、1kWhあたり1.58円 から2.25円 に改

定されました。原油価格が現状維持で推移した場

合、産業ガス業界の電力費用は平成23年3月と比

較して220億円の負担増となります。JIMGAでは、

検討されている減免制度の見直しへの対応を中心

に、引き続き電力多消費産業11団体の一員とし

て取り組んでまいります。

二つ目は消費税の問題です。平成26年4月の税

率8％への引き上げ後の消費の落ち込みがいまだ

に回復せず、平成29年4月に予定されている税率

10％への再引き上げは実施に再延期の可能性も論

じられておりますが、JIMGAでは引き続き調査会

を活用して転嫁状況を確認していきます。

産業ガス、医療ガス両部門共通の課題としまし

ては、コンプライアンスと保安の確保を第一に掲

げ、安全・安心を確保し、産業ガス・医療ガス業

界の更なる地位向上を目指していきたいと思いま
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す。加えて我々の産業・医療ガスが社会・産業の

インフラおよびライフラインとして重要な製品で

あることを社会の皆様方にご理解いただくため、

また会員各社のブレーンとして会員の皆様から必

要とされるJIMGAを目指してまいります。

２．平成28年度活動方針

1）保安対策の推進

　・ 高圧ガス保安法および関連法規の周知とそ

の遵守

　・協会自主基準、指針等の普及促進

　・長期停滞容器の回収と放置容器の撲滅

2）各部会・WG活動の推進

3）関係官庁および関係保安団体との連携強化

３．組織図

東北地域本部
産業ガス部門

正副本部長会

部門総会

部門会計監査

東北地域本部調査会

部門幹事会

充填ガス部会

炭酸ガス技術WG

アセチレン技術WG

エアガス技術WG

技術保安部会

RFタグ推進WG

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
坂本　雅博
大陽日酸㈱
常務執行役員 東北支社長

副本部長
大場　正仁
山形酸素㈱
代表取締役社長

副本部長
髙橋　　稔
エア・ウォーター㈱
執行役員 東北支社長

副本部長
谷代　　進
東邦アセチレン㈱
代表取締役専務

幹　　事 岸田　和久　日本エア・リキード㈱　東日本地域本部 業務部長
幹　　事 加藤　尊康　高圧ガス工業㈱　仙台工場工場長
幹　　事 松川　憲司　岩谷産業㈱　関東支社 仙台支店長
幹　　事 柿崎　卓也　第一開明㈱　代表取締役社長
幹　　事 相場　栄利　㈱相場商店　代表取締役社長
会計監事 熊谷　孝嘉　岩手工業㈱　代表取締役社長
会計監事 藤田　　公　日本液炭㈱　東北支社長

東北地域本部調査会
会　　長 坂本　雅博　大陽日酸㈱　常務執行役員 東北支社長
副 会 長 大場　正仁　山形酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 谷代　　進　東邦アセチレン㈱　代表取締役専務
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委　　員 髙橋　　稔　エア・ウォーター㈱　執行役員東北支社長
委　　員 葛西　信二　㈱東酸　代表取締役社長
委　　員 相場　栄利　㈱相場商店　代表取締役社長
委　　員 竹内　久司　東邦岩手㈱　代表取締役社長
委　　員 柿崎　卓也　第一開明㈱　代表取締役社長　
委　　員 窪田　英一　㈲クボタ商会　代表取締役社長
委　　員 岸田　和久　日本エア・リキード㈱　東日本地域本部　業務部長
委　　員 渡辺　明宏　㈱郡山酸素商会　専務取締役

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

充填ガス部会
部 会 長 葛西　信二　㈱東酸　代表取締役社長
委　　員 工藤　良一　㈱工藤酸素店　代表取締役社長
委　　員 相場　栄利　㈱相場商店　代表取締役社長
委　　員 中島　敏晴　太平熔材㈱　代表取締役社長
委　　員 柿崎　卓也　第一開明㈱　代表取締役社長
委　　員 笠井　　健　北良㈱　代表取締役社長
委　　員 大場　正仁　山形酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 沼澤　隆二　㈱福島共同ガスセンター　常務取締役工場長
委　　員 髙橋　　稔　東北エア・ウォーター㈱　代表取締役社長
委　　員 伊藤　武彦　カガク興商㈱　代表取締役社長
委　　員 渡部　隆文　荘内ガス㈱　代表取締役社長
委　　員 小山　博幸　仙台日酸㈱　常務取締役 工場長

技術保安部会
部 会 長 佐々木丈志　大陽日酸㈱　東北支社 技術部長
委　　員 玉井　義明　太平熔材㈱　保安管理部長
委　　員 中村　成伸　北日本アセチレン㈱　工場長
委　　員 村上　晃也　岩手工業㈱　専務取締役
委　　員 越後　啓一　㈱東酸　取締役製造部長
委　　員 長岡　貢司　山形酸素㈱　執行役員事業部長
委　　員 進藤　昌一　荘内ガス㈱　北港充填工場 常務取締役 技術部長 兼 北港充填工場長
委　　員 小山　博幸　仙台日酸㈱　常務取締役 工場長
委　　員 原田　敏兆　日本液炭㈱　東北支社 技術サービス課長
委　　員 田中　一視　東邦アセチレン㈱　生産・技術本部技術部 課長
委　　員 村木　利雅　仙台アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 佐藤　　哲　カガク興商㈱　配送センター 高圧ガス保安統括
委　　員 篠原　静夫　東北エア・ウォーター㈱　保安技術部長
委　　員 沼澤　隆二　㈱福島共同ガスセンター　常務取締役工場長

炭酸ガス技術ＷＧ
グループ長 柿本　明広　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当（東北駐在）部長
委　　員 原田　敏兆　日本液炭㈱　技術サービス課長
委　　員 馬場　　剛　エア・ウォーター炭酸㈱　技術部生産・技術グループ課長
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委　　員 伊達　久顕　上毛天然瓦斯工業㈱　仙台営業所長　
委　　員 只野　英仁　昭和電工ガスプロダクツ㈱　東北支店副主事

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

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

注） 平成28年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。

５．行事開催報告（H28.2 ～ H28.7）

（1）MGR更新時集合講習会

　日　時 : 平成28年2月9日（火）13:00 ～ 17:00

　場　所 : 仙台ガーデンパレス

　受講者 : 59名

（2）高圧ガス保安セミナー

　日　時 : 平成28年2月16日（火）13:30 ～ 16:50

　場　所 : 仙台ガーデンパレス

　受講者 : 35名

（3）  JIMGA東北地域本部合同幹事会および調査

委員会

　日　時 : 平成28年5月9日（月）12:45 ～ 15:00

　場　所 : ホテルメトロポリタン仙台

　概　要 :   平成28年度合同定時総会議案書（案）

の審議および平成27年度消費税増税

調査会活動報告および平成28年度活

動計画説明

（4）技術保安部会

　日　時 : 平成28年6月17日（金）15:30 ～ 17:00

　場　所 : 東北地域本部事務所

　概　要 :   平成28年度活動計画および平成28年

度研修会計画検討ならびに高圧ガス保

安セミナー計画検討

（5）炭酸ガス技術ワーキンググループ会議

　日　時 : 平成28年6月24日（金）15:30 ～ 17:00

　場　所 : 東北地域本部事務所

　概　要 :   ワーキンググループ委員変更および平

成28年度活動計画検討ならびに平成

28年4月度炭酸ガス出荷統計報告
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１．定時総会

日　時 : 平成28年5月13日（金）16:50 ～ 17:30

会　場 : ホテル JALシティ田町 東京

議　題

第1号議案　 平成27年度事業報告の承認を求め

る件

第2号議案　 平成27年度収支報告の承認を求め

る件

第3号議案　 平成28年度～ 29年度の役員選任

の承認を求める件 　　　　　　

第4号議案　 平成28年度事業計画（案）の承認

を求める件　　　　　　　 

第5号議案　 平成28年度収支予算（案）の承認

を求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

本部出席者（合同懇親会）

会長　間　　邦司

田中本部長挨拶（要旨）　　　　

皆様ご存知の様に、4月14日に発生しました「熊

本地震」は、阪神淡路大震災と東日本大震災に次

ぐ規模の地震であります。まだ、現地ではいまだ

に余震が続き、多くの方が避難生活を送っておら

れます。被災者の方々には心よりお見舞いを申し

上げます。

また、JIMGAの会員のメーカー、販売店の方々

が復旧に取り組んでおられ、大型連休明けには、

全 体 の約80 ％ が稼 働 しているようです。 ただ、

一部のお客様では、復旧に数ヶ月かかるようにも

聞いています。半導体・自動車関連では、一時的

な落ち込みがあるでしょうが、今年の後半には取

り返すのではないでしょうか。

また、本日午前7時頃、長崎の魚市場で酸素ボ

ンベの爆発事故がありました。現在、情報を収集

中 ですが、10年 以 上 放 置 されたままになっ てい

たとのことです。大きな怪我には至っていないよ

うですが、4名の方が病院に搬送されたとのこと

です。まさにこの事故は本日の議題に上がるよう

な、保安・放置容器の回収に関わる問題でありま

す。本年のJIMGAの活動のキーポイントになる

ものでしょう。

我が国の経済に関しましては、個人消費が精

彩を欠き、ベースアップも昨年比で落ちるようで

すし、消費増税の延期に関して政府が真剣に議論

しています。日本経済の成長予測は1％に届かず、

0.5％ほどとも聞いております。マイナスにはな

らないとしても、低迷しております。マイナス金

利のプラスマイナスはあるでしょうが、この1年、

厳しい年になるのではないでしょうか。

4月から国の予算の前倒し執行があっても、こ

の1カ月ほど円高が進んでおります。また、株価

の低迷、エネルギーコストが下がるという面でも

経済界にプラスマイナスの両面の効果があるで

しょう。日本の基幹産業である鉄鋼・造船・自動

車産業を始めとする主要産業が輸出を含めて精彩

を欠いているのではないでしょうか。中国を中心

とした新興国の景気減速による輸出の低迷もあり

ます。

また、最近発表された大手企業の決算予想も振

るいません。トヨタでは「潮目が変わった」とい

う表現も使われております。我々にとっても、厳

しい年になると思われます。

本年度、JIMGAの産業ガス部門の課題は、「保

安の一層の強化」「容器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」です。関東地域本部も、

この四つの課題に取り組んでまいります。

関東地域本部
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皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます

と共に、皆様方のご繁栄とご健勝を祈念申し上げ

ます。

田中本部長挨拶（総会）

 

懇親会

小池代表地域本部長挨拶

1カ月前の4月14日（木）夜（21:26）に熊本県を

最大震度7の大地震が襲いました。この地震で60

人以上の方が亡くなられ、今でも1万数千人の方

が避難生活を強いられております。

産業界も大きな打撃を被りトヨタ、ホンダ、ソ

ニーなど多くの企業が操業停止を余儀なくされま

した。医療ガスの関係では、被災地の事業者各社

の懸命のご努力によって、病院への酸素など医療

ガスの供給は確保され、在宅酸素の患者さんへも

的確に対応されました。ご自身も被災されている

にもかかわらずガ ス の供 給 に従 事 されている熊

本・大分の仲間に頭が下がります。1日も早く余

震が収まり、復旧に向かうことを祈るばかりです。

我々関東地域本部も全く他人事ではなく、大災

害を想定して安全・保安、事業の継続にできるだ

けの備えをしておかなければならないと痛感して

います。

平成28年度は、原油安や低金利など企業経営

や個人消費を取り巻く環境は徐々に改善している

ことから、来年4月の消費税率引き上げが法律ど

おり実 施 されるか注 視 しなければなりませんが、

景気は緩やかな回復基調をたどるのではないかと

いわれています。

このような見通しが産業・医療ガス業界に恩恵

を与えてくれれば良いのですが、電力集約型産業

の典型である我々の業界には、高止まりしている

電力料金が重い負担となっているのが現状です。

このような状況の下でも、産業・医療ガスを扱

う事業者は、高品質なガスおよび医療機器・設備

を安全・安定的に供給する責務を担っており、そ

の責任を果たしていかなければなりません。

関東地域本部は、今年度もJIMGAの中核とし

て積極的にガスの製造・流通・使用における事故

の撲滅を目指して活動し、産業ガス部門では、「保

安の推進」「容器RFタグの導入促進」、医療ガス

部門では、「医療ガス事故の防止」、「MGR制度の

充実」などをテーマに、一丸となって活動を展開

していきたいと思います。

会員の皆様には、引続き絶大なご支援とご鞭撻

をお願いし、私の挨拶といたします。

２．平成28年度産業ガス部門活動方針

① 地域における環境・安全・保安・技術等に関し

て、JIMGA本部と連携し、関東地域本部産業

ガス部門構成員および消費者に対する周知徹底

と教育・広報・情報の収集等地域に則した活動

を行なう。

② 自主保安の一層の充実を図る必要があることか

らセミナー、講習会を開催し、本部一体となっ

て事故発生防止に努める。

③ 所属会員相互の向上発展に資するため、会員間

の意思疎通に努めるとともに、各グループ間の

連携を強化し、活動の充実を図る。

④ 容器RFタグの導入推進をJIMGA本部WGと協

力し行なう。

⑤ 企画部会容器回収推進グループ、地区毎の関連

諸団体とも共同して、放置容器・不明容器・長

期停滞容器の回収を促進する。また、｢容器管
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理指針｣ の活用と周知活動を支援する。

総会風景

 

３．組織図

産業ガス部門総会

部門正副本部長会

部門幹事会

技術保安部会 エア・ガス技術グループ

溶解アセチレン技術グループ

炭酸ガス技術グループ

水素技術グループ

充填保安部会 地区代表者会

企画部会 容器回収推進グループ

容器RFタグ推進グループ

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
西田　猛志
エア・ウォーター㈱
関東支社長代理

副本部長
笠谷　　宏
岩谷産業㈱
執行役員 関東支社長 

副本部長
佐波　　充
相模アセチレン㈱
代表取締役

副本部長
坪井　　亮
小池酸素工業㈱
取締役 東京支店長
兼 東日本グループ長

幹　　事 梅川　明彦 大陽日酸㈱　上席常務執行役員 関東支社長
幹　　事 黒木　幹也 高圧ガス工業㈱　常務取締役 東京事務所長
幹　　事 野村　和伯 エア・ウォーター炭酸㈱　営業部 東京支店長 兼 札幌支店長
幹　　事 塚本　　健 エア・ウォーター・ハイドロ㈱　営業企画担当部長
幹　　事 遠藤　芳朗 ㈱鈴木商館　取締役 営業本部副本部長
代表監事 加來　裕幸 日本液炭㈱　執行役員 関東支社長 
監　　事 長濵健太郎 岩谷瓦斯㈱　理事 関東事業所長
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技術保安部会   
部 会 長 笠谷　　宏 岩谷産業㈱　執行役員 関東支社長 
副部会長 河原　大宙 岩谷産業㈱　環境保安部 担当部長（関東駐在）
   

エア・ガス技術グループ   
グループ長 新田　義浩 大陽日酸㈱　関東支社 技術部長
副グループ長 國分　　聡 岩谷産業㈱　環境保安部（首都圏駐在） 
委　　員 細川　純一 大陽日酸東関東㈱　ガスビジネス統括本部 製造技術担当部長
委　　員 長谷川正泰 小池酸素工業㈱　ガス部 生産・技術グループ課長
委　　員 石坂　英一 カンサン㈱　高崎事業所 高崎事業所エア・ガス工場工場長
委　　員 関　　啓助 北国酸素㈱　代表取締役
委　　員 大西　孝好 エア・ウォーター㈱　関東エア・ウォーター㈱ 管理部長
委　　員 福永　直樹 日本エア・リキード㈱　技術本部 関東グループ長
委　　員 堀内　武浩 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理G 企画・業務チームマネージャー　
委　　員 進藤　忠則 東京ガスケミカル㈱　メンテナンス・サービス部長
   

エア・ガス技術グループ（生産会社）   
委　　員 坂田　　博 エア・ケミカルズ㈱　常務取締役プラント長
委　　員 前田　久雄 川崎オキシトン㈱　代表取締役社長
委　　員 茂浦　悦男 ㈱ＪＦＥサンソセンター　取締役工場長
委　　員 鈴木　常夫 新相模酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 金子　堅三 新洋酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 田中　義隆 ㈱千葉サンソセンター　代表取締役常務
委　　員 中山　哲也 ㈱ティーエムエアー　代表取締役社長
委　　員 福山　幸男 東京液化酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 岡﨑　志朗 東京酸素窒素㈱　代表取締役社長
委　　員 野口　行敏 長野液酸工業㈱　代表取締役社長
委　　員 八木沢正博 ㈱浜松エア・サプライ　取締役社長
   

溶解アセチレン技術グループ   
グループ長 野本　勝郎 高圧ガス工業㈱　東北・関東地区 統括工場長 兼 神奈川工場長
副グループ長 堂元　美樹 小池酸素工業㈱　千葉工場長
委　　員 村石　秀人 エア・リキード工業ガス㈱　東日本オペレーションセンター長
委　　員 若林　　満 横浜ケミカル㈱　理事
委　　員 橋本　孝二 ㈱鈴木商館　営業本部 安全環境部 兼 技術部技術課 課長
委　　員 松下　勝美 関東アセチレン工業㈱　常務取締役
委　　員 河原　大宙 岩谷産業㈱　環境保安部 担当部長（関東駐在）
委　　員 服部　真博 岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当（関東駐在）
委　　員 出村　憲二 川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員 吉田　智徳 相模アセチレン㈱　工場長
委　　員 坂本　一仁 大陽日酸㈱　北関東支社 技術部長
委　　員 白井　寿英 田邊工業㈱　保安部 部長
委　　員 今井　克彦 東海産業㈱　環境保安室長
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委　　員 田中　祐次 東京高圧山崎㈱　取締役 技術・製造本部長
委　　員 川人　政男 東日本高圧㈱　千葉工場 工場長
委　　員 手塚　悦男 栃木共同アセチレン㈱　代表取締役社長
   

水素技術グループ   
グループ長 堀内　武浩 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理G 企画・業務チーム マネージャー
副グループ長 時田豊志和 エア・ウォーター・ハイドロ㈱　技術部長
委　　員 國分　　聡 岩谷産業㈱　環境保安部（首都圏駐在）
委　　員 荒谷　幸治 関東エア・ウォーター㈱　産業事業部 部長
委　　員 廣澤　徳幸 岩谷瓦斯㈱　千葉工場 工場長
委　　員 大山　裕之 ㈱鈴木商館　生産部 部長
委　　員 新田　義浩 大陽日酸㈱　関東支社 技術部長
委　　員 野本　弘樹 新潟水素㈱　取締役工場長
委　　員 澤田　庸介 丸由工材㈱　代表取締役社長
委　　員 清水　正樹 ㈱渡商会　営業部営業グループ グループリーダー
   

