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新年あけましておめでとうございます。本

日はお忙しいところ、全国各地より多数の皆様

にご臨席を賜り、誠にありがとうございます。

また、公務ご多忙の折、経済産業省から糟

谷製造産業局長様をはじめ幹部の方々、厚生労

働省から神田医政局長様をはじめ幹部の方々、

高圧ガス保安協会から市川会長様をはじめ幹部

の方々、更に日本医療ガス学会から武田理事長

様をはじめ、常日頃より我々がご支援・ご協力

を賜っている各団体の方々にご参加いただき誠

にありがとうございます。

去年は「まさかの年」だったとおっしゃった

方がおられました。確かにそのとおりでして、

まさかと思うことがたくさん起きました。海外

では 6 月にイギリスの国民投票で決定した EU

離脱、いまだに吹き荒れている 11 月のアメリ

カ大統領選挙の結果によるトランプ旋風。一

方日本では自然災害が多く、4 月の熊本地震で

は多数の方が犠牲になりました。8 月には北海

道に台風が 3 回も上陸し、東北地方太平洋側へ

は統計開始以来初の台風上陸となりました。12

月には鳥インフルエンザが北海道、青森県、新

潟県、熊本県、宮崎県で発生し、会員の皆様の

中には現在も対応にご苦労されている方もい

らっしゃると思います。

経済の状況では相変わらず厳しい状況が続

いており、一進一退です。前月比で見ても超え

たか超えないかというところで推移していま

す。実質 GDP 成長率も非常に低い水準で推移

しています。そういう意味では、色々な施策を

打っていただいている結果が我々には肌で感じ

られません。2020 年の東京五輪もあり、景気

高揚に期待する部分はありますが、欧州での移

民の問題や中東に端を発するテロの問題等、混

乱している経済を更に混乱させる要因は決して

減ってはいないと思います。

また我々の業界に多大な影響を与える電力

料金の問題ですが、燃料価格は東日本大震災前

の水準に戻りましたが、一部の原発での再稼働

差し止めや、導入当初に比べ 10 倍以上となっ

た再生可能エネルギー固定価格買取制度、いわ

ゆる FIT の賦課金の影響によって、我々の業

界では年間 106 億円の負担増となっています。

この賦課金の減免制度は昨年見直しが行われま

して、減免の条件に省エネへの取り組みが評価

されるようになりました。我々の業界は、従来

平成29年 賀詞交歓会

　　　　会長　間 邦司

開会挨拶

　平成 29 年 1 月 11 日に経団連会館
において賀詞交歓会を開催しました。
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から製品価格に占めるエネルギーコストの割合