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

充填保安部会   
部 会 長 佐波　　充 相模アセチレン㈱　代表取締役
副部会長 遠藤　芳朗 ㈱鈴木商館　取締役 営業本部副本部長
副部会長 柳川　隆則 ㈱宝山産業　代表取締役社長
副部会長 市村　　博 市村酸素㈱　代表取締役社長
副部会長 今井　智仁 東海溶材㈱　ガス管理部 次長
委　　員 松谷　厚雄 関東酸素工業㈱　専務取締役
委　　員 鴨川　俊次 東邦酸素工業㈱　取締役社長
委　　員 田谷　豊生 小野里酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 松川　　裕 富士酸素工業㈱　取締役ガス溶材部長
委　　員 徳永　哲一 城南共同酸素㈱　常務取締役
委　　員 宮原　英嘉 宮原酸素㈱　業務部長
委　　員 神野　耕一 東京高圧山崎㈱　取締役 ガス本部長
委　　員 梅津　明仁 北関東東洋㈱　取締役 製造部長
委　　員 澤井　淳巳 東洋高圧ガス㈱　部長
委　　員 田村　行正 ㈱市川総合ガスセンター　取締役工場長
委　　員 川尻　光治 北関東日酸㈱　常務取締役
委　　員 阪田　　亮 千葉エヌディーガスセンター㈱　常務取締役工場長
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委　　員 大塚　弘次 武蔵野ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員 菊池　公彦 東横化学㈱　関東支社 相模原事業所所長
委　　員 石橋　　勇 静岡酸素㈱　取締役 製造部長
委　　員 出村　憲二 川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員 中原　俊宏 大陽日酸東関東㈱　土浦営業所 所長
委　　員 本島　章夫 東海産業㈱　代表取締役社長
委　　員 志田　和善 日東物産㈱　取締役部長
委　　員 永井　道生 ㈱ＴＯＫＡＩ　高圧栃木支店 支店長
委　　員 堀口　靖之 カンサン㈱　代表取締役社長
委　　員 村野　行重 横浜ケミカル㈱　営業部長
委　　員 田中　宏明 城東日酸㈱　取締役工場長
委　　員 酒井　隆光 東京酸素㈱　専務取締役
委　　員 吉田　昌平 ヨシダ高圧㈱　代表取締役社長
委　　員 田邊　　英 田邊工業㈱　代表取締役社長
委　　員 長谷川道明 東邦新潟㈱　取締役社長
委　　員 島田　隆昭 ㈱シマキュウ　代表取締役社長
委　　員 福地　俊弘 埼京日酸㈱　取締役工場長
委　　員 清瀬　　信 関東エア・ウォーター㈱　産業事業部 担当部長
委　　員 橘　　隆之 ㈱カネコ商会　代表取締役社長
委　　員 波多野雄一 岡谷酸素㈱　常務取締役 営業本部長
委　　員 金子　茂男 小松川酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 村橋　正之 伊藤忠工業ガス㈱　神奈川支店長
委　　員 瓦井　貞光 光酸素㈱　代表取締役会長
委　　員 茂垣　行雄 ㈱星医療酸器　常務取締役営業本部長
委　　員 和田　　彰 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部東京営業部 部長
委　　員 北條　一夫 フジオックス㈱　常務取締役営業本部長
委　　員 白根　政明 ㈱サイサン　常務取締役産業ガス部　
   

地区代表者会   
委 員 長 佐波　　充 相模アセチレン㈱　代表取締役
副委員長 徳永　哲一 城南共同酸素㈱　常務取締役
副委員長 川尻　光治 北関東日酸㈱　常務取締役
副委員長 柳川　隆則 ㈱宝山産業　代表取締役社長
正 委 員 田中　宏明 城東日酸㈱　取締役工場長
正 委 員 市村　　博 市村酸素㈱　代表取締役
正 委 員 遠藤　芳朗 ㈱鈴木商館　取締役 営業本部 副本部長
正 委 員 澤井　淳巳 東洋高圧ガス㈱　部長
正 委 員 北條　一夫 フジオックス㈱　常務取締役営業本部長
正 委 員 葛上　真一 カンサン㈱　高崎事業所 取締役インダストリ営業部長
正 委 員 今井　智仁 東海溶材㈱　ガス管理部 次長
正 委 員 志田　和善 日東物産㈱　取締役部長
正 委 員 波多野雄一 岡谷酸素㈱　常務取締役 営業本部長
正 委 員 橘　　隆之 ㈱カネコ商会　代表取締役社長
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副 委 員 金子　茂男 小松川酸素㈱　代表取締役社長
副 委 員 鴨川　俊次 東邦酸素工業㈱　取締役社長
副 委 員 松川　　裕 富士酸素工業㈱　取締役ガス溶材部長
副 委 員 宮原　英嘉 宮原酸素㈱業務部長
   

企画部会   
部 会 長 坪井　　亮 小池酸素工業㈱　取締役 東京支店長 兼 東日本グループ長
副部会長 吉澤　　毅 小池酸素工業㈱　関東支社 ガス営業部 部長
   

容器回収推進グループ   
グループ長 澤井　淳巳 東洋高圧ガス㈱　部長
副グループ長 保々　賢次 小池酸素工業㈱　城北支店長
委　　員 葛上　真一 カンサン㈱　高崎事業所 取締役インダストリ営業部長
委　　員 清水　正樹 ㈱渡商会　営業部営業グループ グループリーダー
委　　員 大山　 裕之 ㈱鈴木商館　生産部 部長
委　　員 宮内　裕二 日本液炭㈱　関東支社 営業部 業務・物流課長
委　　員 黒木　幹也 高圧ガス工業㈱　常務取締役
委　　員 秋本　隆司 上毛天然瓦斯工業㈱　常務取締役東京支店長
委　　員 柳川　隆則 ㈱宝山産業　代表取締役社長
委　　員 大西　孝好 関東エア・ウォーター㈱　管理部長
委　　員 弓削　善紀 日本エア・リキード㈱　東日本支社長
委　　員 和田　　彰 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 東京営業部 部長
   

容器ＲＦタグ推進グループ   
グループ長 神谷　利男 日本液炭㈱　関東支社 技術サービス課長
副グループ長 大西　孝好 関東エア・ウォーター㈱　管理部長
委　　員 國分　　聡 岩谷産業㈱　環境保安部（首都圏駐在） 
委　　員 田中　宏明 城東日酸㈱　取締役工場長
委　　員 鶴見　　隆 相模アセチレン㈱　取締役 営業部長
委　　員 井上　二朗 東京ガスケミカル㈱　産業ガス企画グループマネージャー
委　　員 長谷川正泰 小池酸素工業㈱　ガス部 生産・技術グループ課長
委　　員 森下　克則 小池酸素工業㈱　ガス部 次長
委　　員 中井　康夫 高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 関東地区長代理
委　　員 徳永　哲一 城南共同酸素㈱　常務取締役
委　　員 出村　憲二 川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員 飯塚　浩幸 大陽日酸㈱　関東支社 ガス営業部長

注） 平成28年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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５．行事開催報告（H28.2 ～ H28.7）

（1）初級保安講習会

　日　時 : 平成28年2月18日（木）14:00 ～ 16:30

　場　所 : 機械振興会館

　内　容 :   「高圧ガスの性質と保安について」

   「e-ラーニングの紹介」

　受講者 : 69名

（2）容器RFタグ説明会

　日　時 : 平成28年3月4日（金）15:00 ～ 16:30

　場　所 : エッサムホール本社

　受講者 : 53名

（3）産業ガス部門　幹事会

　日　時 : 平成28年4月25日（月）16:00 ～ 17:00

　場　所 : ホテル JALシティ田町 東京

　概　要 :   報告事項、定時総会・議案書の確認と

承認

（4）水素ガス取り扱い上の基礎知識　講習会

　日　時 : 平成28年6月24日（金）13:30 ～ 16:30

　場　所 : 機械振興会館

　受講者 : 85名

（5） 充填保安部会地区代表者会　企画部会容器回

収推進グループ　合同例会

　日　時 : 平成28年7月12日（火）16:00 ～ 17:00

　場　所 : ホテルサンバレー伊豆長岡

　概　要 :   地域本部内の地区毎の容器管理に関す

る情報交換

（6）充填保安部会　総会

　日　時 : 平成28年7月12日（火）17:00 ～ 17:30

　場　所 : ホテルサンバレー伊豆長岡

　概　要 : 報告事項、議案書の確認と承認

オープン表示機能付バルブ
大型の開閉表示窓で見やすく使いやすい。

バルブの開閉状態がひと目でわかる大きな表示が特長です。
高機能・低コストを実現したバルブですので、幅広い分野で活躍すること間違いなしです。
また、ハンドル部にＲＦタグを搭載したタイプもあり、ＲＦタグ機能付きバルブとしてご使用
いただけます。
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１．定時総会

日　時 : 平成28年5月10日（火）16:00 ～ 17:20

会　場 : ホテルキャッスルプラザ

議　題

第1号議案　 平成27年度事業報告の承認を求め

る件

第2号議案　 平成27年度収支決算の承認を求め

る件

第3号議案　 平成28年度事業計画の承認を求め

る件

第4号議案　平成28年度予算の承認を求める件

第5号議案　 平成28年～ 29年度東海地域本部

役員選任の件

本部出席者

副会長　　　　小池　和夫

常務執行役員　山本　泰彦

常務執行役員　鈴木　正晴

山田代表本部長挨拶（要旨）

昨年の今頃、日経平均は19,000円台、為替は1

ドル120円くらいでした。アベノミクス第三の矢

がなかなか機能しない中、 年明け早々に一段の

株価下落、円高となり、足元GW中にこの傾向は

一層進み、昨日、日経平均は16,000円台、為替は

108円台です。全体的な景気停滞の中、輸出型の

日本企業に大きな打撃を与えており、日本経済は

ますます予断を許しません。

加えて先月14日、熊本で地震が発生、いまだ

活動を続けています。お亡くなりになられた方々

に哀悼の意を表しますと共に、罹災された方々、

今なお避難生活を続けられている方々には、心よ

りお見舞いを申し上げます。

この地震は、東日本大震災で明らかになった、

製造業のサプライチェーンの重要性を改めて想起

させます。自動車産業をはじめ、東海地域に与え

る影響も少なくありません。

こうした中、5月26日、27日には伊勢志摩サミッ

トが開催されます。ご当地での直接的な経済効果

も期待されますが、混迷の世界経済、日本経済

への効果的な一手が打たれる事を願って止みま

せん。

我々高圧ガス業界におきましても、保安確保、

国際整合化、原材料の高騰等、取り組むべき課題

は山積しています。

平成27年度東海地域本部では、JIMGA本部の

課題を受けて次の5つの課題に各部会、支部会、

委員会活動を通じて取り組んできました。①事故

防止と法令遵守の周知徹底、②供給および消費上

の安全対策の推進、③保安を確保するための各種

講習会の開催、④災害時対策の強化、⑤不明容

器、放置容器をなくすための容器管理体制の強化

です。

こうした活動もあり、高圧ガス関連の事故数

は、平成27年度は729件、前年比7.4％減少とな

りました。消費、移動ならびに製造事業所での件

数が減少していますが、依然として高止まりの傾

向にあると言えます。

東海地域本部

山田代表本部長
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事故原因では、盗難やヒューマンエラーが依然

多く、企業による自主保安の啓発・喚起、業界団

体による保安強化等、我々に課せられた責務の重

さを認識しております。今後も保安確保に向け、

継続的に取り組んでまいります。

総会の模様

来賓ご挨拶（要旨）

中部近畿産業保安監督部 保安課長 加藤　久喜　殿

高圧ガスは各種産業や生活・医療分野において

幅広く使用され、国民生活に不可欠ですが、高圧

ガス事故が発生した際には、我々の社会活動に大

きな影響を及ぼすものであり、保安の確保は極めて

重要です。貴協会におかれましては、高圧ガスの

災害・事故に対応するための災害時マニュアルの

見直しや自治体が主催する「総合防災訓練」への

参加、保安講習会の開催などのさまざまな取り組み

をされており、深く敬意を表する次第であります。

平成27年の高圧ガス事故統計では、全国で729

件の事故が発生し、そのうち盗難を除く災害は

429件で、対前年比で48件の増加となりました。

製造所の事故件数は、依然多く、災害全体の約7

割を占めています。中部監督部管内（東海北陸5

県）の高圧ガス事故件数は111件で、盗難を除く

災害が75件発生し、現象別では噴出・漏えいが

約9割を占めています。残念ながら、管内の事故

は、依然として増加傾向にあります。また、高圧

ガスに起因する負傷者につきましても、死亡者は

出ておりませんが、前年の3名から増加し、7名

が負傷している状況にあります。これらの事故の

原因としては劣化、腐食等の設備の維持・管理不

良や認知確認ミス等の運転・工事に係るミスと

いったヒューマンエラーが目立ちます。

最近の重大事故は、いずれも「非定常作業」で

発生しており、報告書の中でも共通点として①リ

スクアセスメントの内容・程度が不十分、②人材

育成・技術伝承が不十分、③情報共有・伝達の不

足や安全への取り組みの形骸化、といった点が指

摘されています。

経済産業省では、高圧ガス取締施設におけるリ

スクアセスメント手法および保安教育プログラム

調査研究事業として「リスクアセスメント・ガイ

ドライン」を策定いたしましたのでぜひご活用く

ださい。また、時代の変化に対応できるような「賢

い」規制、産業保安規制のスマート化が必要であ

ることから、経済産業省といたしましては、IoT

やビッグデータ等新技術の活用や、水素等新たな

技術分野や国際的潮流等に対応した規制の見直し

等に取り組んでいるところです。

先月、九州地方で大きな直下型の地震が発生し

ました。熊本・大分地域の地震で被災された皆様

に対して心からお見舞い申し上げますと共に、一

刻も早い復興をお祈りいたします。当地域におき

ましても南海トラフ地震の発生確率が高いと言わ

れております。以前にも増して南海トラフ地震に

備えた防災体制の整備をお願いいたします。

いよいよ、伊勢志摩サミットの開催まで後16

日となりました。サミットは当地域をPRする良

い機会となりますが、テロ等の脅威も指摘されて

いるところです。サミット開催に併せて中部国際

空港から会場となる伊勢志摩地域にかけて大規模

な交通規制や検問等も計画されており、通常行っ

ている事業活動や事故時における対応等も制限さ

れる恐れがあります。サミットに向けて保安対策
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の一層の強化をお願いいたします。

愛知県防災局　消防保安課　産業保安室長　

勝股　卓生　殿

高圧ガスは、大変身近で快適な日常生活になく

てはならないものです。一方、ひとたび事故が起

きてしまうと大変危険な側面もあり、高圧ガスの

保安の確保は極めて重要なことだと認識しており

ます。そうした中、東海地域本部の皆様におかれ

ましても、産業・医療ガスの健全な発展、保安講

習会の開催や防災訓練、あるいは容器管理、さま

ざまな安全・保安の確保に積極的に取り組んでい

ただいており、心から感謝と敬意を表するもので

ございます。

さて、 熊 本 の震 災 では4月14日、16日 の本 震

により被害にあわれた皆様方へ心からお見舞いを

申し上げますとともに、復旧・復興に向けてお祈

り申し上げます。本県におきましても災害派遣医

療チームや保健師、また被災建築物の応急危険度

の判定士、さらに避難所の運営支援の職員などを

現地に派遣して活動しております。今後も、被災

地の要請をしっかり受け止めて、全庁を挙げて被

災地支援に取り組んでまいります。

昨日まで私も熊本へ支援に行ってまいりまし

た。現地を見させていただいたところ、直下型と

いうことで、その断層の近くの揺れたところでの

被害が非常に大きい。それ以外の所は海溝型のト

ラフ地震と違い、被害はそれほどではなく、地域

によって非常に被害の様相が違っているという印

象を受けました。

また建物の耐震化や家具の固定の重要性につ

いても再認識しました。それから液状化でござい

ます。熊本でも昔は川があったところが液状化し

ておりました。通常は道路がありその線上に電柱

等がありますが、それが1m前後も軒並み沈んで

おりました。高圧ガスにつきましても、このよう

な可能性を考慮し、今後の保安を検討していただ

きたいと感じるところでございます。

愛知県でも地震被害予測調査を実施し、「あい

ち地震対策アクションプラン」として第3次の長

期プランを昨年（平成26年）度に策定しました。

27年度は初年度として、建物の耐震化や家具の

固定、あるいは産業の速やかな復興に向けた取り

組み等のプランに取り組んでおります。高圧ガス

についても万全な保安に向けた取り組みを進めて

いただきたいと考えております。

昨年度の愛知県内における高圧ガスの事故件

数は44件で、平成26年度の48件からは減少して

はおりますが、「依然高止まり」の状況だと思っ

ております。県としましても、今後とも貴協会の

皆様と連携を図り、高圧保安行政を推進してまい

りたいと考えております。一層のご理解、ご協力

をよろしくお願いいたします。

愛知県健康福祉部　健康担当局　医薬安全課長

榊原　　徹　殿

皆様方におかれましては、日ごろより医薬安全

行政の推進に、格別のご理解とご協力を賜り、厚

くお礼申し上げます。

さて、先月から、熊本県や大分県を震源とする

地震が連続して発生し、甚大な被害が出ておりま

す。本県では、被災地からの要請を受けて医療・

保健分野の職員・医師等を現地に派遣するなど、

全庁をあげて被災地支援に取り組んでいます。

こうした中、この東海地域では、近い将来に南

海トラフ巨大地震の発生が懸念されており、災害

時に迅速な医療救護活動ができるよう、必要とな

る医薬品や医療機器等を確保・供給する仕組みが

必要不可欠であります。

皆様方とは、災害時における医療用ガスの安定

供給を確保するため、平成11年6月に「医療用酸

素ガス等の供給に関する協定」を締結させていた

だき、災害時の医療体制の確保に多大なご尽力を

賜っているところでございますが、本県といたし
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ましては、災害時の医薬品等の安定供給確保をは

じめ、医薬品の適正な販売・製造等に関する指導

や、医薬品の適正使用および安全性を確保するた

めの医薬分業の推進を通じて、県民生活の安心・

安全の確保に万全を期してまいる所存でありま

す。今後とも、お力添えいただきますようお願い

申しあげます。

なお、毎年ご参加いただいております、県の総

合防災訓練は、昨年度、豪雨のため中止となりま

したが、今年度は8月28日の日曜日に岡崎市で開

催されることが決定しております。災害時に医療

用ガスをはじめとする医薬品等を円滑に搬送でき

るよう訓練を実施したいと考えておりますので、

ご協力をお願いいたします。

また、総合防災訓練とは別に医薬安全課独自で

「災害時医薬品等供給情報伝達訓練」を実施して

おりますが、貴協会より積極的に参加していただ

いており大変感謝しております。今年度も内容を

更に充実させた訓練を実施したいと考えておりま

すので、ご協力のほど重ねてお願い申し上げます。

高圧ガス保安協会　中部支部　事務局長

中島　弘志　殿

1月17日、3月11日は何が起こった日かご承知

でしょうか。平成7年1月17日に発生した阪神・

淡路大震災から21年が経過し、平成23年に発生

した東日本大震災は今年の3月11日で5年が経過

しました。また先月14日に発生した熊本地震で

も大きな被害が出ております。

これらの災害からの復旧・復興の状況は、我々

にとっても大きな教訓とすべきであり、風化しな

いようしっかりと記憶にとどめ、特に南海トラフ

巨大地震の発生リスクに対する懸念が高い東海地

域においては、防災力・減災力の向上による「災

害に強いものづくり中部」を構築することが必要

です。

南海トラフ巨大地震とは、最新の科学的知見に

基づく最大クラスの地震であり、今までの記録か

らは経験のないマグニチュード9.1、震度7の強い

揺れに、最大34メートルの津波もあり得る巨大

地震です。平成25年5月の政府の地震調査委員会

の発表によると、マグニチュード8以上の地震発

生確率は今後30年以内に60 ～ 70％と予測されて

おります。

いつ来るのかは誰にも分からず、「今夜かもし

れない」「29年後かもしれない」という意味では、

いつでも発生する可能性があるわけで注意が必要

です。したがって、これまでより一段高いレベル

での災害対策が急務となっており、新たな防災・

減災対策を軸にした事業環境整備が必要となって

います。

「自助」「共助」「公助」という言葉をご存じで

しょうか。自助は自身で、共助は助け合い、公助

は役所などの公的支援を指します。

特に、大地震等の広域災害においては、自助、

すなわち個社の取り組みに加えて、地域単位や広

域での企業間などの共助による地域連携型のBCP

がビジネス活動の防災・減災には有効と考えられ

ます。 例えば東海における被災状況が大きけれ

ば、災害を免れる可能性が高い北陸地域などと連

携をすることも一案ではないでしょうか。

JIMGA東海地域本部では、本日の総会議案書

にも記載のとおり「災害対策の強化」が今年度も

挙げられておりますので、他社や他地域との連携

といった「共助」という視点での防災・減災対策

にも今後取り組んでいただけるとよろしいかと思

います。

地震発生をゼロにするのは人智を超えて困難

ですが、防災・減災のための事前準備はいくらで

も可能です。常日頃はもとより、自然災害等によ

る非常時においても、高圧ガスが安心して使用さ

れるよう、皆様方にはご支援・ご協力を賜り、引

き続き社会に貢献していただきたいと存じます。

KHKとしても、皆様方のご努力に対しまして、
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いささかでも貢献できるよう今後とも全力を挙げ

て各種事業に取り組んでまいる所存でございます

ので、ご支援・ご協力の程よろしくお願いします。

小池副会長　懇親会挨拶（要旨）

日頃は、JIMGAの活動に多大なご支援、ご協

力を賜りまして、改めて御礼を申し上げます。

政府の金融政策、財政出動に加えた成長戦略

による景気回復策は一部では功を奏しているとさ

れておりますが、多くの産業では景気の回復を実

感することができず、我々を含む多くの産業界で

は景気が足踏み状態にあります。こうした中でス

タートした平成28年度ですが、先月には熊本地

震が発生し、多数の方々が被災されました。東日

本大震災から5年が経ち、復興の歩みが確実とな

りつつある中での地震発生ですが、九州地域の会

員の皆さんは、発生直後から安全確保と共に医療

ガスなどの安定供給のため奔走したと聞いており

ます。東北での経験も活かされ、事業継続の面で

は比較的スムーズな対応が取られたと聞いてお

り、改めて敬意を表したいと思います。

さて、我々を取り巻く環境につきましては、こ

こ数年、二つのお話をさせていただいております。

まず電力料金の問題です。原発停止による電気

料金の値上げは、原油価格が低下したにもかかわ

らず高止まりし、昨年末には再生可能エネルギー

固定価格買取制度（FIT）賦課金の減免制度の見直

しがなされています。加えて、FIT賦課金は平成

28年度より、昨年度までの1kWhあたり1.58円か

ら2.25円に改定されました。原燃料価格が現状維

持で推移した場合、産業ガス業界の電力費用は平

成23年3月に比較して220億円の負担増となりま

す。JIMGAとしましては、 検 討 されている減 免

制度の見直しへの対応を中心に、引き続き電力多

消費産業11団体の一員として、取り組んでまい

ります。

次に消費税の問題につきましては、平成26年4

月の税率8％への引き上げ後の消費の落ち込みが未

だに回復せず、平成29年4月に予定されている税率

10%への再引き上げの実施に再延期の可能性も論

じられています。協会としましては、引き続き調

査会を活用して転嫁状況を確認してまいります。

産業ガス、医療ガス両部門共通の課題としまし

て、コンプライアンスと保安の確保を第一に掲げ、

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いきたいと思います。

加えて、我々の産業・医療ガスが、社会・産

業のインフラおよびライフラインとして重要な製

品であることを社会の皆様方に御理解いただくた

め、また、会員各社のブレーンとして会員の皆様

から必 要 とされるJIMGAであるために、 絶 えず

発信すること意識してJIMGAのプレゼンス向上

を目指してまいります。

最後に本日ご出席の皆様方の益々のご繁栄と

ご健勝を、またそれぞれの会社のご発展を祈念申

し上げ、挨拶とさせていただきます。

小池副会長挨拶

南部副会長兼医療ガス部門本部長挨拶

本日の定時総会において、平成28年度の東海

地域本部の事業計画が採択されました。東海地

域 本 部 といたしましては、JIMGA本 部 の課 題 を

ブレークダウンし、JIMGA本部との連携により、

着 実 にこの事 業 計 画 に取 り組 んでまいりますの
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で、皆様のご理解ならびにご協力を宜しくお願い

いたします。

特に本年度は、JIMGA本部の主要課題である

「MGR制度の充実と公的地位の向上」については、

卸売販売業の営業所管理者とMGR資格者とのリ

ンケージを、本年度の重要課題と位置づけ、東海

各県で認められるよう、地域本部とMGR委員会

が、連携して取り組んでいきます。　　

平成27年度の高圧ガス事故は前年比で減少し

ましたが、今なお高止まりであることに変わりは

ありません。これら事故を減少・撲滅させるため

には地道ですが、繰り返しの教育が必要であり、

協会としましては講習会を開催し、高圧ガスを取

り扱い・消費される方々に技術向上および注意喚

起を促していく必要があると考えています。

本年度も、産業ガス部門では、7月に「水素ガ

スセミナー」と12月に「東海・北陸セミナー」

の開催を計画しております。また医療ガス部門で

は、11月に「岐阜県医療ガス保安講習会」を計

画 しております。 これら講 習 会 の開 催 にあたっ

て、会員の皆様のご協力をいただき、また講習会

には奮ってご参加をお願いいたします。

また、東海地域本部は、災害時への対応を十分

に行っておく必要があり「東海地域本部災害時マ

ニュアル」の見直し、備蓄品の対応、災害時連絡

体制の構築を実施してきました。今後も、災害時

対策委員会を中心にして、この地域の災害時対策

を検討してまいりますので、ご理解・ご協力を宜

しくお願いいたします。また、本年度も各自治体

が開催します、防災訓練に積極的に参加し、防災

意識を高めてまいります。

本日採択されました本年度の事業計画は、高圧

ガスの業界が抱える課題が盛り込まれています。

これら課題を解決し実行していくためには、会員

の皆様のご理解ならびにご協力を欠かすことがで

きませんので宜しくお願いいたします。

南部副会長兼医療ガス部門本部長挨拶

藤田新代表本部長挨拶

本日の定時総会におきまして、東海地域本部代

表本部長として新たに選任いただきました。これ

から2年間、代表本部長を務めさせていただきま

すので、宜しくお願いいたします。

JIMGAの最重要課題である「保安・安全の推進、

事故撲滅」を目指して、強固な保安体制を確立す

るため、先程の定時総会で決議いただきました、

本年度の東海地域本部の事業計画に、着実にそし

て、継続的に取り組んでいきたいと思います。

そのために、引き続き会員の皆様のご理解とご

協力を賜りますよう、またご来賓いただきました

関係諸官庁様のご指導を賜りますよう、合わせて

お願いいたしまして、簡単ではございますが、私

の就任のご挨拶とさせていただきます。

藤田新代表本部長挨拶
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２．平成28年度活動方針

　（1）事故防止と法令遵守の周知徹底

　（2）供給および消費上の安全対策の推進

　（3）保安講習会等の開催

　（4）災害時対策の強化

　（5）容器管理体制の強化

　（6）JIMGA本部との連携

 

３．東海地域本部 産業ガス部門 組織図

技術部会

正副本部長会

定時総会

幹事会

【産業ガス部門】

部門幹事会

保安教育グループ

容器回収グループ

RFタグＷG

東海地域調査会

エアガス技術グループ

アセチレン技術グループ

炭酸ガス技術グループ

水素ガス技術グループ

充填ガス技術グループ

企画部会

【医療ガス部門】

 

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

代表本部長
藤田　　弘
日本エア・リキード㈱
中部支社長

副本部長
森本　　孝
高圧ガス工業㈱
取締役東海地区長

副本部長
二階堂貴朗
昭和電工ガスプロダクツ㈱
中部支社長

副本部長
飯田　哲郎
名古屋酸素㈱
取締役社長

幹　　事 山本　　裕　岩谷産業㈱　常務執行役員 中部支社長
幹　　事 土井不可止　イビデンケミカル㈱　大府ガス営業部 課長
幹　　事 菊池　幹夫　エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店 名古屋営業所 所長
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幹　　事 山田　容敬　東亞テクノガス㈱　代表取締役社長
代表会計監事 杣谷　滋信　大陽日酸㈱　常務執行役員 中部支社長
会計監事 石田　恒美　豊田ガスセンター㈱　常務取締役 工場長
 

エアガス技術グループ
グループ長 三津田　真　中部エア・ウォーター㈱　管理部 部長
委　　員 市田　功司　岩谷産業㈱　名古屋支店長
委　　員 柄沢　直樹　大陽日酸㈱　中部支社 技術部長
委　　員 藤本　孝弘　東亞テクノガス㈱　取締役管理部長
委　　員 三木　秀樹　日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部 中部グループ長

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

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

水素ガス技術グループ
グループ長 山田　修三　東亞テクノガス㈱　取締役 技術統括部長
委　　員 小田島秀樹　岩谷産業㈱　中部支社 環境保安部 保安担当部長
委　　員 三好　　拡　中部エア・ウォーター㈱　北陸支店業務グループ グループ長
委　　員 笹　　友徳　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 主事
委　　員 荻上　　仁　大陽日酸㈱　中部支社 技術部 技術一課長
委　　員 前田　篤史　岩谷瓦斯㈱　理事 ガス事業部 中部事業所長
委　　員 三木　秀樹　日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部 中部グループ長
委　　員 金田　龍弘　北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長

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

保安教育グループ
グループ長 柄沢　直樹　大陽日酸㈱　中部支社 技術部長
委　　員 小田島秀樹　岩谷産業㈱　中部支社 環境保安部 保安担当部長
委　　員 笠井　勇人　中部エア・ウォーター㈱　技術グループ グループ長
委　　員 新町　健児　共同高圧ガス工業㈱　執行役員工場長
委　　員 吉田　　馨　高圧ガス工業㈱　名古屋工場 工場長
委　　員 笹　　友徳　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 主事
委　　員 坂下　公朗　杉浦高圧㈱　取締役
委　　員 吉岡　正弘　竹中高圧工業㈱　製造部 課長
委　　員 藤原　　隆　中部液酸㈱　管理部長
委　　員 藤本　孝弘　東亞テクノガス㈱　取締役 管理部長
委　　員 服部　宗弘　名古屋酸素㈱　取締役製造部長 兼 小碓工場長
委　　員 伊藤　博文　名古屋日酸㈱　工場長
委　　員 三木　秀樹　日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部 中部グループ長
委　　員 板橋　　享　日本液炭㈱　中部支社 技術サービス課長

容器回収グループ
グループ長 伝田　仲男　東亞テクノガス㈱　技術統括部 課長代理
委　　員 浅野　泰義　杉浦高圧㈱　部長
委　　員 土井不可止　イビデンケミカル㈱　大府ガス営業部 課長
委　　員 中田　雅敏　岩谷瓦斯㈱　中部事業所 マネージャー
委　　員 水野　良彦　協栄高圧ガス㈱　業務本部 次長
委　　員 相木　好永　高圧ガス工業㈱　名古屋工場　ガス営業課 次長
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委　　員 笹　　友徳　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 主事
委　　員 鈴木　隆信　大日本アガ㈱　製造物流部 主任
委　　員 荻上　　仁　大陽日酸㈱　中部支社　技術部 技術一課長
委　　員 名畑　芳彦　大陽日酸ガス &ウェルディング㈱　名古屋支店長
委　　員 小野　　勝　竹中高圧工業㈱　営業部 次長
委　　員 浅井　　純　知多髙圧ガス㈱　業務部 課長代理
委　　員 小久保光男　中京産商㈱　溶材部　溶材課 課長
委　　員 川原　哲也　中部エア・ウォーター㈱ 名古屋充填工場 工場長代理
委　　員 河原　英昭　東海ガスユナイテッド㈱　代表取締役社長
委　　員 井上　洋一　豊田ガスセンター㈱　製造部 部長
委　　員 大貝　信夫　名古屋ガスセンター㈱　十四山工場
委　　員 服部　宗弘　名古屋酸素㈱　取締役製造部長 兼 小碓工場長
委　　員 伊藤　博文　名古屋日酸㈱　工場長
委　　員 田中　克幸　エア・リキード工業ガス㈱　中日本オペレーションセンター長
委　　員 日比富士雄　㈱ジーシー東海　取締役工場長
委　　員 板橋　　享　日本液炭㈱　中部支社 技術サービス課長

ＲＦタグＷＧ
グループ長 藤田　　弘　日本エア・リキード㈱　中部支社長
委　　員 田中　克幸　エア・リキード工業ガス㈱　中日本オペレーションセンター長
委　　員 篠崎　勝洋　大陽日酸㈱　中部支社 ガス営業部長
委　　員 上村　　浩　エア・ウォーター㈱　中部支社長
委　　員 山田　修三　東亞テクノガス㈱　取締役 技術統括部長
委　　員 森本　　孝　高圧ガス工業㈱　取締役東海地区長
委　　員 鋤柄　喜彦　大日本アガ㈱　代表取締役
委　　員 名畑　芳彦　大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　名古屋支店長
委　　員 二階堂貴朗　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 支店長
委　　員 尾田　朝良　日本液炭㈱　中部支社 部長
委　　員 市田　功司　岩谷産業㈱　名古屋支店長
委　　員 成瀬　　宜　竹中高圧工業㈱　営業部 部長
委　　員 飯田　哲郎　名古屋酸素㈱　取締役社長
委　　員 新町　健児　共同高圧ガス工業㈱　執行役員工場長
委　　員 坂下　公朗　杉浦高圧㈱　取締役
委　　員 斎藤　輝久　名古屋ガスセンター㈱　本社 業務グループ長
委員（医療） 南部　　淳　㈱ナンブ　代表取締役
委員（医療） 中村　正二　静岡酸素㈱　代表取締役社長
委員（医療） 大島　康之　㈱大島商会　代表取締役
委員（医療） 伊藤　洋司　中京医療㈱　取締役 営業部長
委員（医療） 江場　大二　㈱エバ　代表取締役社長

注） 平成28年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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５．活動報告（H28.2 ～ H28.7）

（1）炭酸ガス技術グループ会議

　日　時 : 平成28年2月4日（木）10:30 ～ 12:30

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ① 本部WG報告―定例会議報告、第17

回炭酸ガス保安講習会報告

   ② 平成27年東海地域本部産業ガス部

門活動報告

   ③主要会議の報告

   ④JIMGA表彰について

   ⑤ 平成28年度炭酸ガス技術グループ

役員の選出

（2）水素技術グループ会議

　日　時 : 平成28年2月9日（火）15:45 ～ 19:00

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ① 本部WG報告―定例会議報告、平成

28年水素ガスセミナーについて

   ② 平成27年東海地域本部産業ガス部

門活動報告

　　　   ③主要会議の報告

　　　   ④JIMGA表彰について

　　  　 ⑤ 平成28年度水素ガス技術グループ

役員の選出

（3）充填ガス技術グループ会議

　日　時 : 平成28年2月15日（月）15:45 ～ 19:00

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ①本部技術・保安部会関連活動報告

　　　   ② 平成27年東海地域本部産業ガス部

門活動報告

　　　   ③主要会議の報告

　　　   ④JIMGA表彰について

　　　   ⑤ 平成28年度充填ガス技術グループ

役員の選出

（4）エアガス技術グループ会議

　日　時 : 平成28年2月19日（金）15:45 ～ 19:00

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ① 本部技術・保安部会関連活動報告

  　　　 ② 平成27年東海地域本部産業ガス部

門活動報告

　　  　 ③主要会議の報告

　　　   ④JIMGA表彰について

　　　   ⑤ 平成28年度エアガス技術グループ

役員の選出

（5）容器RFタグ説明会「普及拡大を目指して」

　日　時 : 平成28年2月25日（木）14:00 ～ 15:30

　場　所 :   オフィスパークカンファレンスセン

ター

　参加者 : 38名

（6）容器回収グループ会議

　日　時 : 平成28年3月2日（水）15:45 ～ 19:00

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ①本部技術・保安部会関連活動報告

　　  　 ② 平成27年東海地域本部産業ガス部

門活動報告

　　　   ③ 平成27年東海地域本部医療ガス部

門活動報告

　　　   ④ JIMGA本部「容器使用料の考え方に

ついて」意見交換

（7）アセチレン技術グループ会議

　日　時 : 平成28年3月10日（木）15:45 ～ 19:00

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ①本部技術・保安部会関連活動報告

　　　   ② 平成27年東海地域本部産業ガス部

門活動報告

　　  　 ③ 平成27年東海地域本部医療ガス部

門活動報告

  　　　 ④ JIMGA本部「容器使用料の考え方に

ついて」意見交換

　　　   ⑤ 平成28年アセチレン技術グループ

役員選出

（8）平成28年度第1回幹事会

　日　時 : 平成28年4月11日（月）10:30 ～ 12:30

　場　所 : 東海ビル貸会議室

　議　題 :  ① 平成28年度定時総会議案書の審議
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  　　　 ② 平成28年度定時総会運営に関する