が非常に高い業界で、過去長い間、省エネへの

取り組みを行ってまいりました。更に日本の産

業 ･ 医療のインフラを支えてきたと自負してお

り、この長期にわたる取り組みの実績と、役

割に対する責任を各方面にご理解いただきな

がら、引き続き減免条件の確保と、適正な電

力料金レベルの実現に向け一層努力してまい

ります。

当協会は医療ガス、産業ガス、二つの部門で

運営しており、それぞれの部門で従来から取り

組んでいる課題を申し上げます。医療ガス部門

では「医療ガス事故防止」「法・規制への対応」

「MGR 制度の充実と公的地位の向上」「災害時

医療ガス供給協定の充実促進」を大きな課題と

して取り組んでおります。地域の方や講師の方

のご尽力による医療ガス事故撲滅のための「草

の根講習会」に始まり、在宅酸素療法における

火気取扱の注意喚起、医療ガスボンベの取り違

え防止対策、PIC/S GMP に係る品質標準書の

改訂等の取り組みは着実に進んでいると理解し

ており、今後も継続して取り組んでまいります。

特に厚生労働省のご担当の方には 2 年にわた

り医療ガス設備の安全管理に係る通知改正にご

尽力いただいており、加えて今期は在宅酸素事

業者の緊急・災害時の手引書作成をご指導いた

だいております。この場をお借りして厚く御礼

申し上げます。

産業ガス部門では「保安の一層の強化、推

進」「RF タグの普及推進と容器保安の確保」「環

境・エネルギー問題への取り組み」「国際整合

化、標準化」に取り組みます。特に保安・安全

の問題につきましては、昨年、放置容器の破裂

事故が続発しました。また充塡工場において残

念ながら死傷事故が発生しております。高圧ガ

スの事故が減少傾向にある中で、非常に残念な

状況となりました。事故原因となった放置容器

を撲滅するためには、容器管理の徹底が必要で

す。JIMGA としましては、RF タグと JIMGA-

EDI の活用による効率的な容器管理と、各地域

で行政より発行していただいている容器管理指

針の活用により、放置容器の撲滅を実現したい

と思います。更に昨年公表した「容器使用料の

考え方」に基づいて、お客様に容器の保安確保

と早期返却を促すことによって、長期停滞容器

の撲滅を目指したいと思います。更に高圧ガス

保安法に関しましては、産業保安のスマート化

構想に従って、水素ステーション普及に向けた

規制緩和と共に、効果的・効率的な規制見直し

の諸施策が進められています。JIMGA としま

しても事業者の立場から合理的な規制緩和を求

め、保安水準の維持・向上と事故撲滅を図り、

安心・安全の確立に取り組んでいきたいと思い

ます。

以上の課題を解決するとともに、事業継続

の前提となるコンプライアンスの徹底と保安の

確保を第一に掲げながら我々の業界の更なる地

位向上を目指してまいりたいと思います。

最後となりますが、本年も従来以上に皆様

のご協力とご支援をお願い申し上げるととも

に、皆様のご繁栄とご健勝を祈念申し上げ、新

年のご挨拶とさせていただきます。
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新年あけましておめでとうございます。日

本産業・医療ガス協会の賀詞交歓会にこれだけ

大勢の皆様がお集まりいただいて開催されます

ことに、まずもってお慶び申し上げます。皆様

方には日頃より安全で安定的な産業ガス・医療

ガスの製造・供給を支えていただいております

ことに感謝を申し上げます。酸素、窒素、アル

ゴンをはじめとする産業ガスはあらゆる産業活

動に用いられ、重要かつ必要不可欠なものだと

考えております。

産業ガス製造、特に空気分離においては非

常に大きな電力を消費するわけでありまして、

電力料金では大変ご迷惑をかけ続けておると考

えております。燃料価格が下がった結果、一頃

よりは下がったかもしれませんが、安全性が確

認できた原発を再稼働することができれば更に

もう一段、二段、三段と下げることができま

す。ぜひ安全性を確認したうえで原発の再稼

働を進めていかなければいけないと考えており

ます。

FIT 制度（再生可能エネルギー固定価格買取

制度）の賦課金減免で相当ご心配をかけました

が、省エネの努力をしていただくということを

前提として 8 割の減免率を何とか維持したわけ

であります。そう言いましても賦課金の金額は

これから増えてまいります。ぜひまだ省エネの

余地がおありの所、省エネのための設備投資に

ついても我々は最大限のご支援をさせていただ

きたいと考えております。

さて日本経済はこの 4 年間、まだまだなか

なか手応えがないというご意見もあろうかと思

いますけれども、経済の好循環は着実に回り始

めているのではないかと考えております。世界

では英国の EU 離脱などグローバル化への反発

が高まっております。背景には中間層の二極分

化が進んでいるということがありまして、この

ような中では世界で今や最も安定した国の一つ

であり、しかも通商国家である日本が、リー

ダーシップを発揮して自由で開かれた経済を守

り抜くことが世界経済の内向き志向を打破する

上で必要ではないかと思います。そのためには

日本は世界に先駆けて、成長と分配の好循環を

実現させる持続的な成長モデルを提示していく

必要があるのではないかと思っております。世

の中では第四次産業革命というような動きがあ

ります。これに向けた未来への投資、設備への

来賓ご挨拶

　　　経済産業省　

製造産業局長　糟谷 敏秀 殿
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投資、技術についての投資、人についての投資