確認

　　　   ③JIMGA表彰推薦会員の確認

（9）水素ガス技術グループ会議

　日　時 : 平成28年6月2日（木）15:45 ～ 19:00

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ①平成28年度定時総会の報告

　　  　 ② 平成28年度水素ガスセミナーの検

討（テキスト・プログラム・運営）

　　　   ③研修会の検討

（10） 平成28年度水素ガスセミナー「水素ガス取

扱い上の基礎知識」

　日　時 : 平成28年7月5日（火）13:30 ～ 16:30

　場　所 : オフィスパーク名駅プレミアホール

　参加者 : 43名

（11）エアガス技術グループ会議

　日　時 : 平成28年7月8日（金）15:45 ～ 19:00

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ①平成28年度定時総会の報告

　　　   ② 平成28年度本部技術・保安部会活

動計画

　　　   ③本部医療・産業合同セミナーの報告

　　　   ④災害時対策

（12）アセチレン技術グループ会議

　日　時 : 平成28年7月14日（木）10:30 ～ 12:30

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ①平成28年度定時総会の報告

　　　   ② 平成28年度本部技術・保安部会活

動計画

　　　   ③本部医療・産業合同セミナーの報告

　　　   ④災害時対策

（13）炭酸ガス技術グループ会議

　日　時 : 平成28年7月19日（火）10:45 ～ 12:30

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ①平成28年度定時総会の報告

　　  　 ② 平成28年度本部技術・保安部会活

動計画

　　　   ③本部医療・産業合同セミナーの報告

　　　   ④災害時対策

（14）保安教育グループ会議

　日　時 : 平成28年7月21日（木）15:45 ～ 19:00

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ①平成28年度定時総会の報告

   ② 平成28年度本部技術・保安部会活

動計画

　　　   ③本部医療・産業合同セミナーの報告

　　　   ④災害時対策

　　　   ⑤ 平成28年度東海・北陸セミナーの

テーマの決定

（15）充填ガス技術グループ会議

　日　時 : 平成28年7月26日（火）10:45 ～ 12:30

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ①平成28年度定時総会の報告

　　　   ② 平成28年度本部技術・保安部会活

動計画

　　　   ③本部医療・産業合同セミナーの報告

　　　   ④災害時対策

（16）容器RFタグWG会議

　日　時 : 平成28年7月28日（木）10:45 ～ 12:30

　場　所 : 東海地域本部会議室

　議　題 :  ①平成28年度定時総会の報告

　　　   ②本部医療・産業合同セミナーの報告

　　　   ③災害時対策

　　　   ④本部容器RFタグ運営WGの報告



90産業ガスレポート vol.35 産業ガスレポート vol.35

地域本部の活動報告

１．定時総会

日　時 : 平成28年5月10日（火）

会　場 : ANAクラウンプラザホテル金沢

議　題

第1号議案　平成27年度事業活動報告

第2号議案　平成27年度収支決算報告

第3号議案　平成28年度活動及び予算案の件

第4号議案　北陸地域本部役員選任の件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

報告事項

JIMGA表彰の件

 医療ガス部門石川県支部緊急通行車両届メン

テナンスの件

　

本部出席者

　副会長　　　　竹内　弘幸

　常務理事　　　篠塚　賢藏

　常務執行役員　大沼　倫晃

　

谷屋本部長挨拶（要旨）

最初に、4月14日に発生した熊本地震によって

被災された方々の一日も早い復旧を心よりお祈り

いたします。

さて、北陸地域本部では昨年3月の北陸新幹線

金沢開業により、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年東京オリンピックに向けて、

大会エンブレムが決定しました。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よう

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

が発信されております。ガスの安定供給と保安の

確保を進めていくことは、業界の一番大切な責任

であると思っておりますが、昨年の「高圧ガスに

関する事故」件数は、729件と7%の減少となりま

したが、容器の喪失や盗難が300件発生しており

ます。

北陸地域本部の活動として、産業部門では、「容

器の喪失や盗難」事故の対応として、保安啓発活

動と容器管理の徹底、RFタグの推進による商習

慣の改善を北陸高圧ガス溶材組合の皆様との連携

により、取り組んでいかなければならないと思っ

ております。

医療ガス部門では、「医療事故の防止」「法規制

への対応」と「MGR制度の充実と公的地位の向上」

や「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、MGR更 新 時 講 習 は昨 年 度 に引 き続 き、

本部のご協力をいただき、今年度も北陸で開催す

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。

平成28年度の活動を更に充実したものにした

いと思っておりますので、皆様のご協力をお願い

いたします。

北陸地域本部

谷屋本部長挨拶
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大沼常務執行役員の産業ガス部門近況報告

篠塚常務理事の医療ガス部門近況報告

総会の模様

竹内副会長挨拶

２．平成28年度産業ガス部門活動方針

（1）保安の推進　高圧ガス消費者保安講習会の開催

（2）会員研修会（調整器製造工場見学）の実施

（3）RFタグの取り組み

３．組織図

JIMGA北陸地域本部総会

正副本部長会

幹事会

技術保安部会

企画部会

容器回収グループ

容器RFタグ推進グループ
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４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
谷屋　五郎
宇野酸素㈱　
代表取締役社長

副本部長
金田　龍弘
北酸高圧瓦斯㈱
代表取締役社長

副本部長
桐田　信也
日星産業㈱
富山支店 支店長

幹　　事 船岡　伸次　日本エア・リキード㈱　中部支社 業務部長
幹　　事 丹羽　信嗣　北越アセチレン㈱　代表取締役社長
幹　　事 田中　浩昭　日本液炭㈱　富山営業所 所長
幹　　事 脇野　喜裕　大陽日酸㈱　北陸支店長
幹　　事 木村　光彦　中部エア・ウォーター㈱　東海北陸統括部長
幹　　事 南部　明彦　宇野酸素㈱　専務取締役
会計監事 脇野　喜裕　大陽日酸㈱　北陸支店長
会計監事 櫻井　二郎　サカヰ産業㈱　代表取締役社長

企画部会
委　　員 谷屋　五郎　宇野酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 浅田　昌樹　岩谷産業㈱　北陸支店長
委　　員 木村　光彦　中部エア・ウォーター㈱　東海北陸統括部長
委　　員 船岡　伸次　日本エア・リキード㈱　中部支社 業務部長
委　　員 脇野　喜裕　大陽日酸㈱　北陸支店長
委　　員 中渡瀬久志　岩谷瓦斯㈱　中部事業所 小松工場長
委　　員 金田　龍弘　北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
委　　員 田中　浩昭　日本液炭㈱　富山営業所長
委　　員 馬場　信幸　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 富山営業所長
委　　員 柳澤　敏幸　直江津アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 松本　英明　新潟高圧ガス㈱　取締役工場長
委　　員 丹羽　宏彰　北越アセチレン㈱　部長
委　　員 谷屋　五郎　三国液酸㈱　代表取締役社長
委　　員 川崎　　基　北陸エア・ケミカルズ㈱　取締役敦賀事務所長

技術・保安部会
委　　員 谷屋　五郎　宇野酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 浅田　昌樹　岩谷産業㈱　北陸支店長
委　　員 木村　光彦　中部エア・ウォーター㈱　東海北陸統括部長
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委　　員 深谷　和則　東亞テクノガス㈱　北陸支店 北陸営業部
委　　員 船岡　伸次　日本エア・リキード㈱　中部支社 業務部長
委　　員 脇野　喜裕　大陽日酸㈱　北陸支店長
委　　員 渡辺　博之　北陸液酸工業㈱　取締役管理部長
委　　員 中渡瀬久志　岩谷瓦斯㈱　中部事業所 小松工場長
委　　員 金田　龍弘　北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
委　　員 田中　浩昭　日本液炭㈱　富山営業所長
委　　員 馬場　信幸　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 富山営業所長
委　　員 山口　　淳　上毛天然瓦斯工業㈱　長岡支店長
委　　員 柳澤　敏幸　直江津アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員 松本　英明　新潟高圧ガス㈱　取締役工場長
委　　員 丹羽　宏彰　北越アセチレン㈱　部長
委　　員 谷屋　五郎　三国液酸㈱　代表取締役社長
委　　員 川崎　　基　北陸エア・ケミカルズ㈱　取締役敦賀事務所長

注） 平成28年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。

５．活動報告

（1）第6回MGR更新時集合講習会

　日　時 : 平成28年2月26日（金）13:00 ～ 17:00

　場　所 : 宇野酸素㈱金沢営業所

（2）第5回RFタグ説明会

　日　時 : 平成28年3月7日（月）13:30 ～ 15:30

　場　所 : 石川県地場産業振興センター

RFタグ説明会の模様
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１．定時総会

日　時 : 平成28年5月18日（水）16:15 ～ 17:20

会　場 : メルパルク大阪

議　題

第1号議案　平成27年度事業報告承認の件

第2号議案　 平成27年度経常費収支決算報告承

認の件

第3号議案　 平成28・29年度新役員承認の件

第4号議案　 平成28年度事業計画（案）承認の件

第5号議案　 平成28年度経常費収支予算（案）

承認の件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

報告事項

（1）会員数

 産業ガス部門63社（平成28年3月31日現在）

（2）表彰関係（平成27年度の受賞者）

  経済産業大臣表彰、産業保安監督部近畿支

部長表彰、大阪府知事表彰、大阪府商工関

係表彰が紹介された。

（3）今後の主な行事予定

  JIMGA（本部）評議委員会および定時総会、

ならびに関係他団体の総会日程等が報告さ

れた。

本部出席者

副会長　　　　今井　康夫

常務執行役員　鈴木　正晴

常務執行役員　山本　泰彦

　

神﨑本部長挨拶（要旨）

関西経済におきましては、一部で足踏みの動き

もみられ、回復の実感は残念ながら少なかったと

思います。4月には熊本地震が発生し、九州の広

い範囲で被害も大きく問題を抱えております。

JIMGA近畿地域本部では、保安重視で活動を

行ってまいりましたが、幸い人命に係るような大

きな事故がない状態できております。引き続き、

皆さんのご協力のもと保安重視、ガス安定供給に

ご協力お願い申し上げます。

神﨑本部長挨拶

総会の模様

 

懇親会

土田新本部長挨拶（要旨）

先程の定時総会にて近畿地域本部の代表本部

長を拝命いたしました。皆様のご理解とご協力を

賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

直近の熊本地震では、多くの方々が被災され、

心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い

復旧・復興を願っております。我々が取り扱って

近畿地域本部
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いる各種高圧ガスも安全性を訴え、復旧作業に役

立 てていただけるよう、 各 社 で取 り組 んでいま

す。その中で改めて安全知識が大切であることを

痛感しており、安全第一を最優先することはもち

ろん、我々は「安全絶対」という言葉を共通認識

のもと活動していきたいと考えております。

近畿地域本部の理念である「自主保安の確立」「コ

ンプライアンスの徹底」「停滞容器の早期回収」を

大きな命題として、2年間努力をしてまいります。

引き続きのご理解とご協力をお願いいたします。

土田新本部長懇親会挨拶

今井副会長挨拶（要旨）

日頃は、JIMGAの活動に多大なご支援、ご協

力を賜りまして、改めて御礼を申し上げます。

政府の金融政策、財政出動に加えた成長戦略

による景気回復策は一部では功を奏しているとさ

れておりますが、多くの産業では景気の回復を実

感することができず、我々を含む多くの産業界で

は景気が足踏み状態にあります。こうした中でス

タートした平成28年度ですが、先月には熊本地

震が発生し、多数の方々が被災されました。東日

本大震災から5年が経ち、復興の歩みが確実とな

りつつある中での地震発生ですが、九州地域の会

員の皆さんは、発生直後から安全確保と共に医療

ガスなどの安定供給のため奔走したと聞いており

ます。東北での経験も活かされ、事業継続の面で

は比較的スムーズな対応が取られたと聞いてお

り、改めて敬意を表したいと思います。

さて、当業界を取り巻く環境についてですが、

まずは電力料金の問題です。原発停止により値上

がりした電気料金は、原油価格の低下にも関わら

ず高止まりの状態です。昨年末には再生可能エネ

ルギー固定価格買取制度（FIT）賦課金の減免制度

の見直しがされました。加えて、FIT賦課金は平

成28年度より、昨年度までの1kＷhあたり1.58円

から2.25円に改定されました。原燃料価格が現状

維持で推移した場合、産業ガス業界の電力費用は

平成23年3月に比較して220億円の負担増となり

ます。JIMGAとしましては、 検 討 されている減

免制度の見直しへの対応を中心に、引き続き電力

多消費産業11団体の一員として、取り組んでま

いります。

また消費税の問題につきましては、平成26年4

月の税率8％への引き上げ後の消費の落ち込みが

いまだに回復せず、平成29年4月に予定されてい

る税率10%への再引き上げについて再延期の可能

性も論じられています。転嫁状況について、引き

続き調査会を活用して確認してまいります。

産業ガス、医療ガス両部門共通の課題に、コン

プライアンスと保安の確保を第一に掲げておりま

す。会員の皆さまに必要とされるJIMGAとして、

安心・安全を確立し、インフラおよびライフライ

ンとして社会・産業を支える当業界の一層の地位

向上を目指してまいります。

今井副会長挨拶
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２．平成28年度産業ガス部門活動方針

近畿地域本部の基本理念である「自主保安の確

立」「コンプライアンスの徹底」「停滞容器の早期

回収」の3つの理念を中心に活動を押し進めてま

いります。

高圧ガス事故として前年比がマイナスに振れ

たことを受け、本年度もこの基調を踏襲すべく尽

力いたします。保安大会、防災訓練等保安活動の

推進に努めます。特に南海トラフ地震の発生も不

安視される中、防災につきましては、熊本地震に

も学び、各地域色も考慮しながら、災害時対策運

営要綱の活用を推進しつつ、事故に繋がる放置容

器等の減少のために、RFタグの運用をより広く

押し進めたいと考えております。

コンプライアンスについては、今後とも、業界

の地位向上をはかる活動を通じて、より一層信頼

される業界団体を目指します。

３．組織図

部門総会

正副本部長会

部門幹事会

技術・保安部会 エアガス・
アセチレン技術グループ

充填ガス部会

大阪・奈良支部

京都・滋賀支部

和歌山支部

兵庫支部

RFタグ推進部会

水素・炭酸技術グループ

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
土田　和久
岩谷産業㈱
常務執行役員 近畿支社長

副本部長
山本　博昭
エア・ウォーター㈱
執行役員 近畿支社長

副本部長
浦谷　明弘
エア・ウォーター㈱
コンプライアンスセンター
保安推進部 部長

副本部長
大岡　久晃
㈱大岡酸素商会
取締役会長

幹　　事 山本　卓也 日本エア ･リキード㈱　近畿支社 業務部長
幹　　事 成田　昌信 大陽日酸㈱　関西支社長
幹　　事 陶国　　昇 大阪ガスリキッド㈱　常務取締役 ガス営業本部長
幹　　事 平田　恭清 高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 執行役員 近畿地区長
幹　　事 川中　　尚 エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店長
会計監事 平尾　公治 小池酸素工業㈱　取締役 大阪支店長
会計監事 林　　　功 協和ガス㈱　代表取締役社長



97 産業ガスレポート vol.35

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

大阪・奈良支部
支 部 長 面谷　正久　㈱ダイオー　専務取締役
副支部長 横山　　亮　㈱関西ガスファースト　工場長
委　　員 永田　裕信　大阪車輛工業㈱　取締役営業部長
委　　員 成田　昌信　㈱大阪パッケージガスセンター　代表取締役社長
委　　員 桝谷　　隆　大丸エナウィン㈱　専務取締役
委　　員 名倉　茂雄　大和熔材㈱　代表取締役社長
委　　員 林　　　稔　浪速酸素㈱　代表取締役
委　　員 宮﨑　順平　㈱マスコール　代表取締役会長
委　　員 伏山　英男　㈱伏山酸素商会　代表取締役

京都・滋賀支部
支 部 長 森脇　勝久　森脇産業㈱　代表取締役
委　　員 中森　信輔　㈱泉産業　代表取締役社長
委　　員 難波　太郎　京都帝酸㈱　代表取締役社長
委　　員 高橋　　寛　滋賀カーバイド㈱　代表取締役

和歌山支部
支 部 長 佐藤　秀樹　近畿エア・ウォーター㈱　取締役和歌山支店長
副支部長 北山　雅章　和歌山酸素㈱　代表取締役
委　　員 竹内　光男　新宮酸素㈱　代表取締役社長

兵庫支部
支 部 長 大岡　久晃　㈱大岡酸素商会　取締役会長
副支部長 高浜　充治　高浜酸素㈱　代表取締役
委　　員 堀田　秀樹　ネクスト・ワン㈱　代表取締役副社長
委　　員 神田　保男　近畿酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 梅田　信夫　タツミ産業㈱　取締役営業本部長
委　　員 橋詰　芳裕　㈱ニッコーコーポレーション　代表取締役
委　　員 井本　光彦　姫路ダイサン㈱　代表取締役
委　　員 藤田　元久　藤田酸素工業㈱　代表取締役社長
委　　員 山下　隼人　㈱水島酸素商会　代表取締役社長

技術・保安部会
部 会 長 浦谷　明弘　エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 担当部長
委　　員 阿部　久志　大陽日酸㈱　関西支社 技術部長