を進めていただくと共に、働き方改革や賃上げ

のための環境整備等を進めていかなければなり

ません。それによって、成長の果実を全国津々

浦々に行き渡らせていかなければいけないと

考えております。特に働き方改革は今年の最

大のチャレンジではないかと思っております。

そうは言いましても、通商産業省（通常残業

省）と言われた経済産業省にそんなこと言われ

たくないと皆さんおっしゃるだろうとは思い

ますが、今年、世耕大臣の下で経済産業省と

しても働き方改革に省をあげて取り組んでい

きたいと考えております。

日本全体で言いますと、働き方改革のキー

ワードは 3 つではないかと思います。一つは柔

軟な働き方です。二つ目は最先端の人材の育

成。三つ目は生産性の高い事業や分野への労働

シフトです。経営トップの皆様方にはこれをむ

しろチャンスと捉えて、生産性の向上や産業競

争力の強化にどう繋げるか、ぜひ知恵を絞って

いただけないかと思っております。企業が変わ

らなければ、働き方改革はいくら個人が頑張っ

ても実現はなかなか難しいと思います。ぜひ経

営者の皆様方のリーダーシップで長年踏襲され

ていた要素を見直して、先進的な働き方改革を

実行していただきたい。もちろん政府の中で

我々も一生懸命に取り組んでいきたいと思って

おります。

それから 2020 年は東京オリンピック・パ

ラリンピックの年でありますが、更にその先

2025 年に大阪、関西での万博の開催を目指し

て、立候補に向けた動きを官民で進めてまいり

ます。今はフランスのパリが立候補しておりま

す。これに挑むかたちになります。春頃には立

候補の名乗りをあげるということで進めてきて

おるところでありまして食、健康、生活等を

テーマにした日本ならではの発信ができるので

はないかということで、色々とご相談をさせて

いただいているところであります。ぜひ皆様方

におかれましても積極的なご参加、ご協力をお

願いいたします。

2017 年が産業ガス・医療ガス関係の皆様そ

れから本日お集まりの皆様方にとって、これま

で以上に実りのある年になりますように心から

祈念いたしまして、私の新年のご挨拶とさせて

いただきます。経済産業省としましても、でき

る限り皆様のご支援をさせていただきたいと思

いますので、引き続き今年もよろしくお願い申

し上げます。
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皆様あけましておめでとうございます。本

日は日本産業・医療ガス協会の賀詞交歓会にお

招きを賜りまして、誠にありがとうございま

す。また協会の会員の皆様方には、日頃から医

療用ガスの供給、保安管理、在宅酸素療法の酸

素供給装置の保守管理等で保健医療の水準の

向上にご尽力を賜っており、御礼を申し上げ

ます。

昨年の熊本地震の際には、在宅酸素を使っ

ている方々の安否確認等につきまして、自治体

や医療機関と並行して協会の皆様方にもご協力

いただき、迅速に対応をしていただきましたこ

とにつきましても、この場をお借りして御礼を

申し上げます。

さて医療について今年はどういう年かと申

しますと、昨年この場で、平成 28 年は二次医

療圏ごとに地域医療構想を作る年だと申しあげ

ました。今年 3 月までにすべての都道府県で二

次医療圏ごとに高度急性期、急性期、回復期、

慢性期といった 4 つの医療機能について、それ

ぞれ 2025 年にどれくらいの病床が必要かとい

う計画を策定することになっております。昨年

末時点で 39 都道府県での策定が終わっており、

残り 8 つの都道府県ということですが、あと 3

か月ほどで全ての都道府県でできあがるという

ことになります。

この地域医療構想では、できるだけ医療機

能に応じた所に入院をしていただいて、急性期

の所では集中的に機器や人材を投入して治療

し、その後患者さんにできる限り自宅や施設に

帰っていただき、住み慣れた地域やご家族の

方々と暮らしていただけるように支えていこう

ということを目標にしております。今のように

同じ所に長く入院していますと、これからあ

と 30 万床くらい整備しなければなりませんが、

しばらくしますと人口は減り、高齢化もピーク

アウトを迎えるわけですので、今から何十万床

も作るのは非現実的です。できるだけ医療機能

に応じた所で過ごしていただけるようにしよう

というのが、この構想の趣旨でございます。

できるだけ早くご自宅や施設に帰っていた

だくということですので、受け止める側の地域

における在宅医療や介護サービスの整備も併せ

て進めているところでございます。2025 年頃

には今より 30 万人増の在宅医療介護サービス

の需要が出てくるというのが現在の推計です。

来賓ご挨拶

　　　　　　厚生労働省

医政局長　神田 裕二 殿
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もちろん純粋な在宅だけではなく、特別養護老