エアガス・アセチレン技術グループ
グループ長 阿部　久志　大陽日酸㈱　関西支社 技術部長
副グループ長 西田　善貞　イビデンケミカル㈱　ガス事業部高石事業所 取締役工場長
委　　員 中森　信輔　㈱泉産業　代表取締役社長
委　　員 外山　憲一　岩谷瓦斯㈱　環境保安部 シニアマネージャー
委　　員 青木　孝之　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当部長（近畿駐在）
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委　　員 浦谷　明弘　エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 担当部長
委　　員 佐藤　秀樹　近畿エア・ウォーター㈱　取締役和歌山支店長
委　　員 大岡　久晃　㈱大岡酸素商会　取締役会長
委　　員 石井　長文　協和ガス㈱　大阪工場製造 係長
委　　員 廣田　淳一　近畿エア・ウォーター㈱　取締役管理部長
委　　員 西田　和司　小池酸素工業㈱　ガス部生産技術グループ グループ課長
委　　員 西川　隆浩　高圧ガス工業㈱　堺工場長
委　　員 椋橋　明次　大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　常務執行役員 技術本部長　
委　　員 大岡　裕文　大丸エナウィン㈱　医療・産業ガス事業部 医療ガス課長
委　　員 輪島　茂光　日東高圧化学工業㈱　溶材部　部長　
委　　員 八尋　正昭　日本エア・リキード㈱　技術本部カスタマー・エンジニアリング部 
  近畿グループ長 兼 テクニカルサポート部長
　　　　　　

水素・炭酸技術グループ
グループ長 浦谷　明弘　エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 担当部長
副グループ長 三宅　秀典　昭和電工ガスプロダクツ㈱　大阪営業所
委　　員 石井　政行　尼崎水素販売㈱　所長
委　　員 外山　憲一　岩谷瓦斯㈱　環境保安部 シニアマネージャー
委　　員 青木　孝之　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当部長（近畿駐在）
委　　員 川中　　尚　エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店長
委　　員 岩見　憲二　近畿炭酸㈱　取締役管理部長
委　　員 綱島　誠司　新日鐵化学㈱　水素充填班 班長
委　　員 阿部　久志　大陽日酸㈱　関西支社 技術部長
委　　員 内田　　睦　大阪ガスリキッド㈱　ソリューション開発部長
委　　員 阪田　尚久　日本液炭㈱　関西支社技術サービス課長

ＲＦタグ推進部会
部 会 長 山本　博昭　エア・ウォーター㈱　執行役員 近畿支社長
委　　員 浦谷　明弘　エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 担当部長
委　　員 大岡　久晃　㈱大岡酸素商会　取締役会長
委　　員 廣田　淳一　近畿エア・ウォーター㈱　取締役管理部長
委　　員 平田　恭清　高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 執行役員 近畿地区長
委　　員 阿部　久志　大陽日酸㈱　関西支社 技術部長
委　　員 山本　卓也　日本エア・リキード㈱　近畿支社 業務部長

注） 平成28年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。

５．活動報告（H28.2 ～ H28.7）

（1）近畿地域本部主催

○充填ガス部会　和歌山支部会

　日　時 : 平成28年2月17日（水）15:00 ～ 15:30

　会　場 : 酸和運送

　内　容 : 役員改選、容器使用料の考え方他

○充填ガス部会 兵庫支部会

　日　時 : 平成28年2月24日（水）14:00 ～ 15:10

　会　場 : 兵庫県中央労働センター

　内　容 : 役員改選、容器使用料の考え方他

○水素・炭酸技術グループ会議

　日　時 : 平成28年2月29日（月）13:00 ～ 15:00
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　会　場 : 大阪会館

　内　容 : 役員改選、水素ガス保安講習会開催他

○充填ガス部会　大阪・奈良支部会

　日　時 : 平成28年3月2日（水）16:00 ～ 16:50

　会　場 : 大阪会館

　内　容 : 役員改選、容器使用料の考え方、表彰他

○充填ガス部会　京都・滋賀支部

　日　時 : 平成28年3月8日（火）12:00 ～ 13:40

　会　場 : 新・都ホテル

　内　容 : 役員改選、容器使用料の考え方他

○エアガス・アセチレン技術グループ会議

　日　時 : 平成28年3月9日（水）15:30 ～ 16:50

　会　場 : 大阪会館

　内　容 : 役員改選、セミナー開催、表彰他

○幹事会

　日　時 : 平成28年3月16日（水）12:00 ～ 14:00

　会　場 : グリル小松屋

　内　容 : 収支報告、予算承認、役員改選他

○幹事会

　日　時 : 平成28年4月21日（木）13:30 ～ 14:25

　会　場 : コンファレンス大阪御堂筋

　内　容 : 定時総会議案書承認他

○水素・炭酸技術グループ会議

　日　時 : 平成28年4月26日（火）15:00 ～ 15:30

　会　場 : 大阪会館

　内　容 : 水素ガス保安講習会開催他

○エアガス・アセチレン技術グループ会議

　日　時 : 平成28年6月29日（水）16:00 ～ 17:00

　会　場 : 大阪会館

　内　容 : 工場見学、セミナー開催他

（2）セミナー・講習会

○第6回RFタグ説明会

　日　時 : 平成28年2月23日（火）14:00 ～ 15:40

　会　場 : 大阪科学技術センター

　参加者 : 35名

○水素ガス保安講習会

　日　時 : 平成28年7月7日（木）13:30 ～ 16:30

　会　場 : 大阪科学技術センター

　参加者 : 52名

（3）他団体行事

○大阪府高圧ガス安全協会　総会

　日　時 : 平成28年5月24日（火）15:00 ～ 19:00

　会　場 : 天王寺都ホテル　

　出席者 : 土田本部長、事務局長

○大阪高圧ガス熔材協同組合　総会

　日　時 : 平成28年5月26日（木）17:30 ～ 19:30

　会　場 : スイスホテル南海大阪

　出席者 : 土田本部長、事務局長

○大阪府LPガス協会　総会

　日　時 : 平成28年5月27日（金）17:00 ～ 18:30

　会　場 : ホテル阪神

　出席者 : 事務局長

○兵庫県高圧ガス協同組合　総会

　日　時 : 平成28年6月2日（木）17:00 ～ 18:30

　会　場 : ホテル北野プラザ六甲荘

　出席者 : 土田本部長、事務局長

○近畿高圧ガス容器管理委員会　総会

　日　時 : 平成28年6月9日（木）14:00 ～ 15:00

　会　場 : 大阪会館

　出席者 : 土田本部長、事務局長
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１．定時総会　

日　時 : 平成28年5月18日（水）15:00~15:50

会　場 : 広島ガーデンパレス

議案審議

第1号議案　 平成27年度事業報告および収支決

算の承認を求める件

第2号議案　 平成28年度事業計画（案）および

収支予算（案）の承認を求める件

第3号議案　 幹事および会計監事選任の承認を

求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り全会

一致で承認されました。

報告事項

（1） 会員の動静について、平成27年度内の事業

所名変更：1社、指定代表者交代：4社、平

成28年度4月迄の事業所名変更：1社、指

定代表者交代：1社を報告しました。

（2）今後の主要行事日程を説明しました。

本部出席者

副会長　　　　北代　耿士

常務理事　　　篠塚　賢藏

常務執行役員　大沼　倫晃

床本本部長挨拶（要旨）

会員の皆様方には、日頃よりJIMGAの活動にご

理解とご協力いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、先月の熊本地震により甚大な被害が発生

しております。被災された皆様には、心よりお見

舞いを申し上げますとともに、被災地の一刻も早

い復旧を心よりお祈り申し上げます。

なお、 天 災 ではございませんが、 岡 山 県 にお

きまして、燃費データ改ざん問題の対象となる4

種類の軽自動車すべての生産を行っていました三

菱自動車水島製作所の軽自動車の生産ラインがす

べて停止となり、軽自動車生産に携わっておられ

た約1,300名の従業員の方々が自宅待機という事

態が発生しております。岡山県内には三菱自動車

の下請け企業は509社あり、その内、部品関連工

場は34社あり、15社が操業停止、9社が自宅待機

されており、下請け企業への影響も深刻な問題と

なっております。現在、生産再開の目途は立って

おらず、生産停止は数カ月続くのではと予測され

ており、高圧ガスを取り扱っております私どもと

しましても今後の影響を非常に懸念いたします。

一方、来週5月27日にオバマ大統領の広島訪問

が決定いたしました。現職のアメリカ大統領とし

ては初めての訪問であり、第二次世界大戦後の歴

史において画期的なことだと思います。ただ懸念

されるのはテロ行為です。特に、我々が取り扱っ

ている高圧ガスは、テロ行為に使用される恐れが

あることから、盗難および紛失防止等の管理面に

今一度充分注意をお願いいたします。

さて、昨年27年度のJIMGAの活動を振り返り

ますと、皆様方のご協力をいただき「高圧ガス保

安法令講習会」ならびに「産業ガス保安セミナー」

を開催し、延べ99名の方々に受講いただきまし

た。また、3年に一度開催させていただいており

ます「炭酸ガス保安講習会」につきましても113

名と多数の方々のご出席をいただきました。集客

につきまして多大なるご支援をいただき大変あり

がとうございました。

産 業 ガ ス 分 野 の4つの課 題 のひとつでありま

す「RFタ グ 普 及・ 促 進 」 につきましてはこの1

年で、全国63拠点、11万本に装着し、3月時点累

計で251拠点、66万本となっており着実に増加し

ております。その内、中国地区におきましては、

約10％の26拠点、6万6千本に装着されておりま

中国地域本部
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す。引き続き会員各社様のご協力宜しくお願いし

ます。

また、JIMGAの働きかけにより広島県監修の

もと高圧ガス業界連名で「広島県高圧ガス容器管

理指針」が制定され、本年4月1日施行で発行す

る運びとなりました。中国地区では平成26年の

岡山県、山口県に次ぐ3番目で、残る島根県、鳥

取県にも展開していきたいと思います。先日5月

13日に長崎市魚市場で酸素ボンベ破裂事故が起

き、不幸にも負傷された方がありました。是非、

RFタグ推進と合わせて、本指針を不明容器、放

置容器撲滅の一助として活用していただければと

存じます。

本年28年度につきましても、JIMGAとしまして

は、「事故撲滅」を最大の課題とし、「高圧ガス保

安法令講習会」や「保安セミナー」の各種講習会

の開催、また高圧ガス保安大会等への積極的な参

加に取り組んでまいります。引き続きの皆様方の

ご支援とご協力を是非ともお願い申し上げます。

床本本部長挨拶

北代副会長挨拶（要旨）

政府の金融政策、財政出動に加えた成長戦略

による景気回復策は一部では功を奏しているとさ

れておりますが、多くの産業では景気の回復を実

感することができず、我々を含む多くの産業界で

は景気が足踏み状態にあります。こうした中でス

タートした平成28年度ですが、先月には熊本地

震が発生し、多数の方々が被災されました。東日

本大震災から5年が経ち、復興の歩みが確実とな

りつつある中での地震発生ですが、九州地域の会

員の皆さんは、発生直後から安全確保と共に医療

ガスなどの安定供給のため奔走したと聞いており

ます。東北での経験も活かされ、事業継続の面で

は比較的スムーズな対応がとられたと聞いてお

り、あらためて敬意を表したいと思います。

先ほど床本本部長の挨拶で燃費データ改ざん問

題 のお話 がありましたが「もう1社 の自 動 車 メー

カーも発表する」と、ここにまいる途中の新幹線車

中ニュースに掲示あり、新たな影響が懸念されます。

さて、我々を取り巻く環境につきましては、こ

こ数 年、 二 つのお話 をさせていただいておりま

す。一つは電力料金の問題です。原発停止による

電気料金の値上げは、原油価格が低下したにもか

かわらず高止まりし、昨年末には再生可能エネル

ギー固定価格買取制度（FIT）賦課金の減免制度の

見直しがなされています。加えて、FIT賦課金は

平成28年度より、昨年度までの1kWhあたり1.58

円から2.25円に改定されました。原燃料価格が現

状維持で推移した場合、産業ガス業界の電力費用

は平成23年3月に比較して220億円の負担増とな

ります。JIMGAとしましては、 検 討 されている

減免制度の見直しへの対応を中心に、引き続き電

力多消費産業11団体の一員として、取り組んで

まいります。

消費税の問題につきましては、平成26年4月の

税率8％への引き上げ後の消費の落ち込みが未だ

に回復せず、平成29年4月に予定されている税率

10%への再引き上げの実施に再延期の可能性も論

じられています。協会としましては、引き続き調

査会を活用して転嫁状況を確認してまいります。

今年度の課題につきましては、まず産業ガス、

医療ガス両部門共通として、コンプライアンスと

保安の確保を第一に掲げ、安心・安全を確立し、

産業ガス・医療ガス業界のさらなる地位向上を目
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指していきたいと思います。

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・安全の問題として、高圧ガスの事故は多

少減ってきていますが依然として高止まりの水準

にあります。昨年に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おり、教育

資料の整備に他の団体と連携して取り組んでいき

ます。

またRFタグは、今年3月末までに310万本の容

器への装着という目標に対して、 ようやく66万

本への装着という状況です。JIMGA会員の1割強

の会社で運用されておりますが、取り付けメリッ

トのアピールや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、長期停滞容器を発

生させない流れを作っていきます。

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。

今後も産業・医療ガスが、社会・産業のイン

フラおよびライフラインとして重要な製品である

ことを社会の皆様方に御理解いただくため、 ま

た、会員の皆様のブレーンとして必要とされる

JIMGAであるために、 絶 えず発 信 すること意 識

してJIMGAのプレゼンス向上を目指してまいり

ます。

最後に本日ご出席の皆様方の益々のご繁栄と

ご健勝を、またそれぞれの会社のご発展を祈念申

し上げ、挨拶とさせていただきます。

北代副会長挨拶

大沼常務執行役員挨拶（要旨）

日頃のJIMGA活動へのご支援に御礼申しあげ

ます。

協会本部では、経済産業省から毒性ガス等の法

改正情報を適宜会員各位に紹介します。

来月6月14日の協会本部総会時に、ガスの臭気

問題および、医療用酸素ガスと炭酸ガスの取り違

え防止についてセミナーを開催します。

大沼常務執行役員挨拶

定時総会の後、JIMGA懇親会を開催しました。

藤井副本部長の乾杯で始まり、西村新本部長の

中締めで終えました。
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藤井副本部長の音頭による乾杯風景

２．平成28年度事業計画

産業ガス事業の製造、輸送、販売、消費等に関

して、それらの改善・合理化の推進、技術の向上、

および安全・保安の確保に努め、本部との連携を

取りながら次の事業を遂行いたします。

（1） 本部評議委員会、事務局長会、等へ積極的

に参加する。

（2） 従 来 から取 り組 んできた講 習 会 活 動 を継

続・展開する。

（3） 高圧ガス保安大会や、高圧ガス保安活動促

進週間の協賛諸行事へ積極的に参加する。

（4） 本部指示のもと、関連法規の周知徹底なら

びに法令上の諸問題について地域監督官庁

と話し合いを進める。

（5） 各部会の特有の諸問題に関してはそれぞれ

の部会で討議解決をはかる。

（6） 消費増税調査会は、窓口を中国地域本部事

務局として継続する。

３．組織図

中国地域本部事務局

総会

部門幹事会

企画部会

技術・保安部会

部門会計監事

技術運営委員会

充てんガス部会

部門総会

合同幹事会

RFタグ推進WG

アセチレン技術WG

炭酸ガス技術WG
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４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

本部長
西村　浩和
エア・ウォーター㈱
執行役員中・四国支社長

副本部長
藤井　基博
藤井商事㈱
代表取締役会長

副本部長
並河　　勉
山陰酸素工業㈱
代表取締役社長

副本部長
中川　裕義
高圧ガス工業㈱
中・四国地区長

副本部長
住友　吉明
日本エア・リキード㈱

　中四国支社業務部長

幹　　事 柳田　裕久 大陽日酸㈱　常務執行役員 中四国支社長
幹　　事 床本　浩二 岩谷産業㈱　執行役員 中国支社長
幹　　事 松本　久昭 岡山エア・ウォーター㈱　代表取締役社長
幹　　事 國廣　　憲 中国アセチレン㈱　代表取締役社長
幹　　事 南場　　勉 日本液炭㈱　中四国支社長
会計監事 川﨑　兼二 岩谷瓦斯㈱　取締役 ガス事業部 西日本事業所長
会計監事 小林　通匡 ニッキフッコー㈱　代表取締役社長
   

企画部会   
部 会 長 古田　正彦 日本エア ･リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部 中四国グループマネージャー
委　　員 小林　靖昌 岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当部長（中国駐在）
委　　員 原田　裕司 大陽日酸㈱　中四国支社 技術部長
委　　員 福井　雅則 高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員 水田　正徳 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 西日本事業所 広島工場長
委　　員 宮澤　昭浩 藤井商事㈱　本社工場 製造課長
委　　員 浜田　拓也 山陰酸素工業㈱　安来ガスセンター長
委　　員 山本　正治 エア・リキード工業ガス㈱　山口工場長
委　　員 高見　敬司 岡山エア・ウォーター㈱　工場長
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委　　員 黒田　秀昭 中国アセチレン㈱　常務取締役製造部長
   

ＲＦタグ推進ＷＧ   
Ｗ Ｇ 長 水田　正徳 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 西日本事業所 広島工場長
委　　員 福井　雅則 高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員 黒田　秀昭 中国アセチレン㈱　常務取締役製造部長
委　　員 古田　正彦 日本エア ･リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部 中四国グループマネージャー
委　　員 浜田　拓也 山陰酸素工業㈱　安来ガスセンター長
委　　員 宮澤　昭浩 藤井商事㈱　本社工場 製造課長
   

技術・保安部会   
部 会 長 原田　裕司 大陽日酸㈱　中四国支社 技術部長
副部会長 福井　雅則 高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員 水田　正徳 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 西日本事業所 広島工場長
委　　員 小林　靖昌 岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当 担当部長（中国駐在）
委　　員 石葉　光伸 エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店 課長
委　　員 金谷　利雅 小池酸素工業㈱　尾道工場長
委　　員 西村　宏一 高圧ガス工業㈱　岡山工場長
委　　員 竹部　和敬 山陰酸素工業㈱　常務取締役技術本部長
委　　員 金塚　　博 山陽酸素㈱　工場長
委　　員 佐藤　　孝 昭和電工ガスプロダクツ㈱　中・四国営業所技術リーダー
委　　員 水崎　正信 ㈱ゼネラルガスセンター　本社工場長
委　　員 花田　英治 ㈱ゼネラルガスセンター　三原工場長
委　　員 川下　明彦 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　山口支店長
委　　員 黒田　秀昭 中国アセチレン㈱　常務取締役製造部長
委　　員 中元　昌幸 中国酸素㈱　広島工場長代理
委　　員 赤松　興一 中・四国エア・ウォーター㈱　下松ガスセンター長
委　　員 海上　欣三 中・四国エア・ウォーター㈱　広島工場長
委　　員 石原　恒久 ニッキフッコー㈱　取締役事業部長
委　　員 古田　正彦 日本エア ･リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部 中四国グループマネージャー
委　　員 小林　　統 日本液炭㈱　中四国支社 技術サービス課長
委　　員 柴田　　巌 広島日酸㈱　取締役工場長
委　　員 宮澤　昭浩 藤井商事㈱　本社工場製造課長
委　　員 藤原　慎治 藤井商事㈱　水島工場製造課長
委　　員 村山　　昇 水島アセチレン工業㈱　工場長
委　　員 大野　　剛 安浦アセチレン㈱　広島工場 課長
委　　員 徳永　守男 リンクス㈱　テクノガスセンター工場長
   

アセチレン技術ＷＧ   
Ｗ Ｇ 長 福井　雅則 高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員 水田　正徳 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 西日本事業所 広島工場長
委　　員 黒田　秀昭 中国アセチレン㈱　常務取締役製造部長
委　　員 川下　明彦 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　山口支店長
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委　　員 原田　裕司 大陽日酸㈱　中四国支社 技術部長
委　　員 西村　宏一 高圧ガス工業㈱　岡山工場長
委　　員 大野　　剛 安浦アセチレン㈱　広島工場 課長
委　　員 村山　　昇 水島アセチレン工業㈱　工場長
委　　員 金谷　利雅 小池酸素工業㈱　尾道工場長

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

充てんガス部会   
部 会 長 藤井　基博 藤井商事㈱　代表取締役会長
委　　員 平松　丈始 旭化成酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 川﨑　兼二 岩谷瓦斯㈱　（取締役） ガス事業部 西日本事業所長
委　　員 武田　公樹 エア・リキード工業ガス㈱　西日本オペレーションセンター長
委　　員 岡本　茂裕 オカモト産業㈱　代表取締役社長
委　　員 松本　久昭 岡山エア・ウォーター㈱　代表取締役社長
委　　員 露崎　弘通 小池酸素工業㈱　中国支店長
委　　員 並河　　勉 山陰酸素工業㈱　代表取締役社長
委　　員 木次　徳在 山陽酸素㈱　取締役社長
委　　員 白神　　巧 ㈱ゼネラルガスセンター　取締役社長
委　　員 山本　敬史 大和酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 髙山　眞司 髙山産業㈱　代表取締役社長
委　　員 國廣　　憲 中国アセチレン㈱　代表取締役社長
委　　員 川崎　能弘 中国酸素㈱　代表取締役社長
委　　員 渋江　幹男 中・四国エア・ウォーター㈱　岡山支店長
委　　員 五島　明憲 中・四国エア・ウォーター㈱　広島支店長
委　　員 小林　通匡 ニッキフッコー㈱　代表取締役社長
委　　員 山脇　淳平 広島高圧ガス㈱　代表取締役
委　　員 柴田　　巌 広島日酸㈱　取締役工場長
委　　員 小西　章平 水島アセチレン工業㈱　取締役営業部長
委　　員 松本　　眞 リンクス㈱　代表取締役

注） 平成28年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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５．事業活動報告

（1）「水素ガス保安講習会」

　　（四国地域本部との合同開催）

　日　時 : 平成28年6月21日（火）13:00 ～ 16:30

　会　場 : 岡山国際交流センター

　受講者 :   70名（水素ガスの製造・物流・販売・

消費を担う水素ガス従事者を対象）

　後　援 : 経済産業省中国四国産業保安監督部

　内　容 :   JIMGA作成「水素ガス取扱い上の基礎

知識」に基づく保安講習会

　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課係長

 　坂井登志夫　殿

　② 水素ガス取扱い上の基礎知識／前編（一般高

圧ガス・水素の性質・水素の製造・機器）

　　JIMGA水素技術WG委員 島田　寿郎　氏

　③ 水素ガス取扱い上の基礎知識／後編（運転の

保安・設備の保安管理・品質・用途・災害事例）

　　JIMGA水素技術WG委員 大山　裕之　氏

水素ガス保安講習会の模様

（2）高圧ガス容器RFタグ＆JIMGA-EDI説明会

　日　時 : 平成28年７月20日（水）13:30 ～ 16:30

　会　場 : RCC文化センター

　受講者 : 25名（JIMGA中国地域本部の会員を対象）

　内　容 : 

　①「容器RFタグ普及拡大を目指して」

　　JIMGA常務執行役員 保坂　昭一　氏

　　JIMGA容器RFタグ運営委員 橋本　和宏　氏

　②「JIMGA-EDIの紹介」

　　JIMGA常務執行役員  保坂　昭一　氏

　　㈱日立システムズ 田中　元基　殿

西村本部長の挨拶

JIMGA-EDI 説明会の模様

容器RFタグ説明会の模様
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６．今後の事業活動計画

（1）「技術・保安部会 技術研修会」

　日　程 : 平成28年9月16日（金）・17日（土）

　場　所 : ㈱モリタ、新コスモス電機㈱（兵庫県）

（2）「高圧ガス保安法令講習会」

　日　程 : 平成28年10月13日（木）13:30 ～ 16:00

　会　場 : 岡山国際交流センター

（3） 「中国地域高圧ガス保安大会」

　　（協賛JIMGA中国地域本部）

　日　程 : 平成28年11月9日（水）13:30 ～ 17:00

　会　場 : メルパルク広島

（4） 「中国地域  炭酸ガス保安講習会」

　　（中国地域本部の独自開催）

　日　程 : 平成28年11月17日（木）13:00 ～ 16:30

　会　場 : YICスタジオ

（5）「中国地区高圧ガス関係団体合同新春互礼会」

　　（共催JIMGA中国地域本部）

　日　程 : 平成29年1月11日（水）11:00 ～ 13:00

　会　場 : ANAクラウンプラザ広島

（6）「産業ガス保安セミナー」

　日　程 : 平成29年2月7日（火）開始時刻等未確定

　会　場 : 広島YMCA国際文化センター
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１．定時総会

日　時 : 平成28年5月19日（木）15:00 ～ 15:45

会　場 : 徳島グランヴィリオホテル

議　題

第1号議案　 平成27年度事業報告および収支決

算について承認を求める件

第2号議案　 平成28年度事業計画（案）および

収支予算（案）について承認を求め

る件

第3号議案　 四国地域本部役員改選について承

認を求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

本部出席

副会長　　　　上羽　尚登

常務理事　　　篠塚　賢藏

常務執行役員　徳冨栄一郎

定時総会の模様

 

野村本部長挨拶（要旨）

日頃は、JIMGA四国地域本部の活動に多大な

ご協力を賜りまして、厚く御礼を申しあげます。

私ども四国地域本部産業ガス部門として取り組ん

でいく最重要課題は、高圧ガス事故撲滅でござい

ます。

そのため、まず一般消費者対象の高圧ガス保

安講習会を開催します。この高圧ガス保安講習会

は、四国4県を巡回して開催しておりまして、今

年度は愛媛県で開催する予定です。

一般消費者の方に高圧ガスに関する危険性を

十分に認識していただくとともに、高圧ガスの安

全な取り扱い方法を周知することにより高圧ガス

に関わる重大事故をなくしていきたいと考えてお

ります。

次は、容器RFタグの普及促進です。不明容器、

放置容器をなくし、高圧ガス容器に関する事故を

減少させるためにも、容器RFタグを普及させて

いくことは大きな課題です。容器RFタグは全国

統一のフォーマットで読み書きすることができ、

高圧ガス容器の履歴と所属をはっきりとさせるこ

とができます。四国地域本部といたしましては、

協会本部と協力してRFタグ普及推進の説明会を

開催し、容器使用料契約の普及推進と合わせた取

り組みを進めてまいりたいと考えております。

四国地域本部では、これらの活動にしっかり

取り組み、地域の特性に合った情報発信をしなが

ら、今まで以上にJIMGAの存在価値を高めてま

いりたいと思っております。

野村本部長挨拶

 

四国地域本部
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上羽副会長挨拶（要旨）

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」

の四つの課題に取り組みます。

保安・安全の問題として、高圧ガスの事故は多

少減ってきていますが依然として高止まりの水準

にあり、昨年に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おり、 教育

資料の整備に他の団体と連携して取り組んでい

きます。

またRFタグは、今年3月末までに310万本とい

う目標に対して、ようやく66万本の容器に装着

することができ、JIMGA会員の1割強の会社で運

用されています。取り付けメリットのアピールや

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。

以上の課題を解決するとともに、我々の産業・

医療ガスが、社会・産業のインフラおよびライ

フラインとして重要な製品であることを社会の

皆様方に御理解いただくため、また、会員各社

のブレーンとして会員の皆様から必要とされる

JIMGAであるために、 絶 えず発 信 することを意

識してJIMGAのプレゼンス向上を目指してまい

ります。

上羽副会長挨拶

２．平成28年度産業ガス部門活動方針

今年度、四国地域本部が取り組む第一の課題

は、高圧ガスによる事故の撲滅です。そのために

高圧ガス保安に関する啓発を図り自主保安体制の

更なる確立を目指します。高圧ガス保安に関する

啓発活動としては、一般消費者向け高圧ガス保安

講習会の開催、会員向けには高圧ガス勉強会なら

びに企業研修会を実施し、高圧ガスに対する保安

意識の向上に努めてまいります。

また、引き続きRFタグを使用した容器管理を

推進していくとともに、容器使用料についての啓

発を図り、当地域での高圧ガス容器に関する放置

容器、不明容器をなくすよう活動を続けます。

会員ならびに一般消費者に向けた地域特性に

沿った情報発信を続け、行政に向けても高圧ガス

保安に関する諸状況を改善するための取り組みを

進めます。JIMGAの技術面、防災面での立場を

向上させ、体制の強化を図っていくため、ご協力

をお願い申し上げます。
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３．組織図
総会

正副本部長及び幹事会
地域調査会

事務局

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

アセチレン技術WG

長期停滞容器回収推進WG

徳島分会
香川分会
愛媛分会
高知分会

RFタグ推進WG

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
野村　　茂
土佐酸素㈱
代表取締役社長

副本部長
大橋　正明
四国アセチレン工業㈱
代表取締役社長

副本部長
住友　吉明
日本エア・リキード㈱
中四国支社
業務部長

副本部長
長谷　眞史
四国岩谷産業㈱
常務取締役

幹　　事 米田　勝明　中・四国エア・ウォーター㈱　四国支店 取締役支店長
幹　　事 八木　智雄　四国大陽日酸㈱　代表取締役社長
幹　　事 橋口　朋之　大陽日酸㈱　中四国支社 四国支店長
幹　　事 太田　賀久　高松帝酸㈱　代表取締役社長
会計監事 一色あをゐ　大和酸素工業㈱　代表取締役社長

企画部会
部 会 長 野村　　茂　土佐酸素㈱　代表取締役社長

長期停滞容器回収推進ＷＧ
Ｗ Ｇ 長 大橋　正明　四国アセチレン工業㈱　代表取締役社長
徳島分会 岡崎　靖大　四国大陽日酸㈱　徳島営業所 所長
香川分会 衣斐　八束　四国大陽日酸㈱　香川営業所 所長
愛媛分会 真鍋　智昭　四国アセチレン工業㈱　取締役部長
高知分会 小島　克典　土佐酸素㈱　高知工場 係長

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

技術・保安部会
部 会 長 住友　吉明　日本エア・リキード㈱　中四国支社 業務グループ グループ長

保安対策ＷＧ
Ｗ Ｇ 長 竹内　正則　四国岩谷産業㈱　担当技術部長
委　　員 田中　智博　エア・ウォーター炭酸㈱　大阪支店 広島出張所 所長
委　　員 篠原　和伸　四国大陽日酸㈱　常務取締役技術部長
委　　員 辻中　　章　大陽日酸㈱　中四国支社 技術部 技術課 担当課長
委　　員 加藤　省吾　高松帝酸㈱　製造技術グループ　課長代理
委　　員 鈴木　利光　昭和電工ガスプロダクツ㈱　西日本支店 中・四国営業所
委　　員 小林　　統　日本液炭㈱　中四国支社 技術サービス課長
委　　員 古田　正彦　日本エア・リキード㈱　カスタマー･エンジニアリング部 中四国グループ マネージャー
委　　員 安部　元行　小池酸素工業㈱　四国営業所 所長
委　　員 川崎　起樹　高圧ガス工業㈱　岡山工場 次長

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

製造技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長 三輪　　朗　四国液酸㈱　取締役工場長
委　　員 渡部　正功　松山オキシトン㈱　工場長
委　　員 伊藤　聖哉　住化高純度ガス㈲　製造課長

エアガス技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長 渡部　正功　松山オキシトン㈱　工場長

炭酸技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長 水間　裕英　昭和電工ガスプロダクツ㈱　西日本支店 中・四国営業所 所長

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

注） 平成28年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。
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５．行事開催報告

第１回技術・保安部会

　日　時 : 平成28年5月12日（木）12:00 ～ 14:30

　場　所 : 四国地域本部

　議　題 : ①平成28年度活動計画

　　　　②本部技術保安部会活動報告

技術・保安部会の模様

第2回技術・保安部会

　日　時 : 平成28年7月7日（木）12:00 ～ 13:30

　場　所 : 四国地域本部

　議　題 : 平成28年度活動計画の検討

　　　　1．高圧ガス製造技術勉強会

　　　　2．消費者向け保安講習会

　　　　3．企業訪問

水素ガス保安講習会

（中国地域本部と合同開催）

　日　時 : 6月21日（火）13:00 ～ 16:30

　場　所 : 岡山国際交流センター

　参加者 : 70名（四国地域本部関係15名）

水素ガス保安講習会の模様

第1回高圧ガス保安講習会

　日　時 : 6月22日（水）13:00 ～ 15:30

　場　所 : アスティとくしま

　主　催 : 徳島県一般高圧ガス保安協会

　　　　四国高圧ガス協議会徳島県支部

　　　　四国高圧ガス容器管理委員会徳島県支部

　　　　 一般社団法人日本産業・医療ガス協会

四国地域本部　

　後　援 : 徳島県

　参加者 : 125名

高圧ガス保安講習会の模様

６．今年度の講習会予定

①高圧ガス製造技術勉強会

　日　時 : 8月24日（水）13:00 ～

　場　所 : ホテルパールガーデン

②高圧ガス保安講習会

　日　時 : 11月9日（水）13:00 ～

　場　所 : テクスポート今治
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１．定時総会

日　時 : 平成28年5月13日（金）14:30 ～ 16:00

会　場 : ホテルセントラーザ博多

議　題

第1号議案　 平成27年度事業報告および収支報

告の件

第2号議案　 平成28年度事業計画（案）および

予算（案）の件

第3号議案　監事、監査並びに評議員改選の件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

報告事項

平成27年度高圧ガス事故の件

　

本部出席者

副会長　　　　川本　健一

専務理事　　　永江　　裕

常務理事　　　篠塚　賢藏

常務執行役員　徳冨栄一郎

栗下代表地域本部長挨拶（要旨）

本日はご多忙のところ、各地よりご出席いただ

き御礼申し上げます。

さて、先月の熊本、大分地区で大地震が発生

いたしました。お亡くなりになられた方々ならび

にご遺族の方々には心よりお悔やみを申し上げま

す。また、避難生活をされておられる方々をは

じめ、被災されました皆様方にはお見舞いを申

し上げます。

被災地区の会員各社様も社屋、工場、あるいは

従業員の方々、ご家族が被害を受けられた中で、

高圧ガス製造事業所、消費事業所様の被害状況の

確認、二次災害の防止、復旧活動に最大の努力を

重ねていただいており、幸いにも高圧ガスによる

事故は発生しておらず、改めて感謝申し上げます。

特に医療機関への対応は迅速で、私どもの事務

局と熊本県薬務衛生課様と何度か電話でやり取り

いたしましたが、その中で「会員さん自身も大変

な中で、ご苦労されながらも対応いただき感謝し

ています」とのお言葉を頂戴しております。これ

もひとえに、医療ガス部門熊本県支部の会員会社

様をはじめ皆様方の活動の努力の賜物であり、深

く敬意を表するものでございます。

今なお余震が続き、警戒を緩めない状況のため、

本日の総会の延期も考えましたが、では、いつな

ら良いかというのも現段階では判断がつきません。

片方で、講習会、ワーキング部会等々、今年度の

活動を計画しており、皆様方のご承認もないまま

進めるわけにもまいりません。皆様方には事情、背

景をご賢察いただき、本日の開催につきご理解賜

りますようお願いを申し上げる次第でございます。

今年度も各種保安講習会が中心となりますが、

各社様におかれましては製造あるいは消費事業所

様へのご案内をはじめ、その運営にご協力いただ

くことになりますが、その節はよろしくお願いを

申し上げます。

また、講習会だけでなく保安ということでは、

改めて今回の地震の際、社内体制、お客様との連

携に問題がなかったか、総括するにはまだ早いか

も知れませんが、地震直後、翌日、設備点検の前

後など時間単位あるいは事業所単位で、問題点や

次の世代に伝えねばならない点など整理いただく

のも大きな保安活動の一つであると思います。

マニュアル、手順書などの大袈裟なものでな

く、 現場においての最低限の決めごとを確認し

合っておくだけでも事故防止は格段に効果が上が

ります。そういう面でも、やはり現場中心の活動

の継続が最大の保安活動と思っております。今

九州地域本部
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後も皆様方と共に各種活動を進め、また行政や

JIMGA本部との連携にも努めてまいりますので、

本年度も変わらぬご協力を賜りたく存じます。

最後になりますが、当協会の発展と、会員各社

様のますますのご隆盛、本日ご出席の皆様のご健

勝ご多幸と、被災地区の一日も早い復興を祈念い

たしまして、開会のご挨拶とさせていただきます。

川本副会長挨拶（要旨）

政府の金融政策、財政出動に加えた景気回復策

は一部で功を奏しているとされますが、多くの産業

では回復を実感することはできておりません。また、

東日本大震災から5年が経ち復興の歩みが確実とな

る中で、九州において震災が発生しました。九州

地域本部の会員の皆様におかれては安全確保と共

に医療ガスなどの安定供給のため奔走されたと聞

いています。あらためて敬意を表したいと思います。

我々を取り巻く環境についてはここ数年二つ

のお話をさせていただいております。

まずは電気料金の問題です。原発停止電気料金

は原油価格が低下したにもかかわらず高止まりし

ています。産業ガス業界の負担は大きく、検討さ

れています減免制度の見直しへの対応を電力多消

費産業11団体の一員として取り組んでまいります。

今年度の課題につきましては、まず産業ガス、

医療ガス両部門共通として、コンプライアンスと

保安の確保を第一に掲げ、安心・安全を確立し、

産業ガス・医療ガス業界のさらなる地位向上を目

指していきたいと思います。

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。

我々の産業･医療ガスが社会・産業のインフラ

およびライフラインとして重要な製品であること

を社会の皆様方にご理解いただくため、また会員

の皆 様 から必 要 とされるJIMGAであるために絶

えず発 信 することを意 識 してJIMGAのプ レ ゼ ン

ス向上を目指してまいります。

総会の模様

２．平成28年度産業ガス部門活動方針

（1） JIMGA本部、関係団体および行政関係部署

との連携推進

（2） 会員向け情報発信の迅速化および充実

　　（JIMGA本部の活動状況、行政の動向等）

（3） 放置容器・不明容器対策の推進（九州高圧ガ

ス容器管理委員会との連携）

（4）RFタグの周知・普及の推進

３．組織図

九州地域本部

総会 正副本部長会

部門総会

幹事会

事務局

会計監事

充塡ガス部会

技術･保安部会

ＲＦタグ推進ＷＧ

溶解アセチレン技術ＷＧ

炭酸ガス技術ＷＧ

水素技術ＷＧ

販売･消費事業所点検活動WG

保安講習会推進ＷＧ
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４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
栗下　敏一
大陽日酸㈱
執行役員 九州支社長

副本部長
中村　英己
エア・ウォーター㈱
執行役員 九州支社長

副本部長
山口　和美
日本エア・リキード㈱
カスタマーエンジニアリング部
九州グループ長

幹　　事 宮嶋　寛幸 福豊帝酸㈱　代表取締役社長
幹　　事 町頭　禎之 岩谷産業㈱　執行役員 九州支社長
幹　　事 藤内　治敏 福岡酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事 三浦正太郎 西日本高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
幹　　事 磯田　光功 高圧ガス工業㈱　理事九州地区長
幹　　事 江藤　伸一 江藤酸素㈱　代表取締役会長
幹　　事 小島　　厚 日本液炭㈱　九州支社長
幹　　事 福田　道孝 福岡酸素㈱　伊万里支社 支社長
幹　　事 山﨑　俊隆 ㈱武田商事　代表取締役社長
幹　　事 今川　敬志 内村酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事 山本　和久 江藤酸素㈱　専務取締役
幹　　事 岩切　充弘 宮崎酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事 内村　武志 サツマ酸素工業㈱　代表取締役社長
幹　　事 與儀　盛輝 ㈱オカノ　代表取締役社長
会計監事 福田愛二郎 貴船商事㈱　代表取締役社長
会計監事 川﨑　兼二 岩谷瓦斯㈱　取締役 ガス事業部西日本事業所長
   

充填ガス部会   
部 会 長 宮嶋　寛幸 福豊帝酸㈱　代表取締役社長
副部会長 杉谷　英範 ㈱朝日酸素商会　代表取締役社長
委　　員 福田　道孝 福岡酸素㈱　伊万里支社 支社長
委　　員 山﨑　俊隆 ㈱武田商事　代表取締役社長
委　　員 朝熊　真一 内村酸素㈱　嘉島事業所製造課 課長
委　　員 佐藤　祐平 江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員 岩切　英教 宮崎酸素㈱　専務取締役
委　　員 荒川　一裕 サツマ酸素工業㈱　専務取締役
委　　員 諸喜田　隆 ㈱オカノ　常務取締役
   

RFタグ推進部会   
Ｗ Ｇ 長 宮嶋　寛幸 福豊帝酸㈱　代表取締役社長
委　　員 杉谷　英範 ㈱朝日酸素商会　代表取締役社長
委　　員 加藤　雅律 岩谷産業㈱　九州支社 福岡支店長
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委　　員 東　　成政 九州エア・ウォーター㈱　取締役製造技術部長
委　　員 荒木　淳支 高圧ガス工業㈱　執行役員 小倉工場 統括工場長
委　　員 橋本　祐治 大陽日酸㈱　九州支社 技術部長
委　　員 渡島　康隆 西日本高圧瓦斯㈱　取締役生産部長
委　　員 鈴木　貴志 日本液炭㈱　九州支社 技術サービス課長
委　　員 深堀　慎一 福岡酸素㈱　業務部 係長
委　　員 福田　道孝 福岡酸素㈱　伊万里支社 支社長
委　　員 高尾正太郎 ㈱武田商事　総務部長
委　　員 伊集院宏之 内村酸素㈱　ガス業務部 課長
委　　員 佐藤　祐平 江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員 岩切　英教 宮崎酸素㈱　専務取締役
委　　員 荒川　一裕 サツマ酸素工業㈱　専務取締役
委　　員 金城　優典 ㈱オカノ　製造部部長
   

技術・保安部会   
部 会 長 中村　英己 エア・ウォーター㈱　執行役員九州支社長
委　　員 長家　　茂 福岡酸素㈱　取締役技術統轄部長
委　　員 橋本　祐治 大陽日酸㈱　九州支社 技術部長
委　　員 山口　和美 日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部 九州グループ長
委　　員 荒木　淳支 高圧ガス工業㈱　執行役員 小倉工場 統括工場長
委　　員 鴇田　秀穂 岩谷産業㈱　環境保安部 課長代理（九州駐在）
委　　員 渡島　康隆 西日本高圧瓦斯㈱　取締役生産部長
委　　員 鈴木　貴志 日本液炭㈱　九州支社 技術サービス課長
委　　員 大村　利美 福豊帝酸㈱　取締役専務執行役員 営業本部長
委　　員 福田　道孝 福岡酸素㈱　伊万里支社 支社長
委　　員 男澤　　隆 ㈱武田商事　ガス事業部　部長
委　　員 石橋　　猛 内村酸素㈱　有明事業所 製造課 課長
委　　員 佐藤　祐平 江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員 菊池　　誠 宮崎酸素㈱　取締役製造部長
委　　員 荒川　一裕 サツマ酸素工業㈱　専務取締役
委　　員 金城　優典 ㈱オカノ　製造部部長
   

溶解アセチレン技術WG   
Ｗ Ｇ 長 荒木　淳支 高圧ガス工業㈱　執行役員 小倉工場 統括工場長
委　　員 鴇田　秀穂 岩谷産業㈱　環境保安部 課長代理（九州駐在）
委　　員 田坂　友成 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 九州事業所 北九州工場長
委　　員 佐藤　祐平 江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員 翁長　　健 ㈱おきさん　取締役
委　　員 橋本　祐治 大陽日酸㈱　九州支社 技術部長
委　　員 小栁　　直 西日本高圧瓦斯㈱　ガス関連事業部 部長
委　　員 山口　和美 日本エア・リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部 九州グループ長
   

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

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

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

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

注） 平成28年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しております。



119 産業ガスレポート vol.35

5．行事開催報告（H28.2 ～ H28.7）

（1）充填ガス部会（平成27年度第2回）

　日　時 : 平成28年2月5日（金）13:00 ～ 14:50

　場　所 : 博多都ホテル

　概　要 :  地域本部ならびに本部の活動報告

  （特に容器使用料の考え方等）および

JIMGA表彰の件

（2）技術保安部会（平成27年度第2回）

　日　時 : 平成28年2月5日（金）15:00 ～ 17:00

　場　所 : 博多都ホテル

　概　要 :   地域本部下期活動報告ならびに本部活

動報告

  その他（JIMGA表彰の件、各種保安講習

会開催報告、平成28年度講習会計画等）

（3）九州地域本部合同幹事会

　日　時 : 平成28年3月11日（金）13:30 ～ 16:50

　場　所 : 博多都ホテル

　概　要 :   平成28年度合同定時総会議案書案の

審議ならびに新規会員加入審議

（4）消費事業所保安点検票改定委員会

　日　時 : 平成28年6月30日（木）15:00 ～ 17:00

　場　所 : 地域本部会議室

　概　要 : 点検票改定のための第1回打合せ

（5）充填ガス部会（平成28年度第1回）

　日　時 : 平成28年7月22日（金）13:30 ～ 15:00

　場　所 : ホテルレオパレス博多

　概　要 :   地域本部活動報告、RFタグ運用WG報

告ならびに熊本震災に関わる保安に関

する技術知見の共有化

  その他（平成27年高圧ガス移動取り締

り結果、補助金制度報告）

（6）技術保安部会（平成28年度第1回）

　日　時 : 平成28年7月22日（金）15:30 ～ 16:30

　場　所 : ホテルレオパレス博多

　概　要 :   本部、地域本部の活動計画と活動報告

ならびに熊本震災に関わる保安に関す

る技術的知見の共有化

　 その他（高圧事故報告等）
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2011年～2015年　地区別酸素（一般）販売実績推移表

単位：千㎥

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

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

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

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

2014 14,276 98% 6,679 90% 4,362 99% 25,317 96%

2015 13,353 94% 5,836 87% 4,378 100% 23,567 93%

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

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

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

2014 47,009 102% 81,471 94% 1,922 94% 130,402 97%

2015 44,431 95% 77,886 96% 1,771 92% 124,088 95%

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

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

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

2014 219,448 97% 287,227 102% 9,407 101% 516,082 99%

2015 206,920 94% 245,602 86% 8,634 92% 461,156 89%

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

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

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

2014 142,018 105% 181,708 100% 3,234 97% 326,960 102%

2015 141,765 100% 187,226 103% 2,768 86% 331,759 101%

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

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

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

2014 197,082 100% 135,618 100% 4,300 88% 337,000 100%

2015 178,791 91% 123,269 91% 3,822 89% 305,882 91%

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

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

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

2014 67,249 106% 169,715 123% 2,856 93% 239,820 117%

2015 61,032 91% 136,490 80% 2,839 99% 200,361 84%

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

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

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

2014 32,263 109% 0 0% 2,080 102% 34,343 109%

2015 30,054 93% 0 0% 1,962 94% 32,016 93%

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

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

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

2014 76,169 93% 94,806 110% 1,818 108% 172,793 101%

2015 76,344 100% 87,209 92% 1,942 107% 165,495 96%

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

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

2013 795,669 91% 919,091 101% 30,758 94% 1,745,518 96%

2014 795,514 100% 957,224 104% 29,979 97% 1,782,717 102%

2015 752,690 95% 863,518 90% 28,116 94% 1,644,324 92%
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2011年～2015年　地区別窒素（一般）販売実績推移表

単位：千㎥

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

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

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

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

2014 41,735 116% 21,422 91% 1,134 94% 64,291 106%

2015 36,855 88% 16,241 76% 1,057 93% 54,153 84%

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

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

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

2014 167,179 103% 33,284 95% 1,205 97% 201,668 101%

2015 165,570 99% 33,716 101% 1,175 98% 200,461 99%

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

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

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

2014 810,198 103% 876,043 98% 5,035 90% 1,691,276 100%

2015 799,540 99% 825,424 94% 4,707 93% 1,629,671 96%

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

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

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

2014 448,465 99% 341,681 100% 1,900 102% 792,046 100%

2015 440,402 98% 297,111 87% 1,841 97% 739,354 93%

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

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

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

2014 358,765 102% 328,856 95% 2,504 92% 690,125 99%

2015 360,143 100% 310,214 94% 2,330 93% 672,687 97%

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

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

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

2014 119,079 101% 494,941 99% 979 110% 614,999 99%

2015 105,433 89% 473,024 96% 889 91% 579,346 94%

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

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

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

2014 41,687 100% 67,609 111% 565 103% 109,861 107%

2015 34,544 83% 67,520 100% 565 100% 102,629 93%

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

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

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

2014 161,555 109% 131,126 112% 773 106% 293,454 111%

2015 148,670 92% 125,328 96% 734 95% 274,732 94%

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

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

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

2014 2,148,663 103% 2,294,962 99% 14,095 95% 4,457,720 101%

2015 2,091,157 97% 2,148,578 94% 13,298 94% 4,253,033 95%
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2011年～2015年　地区別アルゴン（一般）販売実績推移表

単位：千㎥

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

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

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

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

2014 2,669 106% 0 - 533 108% 3,202 106%

2015 2,629 99% 0 - 530 99% 3,159 99%

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

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

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

2014 18,294 101% 0 - 788 110% 19,082 101%

2015 18,404 101% 0 - 730 93% 19,134 100%

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

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

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

2014 49,524 104% 0 - 2,465 104% 51,989 104%

2015 46,238 93% 0 - 2,354 95% 48,592 93%

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

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

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

2014 44,711 103% 0 - 1,391 107% 46,102 103%

2015 42,982 96% 0 - 1,260 91% 44,242 96%

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

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

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

2014 35,510 102% 0 - 1,492 109% 37,002 102%

2015 31,021 87% 0 - 1,424 95% 32,445 88%

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

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

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

2014 12,343 107% 0 - 859 127% 13,202 108%

2015 11,446 93% 0 - 698 81% 12,144 92%

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

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

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

2014 5,256 124% 0 - 515 107% 5,771 122%

2015 4,981 95% 0 - 483 94% 5,464 95%

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

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

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

2014 19,852 116% 0 - 775 117% 20,627 116%

2015 22,422 113% 0 - 698 90% 23,120 112%

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

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

2013 179,637 94% 0 - 8,057 92% 187,694 94%

2014 188,159 105% 0 - 8,818 109% 196,977 105%

2015 180,123 96% 0 - 8,177 93% 188,300 96%
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業種別酸素（一般）販売実績推移表
（5年間：2011年度～2015年度）

単位：千㎥

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

鉄　鋼　業
（非鉄金属製造業を含む）

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

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

2013 153,320 19% 363,461 39% 1,227 5% 518,008 29%

2014 165,690 21% 382,942 41% 1,243 5% 549,875 31%

2015 172,984 23% 343,434 40% 1,231 5% 517,649 32%

輸送用機械器具製造業 2011 57,590 7% 0 0% 514 2% 58,104 3%

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

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

2014 50,815 6% 0 0% 459 2% 51,274 3%

2015 46,746 6% 0 0% 560 2% 47,306 3%

機械器具製造業
（輸送用機械器具製造業を除く）

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

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

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

2014 70,525 9% 15 0% 563 2% 71,103 4%

2015 72,212 9% 17 0% 569 2% 72,798 4%

金属製品製造業 2011 71,844 8% 24,745 3% 795 3% 97,384 5%

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

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

2014 48,618 6% 14,655 2% 772 3% 64,045 4%

2015 43,454 6% 36,069 4% 853 4% 80,376 5%

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

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

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

2014 51,394 7% 505,644 53% 317 1% 557,355 32%

2015 57,624 8% 418,808 49% 445 2% 476,877 29%

販売業者向け 2011 140,646 16% 0 0% 16,388 60% 157,034 9%

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

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

2014 137,644 17% 0 0% 14,128 58% 151,772 9%

2015 129,141 17% 0 0% 11,899 49% 141,040 9%

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

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

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

2014 266,122 34% 39,153 4% 6,790 28% 312,065 18%

2015 241,491 32% 51,557 6% 8,616 36% 301,664 18%

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

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

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

2014 790,808 101% 942,409 100% 24,272 95% 1,757,489 100%

2015 763,652 97% 849,885 90% 24,173 100% 1,637,710 93%

　　　　　　　　　　　　　　　*合計欄の構成比は対前年度比
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業種別窒素（一般）販売実績推移表
（5年間：2011年度～2015年度）

単位：千㎥

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

鉄　鋼　業
（非鉄金属製造業を含む）

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

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

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

2014 135,390 6% 162,667 7% 427 3% 298,484 7%

2015 131,623 6% 170,607 8% 336 3% 302,566 7%

輸送用機械器具製造業 2011 148,610 7% 10,705 0% 451 3% 159,766 4%

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

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

2014 151,549 7% 11,781 1% 459 4% 163,789 4%

2015 150,708 7% 12,736 1% 382 3% 163,826 4%

電気機械器具製造業 2011 667,039 30% 398,906 18% 1,888 13% 1,067,833 24%

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

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

2014 592,287 28% 432,497 20% 1,225 10% 1,026,009 24%

2015 556,499 26% 470,711 22% 1,121 10% 1,028,331 24%

機械器具製造業
（輸送用、電気機械器具製造業を除く）

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

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

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

2014 133,901 6% 858 0% 821 7% 135,580 3%

2015 132,905 6% 720 0% 664 6% 134,289 3%

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

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

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

2014 414,938 20% 1,377,417 62% 1,013 8% 1,793,368 41%

2015 394,777 19% 1,304,317 61% 984 8% 1,700,078 40%

食品製造業 2011 136,900 6% 0 0% 225 2% 137,125 3%

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

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

2014 139,305 7% 0 0% 327 3% 139,632 3%

2015 172,946 8% 0 0% 325 3% 173,271 4%

販売業者向け 2011 199,033 9% 108,734 5% 7,449 51% 315,216 7%

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

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

2014 185,254 9% 102,876 5% 5,910 48% 294,040 7%

2015 190,372 9% 110,714 5% 5,583 48% 306,669 7%

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

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

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

2014 347,856 17% 129,051 6% 2,170 18% 479,077 11%

2015 389,943 18% 66,440 3% 2,208 19% 458,591 11%

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

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

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

2014 2,100,480 102% 2,217,147 97% 12,352 96% 4,329,979 99%

2015 2,119,773 101% 2,136,245 96% 11,603 94% 4,267,621 99%

　　　　　　　　　　　　　　　　　*合計欄の構成比は対前年度比



126産業ガスレポート vol.35 産業ガスレポート vol.35

業種別アルゴン（一般）販売実績推移表
（5年間：2011年度～2015年度）

単位：千㎥

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

鉄　鋼　業
（非鉄金属製造業を含む）

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

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

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

2014 57,156 31% 0 0% 1,095 15% 58,251 31%

2015 56,731 31% 0 0% 941 13% 57,672 30%

輸送用機械器具製造業 2011 21,451 11% 0 0% 451 7% 21,902 11%

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

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

2014 21,756 12% 0 0% 483 7% 22,239 12%

2015 19,595 11% 0 0% 361 5% 19,956 11%

電気機械器具製造業 2011 35,445 19% 0 0% 383 6% 35,828 18%

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

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

2014 28,072 15% 0 0% 451 6% 28,523 15%

2015 27,006 15% 0 0% 435 6% 27,441 14%

機械器具製造業
（輸送用、電気機械器具製造業を除く）

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

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

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

2014 12,150 7% 0 0% 516 7% 12,666 7%

2015 11,017 6% 0 0% 466 6% 11,483 6%

金属製品製造業 2011 11,938 6% 0 0% 439 6% 12,377 6%

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

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

2014 12,336 7% 0 0% 540 7% 12,876 7%

2015 12,671 7% 0 0% 442 6% 13,113 7%

化学工業 2011 5,975 3% 0 0% 183 3% 6,158 3%

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

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

2014 4,822 3% 0 0% 206 3% 5,028 3%

2015 4,617 3% 0 0% 223 3% 4,840 3%

販売業者向け 2011 29,383 15% 0 0% 3389 49% 32,772 17%

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

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

2014 29,248 16% 0 0% 3388 47% 32,636 17%

2015 27,139 15% 0 0% 3287 44% 30,426 16%

そ　の　他 2011 18,323 10% 0 0% 476 7% 18,799 9%

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

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

2014 17,163 9% 0 0% 528 7% 17,691 9%

2015 23,103 13% 0 0% 1,246 17% 24,349 13%

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

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

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

2014 182,703 103% 0 - 7,207 107% 189,910 103%

2015 181,879 100% 0 - 7,401 103% 189,280 100%

　　　　　　　　　　　　　　　　　*合計欄の構成比は対前年度比
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単位：千㎥

地区別 15/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 16/1 月 2 月 3 月

北海道 生　産 1,121 1,243 1,181 1,295 1,004 1,086 1,142 1,074 1,175 1,163 1,037 1,103 

販　売 1,945 1,931 2,051 1,995 2,017 1,781 1,934 1,811 1,862 2,015 1,882 1,917 

東　北 生　産 4,023 4,765 4,705 4,361 4,345 4,438 4,836 4,622 3,958 4,744 4,202 4,194 

販　売 10,557 11,181 9,648 10,968 10,329 9,945 10,738 10,381 10,414 10,650 10,100 10,658 

関　東 生　産 34,796 34,105 29,880 35,756 33,657 36,849 36,232 36,739 37,617 37,717 35,005 36,317 

販　売 35,304 38,542 33,952 37,493 37,818 36,917 38,853 36,762 37,248 36,764 36,374 36,329 

東　海 生　産 21,680 25,920 25,185 24,444 23,908 25,269 26,106 25,977 25,450 24,263 24,866 22,228 

販　売 23,606 28,353 28,727 26,735 25,398 27,793 28,556 28,662 27,578 26,192 28,041 23,811 

近　畿 生　産 23,786 20,630 21,773 18,364 21,660 20,484 21,794 21,325 21,740 20,906 22,899 22,340 

販　売 23,798 27,646 25,621 23,174 24,530 23,668 24,174 23,556 23,471 27,250 25,057 25,757 

中　国 生　産 15,418 14,650 16,552 17,285 17,065 15,622 14,500 14,113 16,113 16,317 15,193 14,177 

販　売 16,152 17,022 18,744 18,426 17,145 15,474 13,619 15,148 17,462 17,329 16,424 15,661 

四　国 生　産 1,357 996 1,016 1,799 1,590 1,638 1,603 1,588 1,931 1,722 1,754 1,877 

販　売 3,026 2,357 2,525 2,796 2,438 2,648 2,817 2,747 3,010 2,894 2,668 3,373 

九　州 生　産 12,180 11,723 11,409 12,623 12,454 13,271 12,465 11,690 12,962 9,906 12,272 10,717 

販　売 14,465 14,061 13,838 13,922 13,475 14,843 13,516 13,922 14,754 13,391 12,698 11,436 

合　計 生　産 114,361 114,032 111,701 115,927 115,683 118,657 118,678 117,128 120,946 116,738 117,228 112,953 

販　売 128,853 141,093 135,106 135,509 133,150 133,069 134,207 132,989 135,799 136,485 133,244 128,942 

2015年4月～2016年3月　地区別酸素生産・販売実績表

2015年4月～2016年3月　酸素生産量・一般販売実績推移グラフ

酸素生産量 酸素販売量 液体酸素販売量
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15/4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 16/1月 2月 3月

114,361 114,361 114,032 114,032 
111,701 111,701 

115,927 115,927 115,683 115,683 
118,657 118,678 118,657 118,678 117,128 117,128 

120,946 120,946 
116,738 116,738 117,228 117,228 

112,953 112,953 

128,853 128,853 

141,093 141,093 

135,106 135,106 135,509 135,509 
133,150 133,150 133,069 133,069 134,207 134,207 132,989 132,989 

135,799 135,799 136,485 136,485 
133,244 133,244 

128,942 128,942 

59,521 59,521 59,680 59,680 
65,122 65,122 62,960 62,960 61,199 61,199 62,436 62,436 63,730 63,730 

61,241 61,241 63,244 63,244 63,375 63,375 63,102 63,102 62,876 62,876 
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単位：千㎥

地区別 15/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 16/1 月 2 月 3 月

北海道 生　産 2,667 2,756 2,695 2,734 3,827 3,545 2,682 2,656 2,599 2,579 2,401 2,335 

販　売 4,118 3,940 4,509 4,390 6,010 5,606 4,173 4,734 3,931 4,038 3,968 4,276 

東　北 生　産 10,894 11,398 12,040 11,618 12,205 11,148 11,651 11,931 10,291 10,709 10,472 11,385 

販　売 17,960 15,641 18,292 18,487 17,216 16,771 17,575 17,617 16,975 16,098 16,909 17,992 

関　東 生　産 123,550 124,858 131,942 131,948 126,583 128,434 128,809 126,888 127,769 126,565 123,658 132,889 

販　売 127,647 135,924 146,617 135,327 129,066 127,836 134,941 132,833 131,534 128,270 124,777 133,855 

東　海 生　産 40,791 33,494 37,648 41,453 37,239 39,216 42,279 41,307 37,196 40,670 39,617 41,716 

販　売 58,828 58,516 65,588 61,216 56,208 61,287 62,549 61,363 57,343 55,389 59,698 63,961 

近　畿 生　産 43,927 42,052 43,915 38,258 41,609 37,625 42,419 42,935 41,923 36,176 43,037 43,489 

販　売 57,258 54,163 59,481 60,117 54,157 56,746 57,585 54,756 55,001 56,249 55,573 59,463 

中　国 生　産 34,828 34,876 32,179 34,199 33,663 35,237 34,825 31,836 34,079 33,948 34,821 34,277 

販　売 47,929 45,365 49,636 49,074 46,300 50,096 54,611 48,123 49,172 47,264 50,358 49,503 

四　国 生　産 7,848 8,392 7,135 9,634 9,163 9,069 7,509 8,359 9,572 9,530 8,101 9,194 

販　売 9,005 8,294 7,289 9,111 8,491 9,280 7,837 9,139 10,037 9,670 8,813 10,056 

九　州 生　産 21,406 23,767 23,508 22,694 25,169 24,357 25,072 20,831 20,643 19,409 23,198 24,113 

販　売 21,827 22,978 24,214 22,971 22,916 26,204 23,596 22,378 21,372 21,966 21,006 25,492 

合　計 生　産 285,911 281,593 291,062 292,538 289,458 288,631 295,246 286,743 284,072 279,586 285,305 299,398 

販　売 344,572 344,821 375,626 360,693 340,364 353,826 362,867 350,943 345,365 338,944 341,102 364,598 

2015年4月～2016年3月　地区別窒素生産・販売実績表

2015年4月～2016年3月窒素生産量・一般販売実績推移グラフ

窒素生産量 窒素販売量 液体窒素販売量
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161,869 161,869 
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178,987 178,987 185,079 185,079 
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169,825 169,825 

162,847 162,847 164,565 164,565 

184,479 184,479 
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単位：千㎥

地区別 15/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 16/1 月 2 月 3 月

北海道 生　産 285 244 306 325 303 312 291 294 278 280 282 286 

販　売 248 205 267 279 268 271 265 253 256 247 254 263 

東　北 生　産 251 299 308 318 306 287 324 311 261 313 288 315 

販　売 1,586 1,463 1,582 1,563 1,492 1,743 1,653 1,723 1,778 1,621 1,623 1,729 

関　東 生　産 4,718 4,477 4,713 4,906 4,549 4,671 4,997 4,840 4,853 4,726 4,721 4,983 

販　売 4,147 3,866 4,216 4,221 3,636 4,042 4,110 3,993 4,015 3,751 4,294 4,428 

東　海 生　産 3,694 3,943 3,748 3,895 3,608 3,749 4,051 3,423 3,719 3,549 3,631 3,787 

販　売 3,617 3,380 3,877 3,951 3,283 3,643 3,799 3,721 3,655 3,576 3,715 3,988 

近　畿 生　産 3,660 3,904 3,726 3,845 3,671 3,727 4,025 3,778 3,842 3,576 3,822 4,009 

販　売 2,615 2,526 2,832 2,772 2,927 2,695 2,621 2,538 2,690 2,674 2,713 2,938 

中　国 生　産 2,829 2,215 2,593 2,798 2,671 2,482 2,750 2,596 2,748 2,940 2,897 2,943 

販　売 1,048 807 1,094 1,073 958 1,060 986 994 1,066 998 1,055 1,058 

四　国 生　産 161 57 69 194 189 185 148 147 199 194 185 198 

販　売 471 461 484 496 432 466 407 404 421 453 452 479 

九　州 生　産 1,170 1,263 1,258 1,166 1,219 1,185 1,307 1,118 1,257 1,179 1,133 1,183 

販　売 1,852 1,894 1,941 1,938 1,828 1,952 2,006 1,806 1,997 1,874 1,895 2,104 

合　計 生　産 16,768 16,402 16,721 17,447 16,516 16,598 17,893 16,507 17,157 16,757 16,959 17,704 

販　売 15,584 14,602 16,293 16,293 14,824 15,872 15,847 15,432 15,878 15,194 16,001 16,987 

2015年4月～2016年3月　地区別アルゴン生産・販売実績表

2015年4月～2016年3月　アルゴン生産量・一般販売実績推移グラフ
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単位：t

地区別
2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度 2015 年度

数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比

北海道
生産 634 100.2% 606 95.6% 631 104.1% 611 96.8% 556 91.0%

販売 593 100.2% 607 102.4% 630 103.8% 592 94.0% 499 84.3%

東　北
生産 687 101.3% 718 104.5% 737 102.6% 691 93.8% 629 91.0%

販売 412 112.3% 383 93.0% 372 97.1% 349 93.8% 337 96.6%

関　東
生産 3,638 104.4% 3,466 95.3% 3,394 97.9% 3,306 97.4% 3,047 92.2%

販売 4,083 99.9% 3,784 92.7% 3,762 99.4% 3,575 95.0% 3,343 93.5%

北　陸
生産 644 104.0% 609 94.6% 592 97.2% 570 96.3% 544 95.4%

販売 412 101.2% 379 92.0% 369 97.4% 361 97.8% 343 95.0%

東　海
生産 1,505 97.5% 1,439 95.6% 1,441 100.1% 1,425 98.9% 1,360 95.4%

販売 1,663 98.3% 1,583 95.2% 1,485 93.8% 1,417 95.4% 1,344 94.8%

近　畿
生産 1,879 100.2% 1,857 98.8% 1,815 97.7% 1,761 97.0% 1,663 94.4%

販売 2,357 99.4% 2,272 96.4% 2,140 94.2% 2,036 95.1% 1,919 94.3%

中　国
生産 1,509 101.3% 1,396 92.5% 1,394 99.9% 1,357 97.3% 1,307 96.3%

販売 1,449 97.1% 1,451 100.1% 1,758 121.2% 1,674 95.2% 1,371 81.9%

四　国
生産 262 96.0% 117 44.7% 119 101.7% 118 99.2% 107 90.7%

販売 613 92.3% 457 74.6% 166 36.3% 160 96.4% 150 93.8%

九　州
生産 1,066 92.4% 1,060 99.4% 1,058 99.8% 1,044 98.7% 971 93.0%

販売 1,326 94.4% 1,214 77.8% 1,180 97.2% 1,163 98.6% 1,133 97.4%

合計
生産 11,824 100.6% 11,268 95.3% 11,181 99.2% 10,883 97.3% 10,184 93.6%

販売 12,907 98.7% 12,130 94.0% 11,863 97.8% 11,327 95.5% 10,439 92.2%

2011年度～2015年度　溶解アセチレン生産・販売実績表

2011年度～2015年度　液化炭酸ガス工場出荷・用途別販売実績推移表

単位：t

年度 工場出荷量 前年比
用途別販売実績割合

溶接用 飲料用 冷却用 製鋼用 化学用 その他

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

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

2013 年度 674,094 100% 50% 17% 12% 6% 8% 7%

2014 年度 673,049 100% 50% 16% 12% 6% 8% 8%

2015 年度 737,871 110% 49% 17% 11% 6% 8% 9%
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2011年～2015年　標準ガス国内販売実績推移表

2011年～2015年　圧縮水素出荷実績推移表

単位：本

品　　目
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年

本数 伸び率 本数 伸び率 本数 伸び率 本数 伸び率 本数 伸び率

 一酸化炭素（CO） 標準ガス 12,800 100% 12,500 98% 13,000 104% 12,600 97% 12,400 98%

 二酸化炭素（CO2） 標準ガス 10,100 92% 7,900 78% 8,100 103% 8,300 102% 7,900 95%

 二酸化硫黄（SO2） 標準ガス 6,700 100% 6,600 99% 6,800 103% 6,800 100% 6,900 101%

 一酸化窒素（NO） 標準ガス 18,000 102% 17,900 99% 17,500 98% 18,100 103% 19,000 105%

 酸素（O2） 標準ガス 14,600 98% 15,000 103% 14,700 98% 14,700 100% 14,400 98%

 炭化水素（HC） 標準ガス 11,500 98% 11,100 97% 11,100 100% 11,300 102% 11,400 101%

 その他 標準ガス 48,400 98% 46,200 95% 43,500 94% 45,500 105% 45,900 101%

標準ガス合計 122,100 98% 117,200 96% 114,700 98% 117,300 102% 117,900 101%

ゼロガス 6,500 108% 6,600 102% 6,100 92% 6,200 102% 6,400 103%

標準ガス、ゼロガス合計 128,600 99% 123,800 96% 120,800 98% 123,500 102% 124,300 101%

金額 33億円 98% 32億円 97% 31億円 97% 32億円 103% 32億円 100%

単位：千㎥

分　　野
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

弱　　電 40,413 80% 34,337 85% 29,635 86% 25,586 86% 24,271 95%

化　　学 16,032 87% 16,819 105% 13,645 81% 14,361 105% 14,406 100%

金　　属 25,384 94% 22,301 88% 22,201 100% 23,775 107% 19,401 82%

硝　　子 14,987 94% 9,540 64% 7,938 83% 6,776 85% 8,201 121%

その他 20,700 107% 18,629 90% 17,769 95% 14,073 79% 13,357 95%

合　　計 117,516 90% 101,626 86% 91,188 90% 84,571 93% 79,636 94%
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　　平成28年度JIMGA定時総会には厚生労働省梅

田大臣官房審議官様、経済産業省福島大臣官房

審議官様をはじめ、多くのご来賓の方々にご出

席を賜りました。また、経団連会館に移ってか

ら2度目となり、総会自体の内容や進行も少しず

つ変えるなど進化させながら開催でき、昨年同

様、約270名の方々のご出席のもと、中締めまで

歓談していただき改めて御礼申し上げます。

　　昨年まで円安でも比較的落ち着いていたエネル

ギー価格も一時乱高下するなど、巷で囁かれた

通りの波乱に満ちた申年も前半戦が終了し、間

もなく終盤戦を迎えようとしています。業界を

取り巻く環境も、電力料金は昨年末までの円安

傾向にもかかわらず原燃料費が比較的低水準で

安定していたため、燃料調整費については何と

か震災前の水準には戻りました。しかし、原発

停止に伴う電力値上げと、毎年の改定で影響が

だんだん大きくなるFIT賦課金問題は、変化の先

行きがよく見えない状況です。

　　さて、定時総会では役員の改選が行われ、新た

な陣容でスタートしました。これまで理事・監

事および評議員であられた方々、また本部と地

域本部のWGにて手弁当でご活動いただいた皆様

には、JIMGAの推進力としてご活躍いただき本

当にありがとうございました。今回、再任・新

任の理事・監事と評議員の方々や各部会のWGで

ご活動いただく皆さまには、改めてお力添えを

お願い申しあげます。今年度もJIMGAの重要課

題の一つとして、産業・医療ガスが社会やイン

フラおよびライフラインとしてなくてはならな

いものであることを社会の皆様方にご認識いた

だくため、「必要とされるJIMGA」を目標にして、

「絶えず発信する組織」になろうとしています。

　　本号では川本副会長に「風」をテーマにエッ

セイをご寄稿いただきました。五感で自然との

対話を楽しまれる姿に、読者である我々にも爽

やかな風 が吹 き抜 けたかのように感 じました。

JIMGAも会員の皆様方とともに新しい風を起こ

したいと思います。

　　会員の皆様の中にはJIMGAの成果物やタイム

リーに個別に発信する情報にどのようにアクセ

スすればよいか未だご存じでない方もおられる

かもしれません。JIMGAが発信している内容は

各会員会社の指定代表者、本部と地域本部のWG

で活動いただいている方々や閲覧希望者に発信

しています。もちろん会員企業のすべての従業

員様も見る事ができますので会員各社のID番号

とパスワードを社内でご確認いただきたいと思

います。

　　また、JIMGAからの発信内容について皆様か

らの声をお聞かせいただきたいと思っています。

JIMGAをより身近に感じていただくために地域

本部事務局に皆様のご意見やご要望を是非お寄

せください。

　　恒例となりましたが、間会長が各地域本部を訪

問しJIMGA活動や地域で抱える課題などについ

て忌憚のない意見交換をする懇談会が9月から始

まりました。11月29日には第2回理事会・評議

員会合同会議がメルパルク大阪で開催されます。

来年1月11日には経団連会館で賀詞交歓会を開

催しますので、本年同様、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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