人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者住

宅等の病院・診療所以外の所で受け止めるべき

方々がそれだけ出てくるということです。

私どもとしても、できるだけ地域で受け止

められるよう、在宅医療の推進に一生懸命取り

組んでいこうということで、全国在宅医療会議

というものを設けてエビデンスの収集や普及啓

発にも努めていきたいと考えております。

今後ますます、在宅における医療・介護、ま

た皆様方にお願いするべき在宅医療での在宅酸

素療法等のための機器の供給、保守管理等につ

いても非常に大きな需要が出てくるのではない

かと思っております。協会では、これまでも各

種講習会の開催や災害時における自治体との災

害時医療ガス供給協定の締結等について、積極

的に取り組んでいただいており、今後ともこう

した取り組みをぜひお願いいたしたいと考えて

おります。

今年の協会の益々のご発展と、会員の皆様

方のご繁栄を祈念いたしまして、私のご挨拶と

させていただきます。



産業ガスレポート vol.367

皆様あけましておめでとうございます。

今年の内外の経済情勢は、予断を許さない大

変厳しいものになるのではないかと思われます。

また政策という点で考えましても、先端的な技

術を導入した保安のスマート化ということが大

きな方向として示されてきています。このような

大きな環境の変化がございますけれども、高圧

ガス保安協会の基本的な使命は、公正で質の高

いサービスを供給するということであると我々は

理解しております。そのようなことを肝に銘じて、

この 1 年大いに頑張っていきたいと思いますので、

皆様方よろしくご指導お願いいたします。

保安のスマート化の件については、我が協会

につきましても一定の役割を果たすということが

決められております。今日までさまざまな制度作

りにおきまして知恵を絞ってきたわけでございま

すが、その過程で JIMGA の皆様方には大変ご協

力をいただいており、心から感謝している次第で

ございます。ありがとうございました。

さて昨年 1 年間を高圧ガスの保安という観点か

ら業界を見た場合、比較的落ち着いた状況で推

移したのではないかと思います。残念ながら、人

身事故自体を防ぐことはできませんでしたが、例

えば周辺に影響を与えるような大きな爆発事故は

ございませんでした。また事故件数という点で見

ましても、恐らくは一昨年と同程度の水準で推移

するのではないかと思います。とりわけ着目すべ

き点は、昨年は震災あるいは風水害と自然災害

が厳しい 1 年でございました。その過程におきま

しても、皆様方のご努力で重大な事故を引き起

こすことなく今日まで来ることができたと考えて

おります。皆様方のご努力の賜物と敬意を表す

る次第でございます。

年末年始に高圧ガスの事故に関する 1 年分の

記録に目を通させていただきました。その中には

一般ガス、すなわち産業ガスあるいは医療ガス

の事故の件数が約 40 ～ 50 件含まれております。

読んでみて思った点を申し上げたいと思います。

個々の事故の原因あるいは対応は極めて多種

多様でございます。ただし消費サイドにおける

事故を見ますと、基本的な分野における誤操作、

あるいは判断ミスが大変目立っていたと思いま

す。一方、製造事業者サイドで見た場合におい

ても残念なことに誤操作、あるいは判断ミスに基

づくものが少なからずありました。残りの多くは

漏えい事故でございました。その原因につきまし

来賓ご挨拶

　　　　　　　　高圧ガス保安協会

会長　市川 祐三 殿
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ても、経年の劣化によるもの、あるいは熱応力に

よる亀裂、更には締め付けの管理不良によるも

のでございました。それも多岐にわたるものでご

ざいましたが、いずれの事故を見ましても、共通

していることがございました。それは事業者の皆

様方が、迅速かつ的確な対応をそれぞれにおい

てしてこられていることです。異常の感知につい

ても、運転時における異常だけではなく、日常点

検あるいは定期検査の結果として感知されるとい

うことも多々ございました。異常を発見した場合

の原因究明を行い、それに応じた安全確保策を

ハード面、ソフト面で講じたうえで再稼働に結び

付けるということが全ての事象において行われて

きたことは非常に印象的でした。これらの迅速か

つ体系的な対応は、単に法律上の義務ではなく、

事業者が自分の事業所、客先で絶対に事故を起

こしたくないという決意、それに基づく自主的な

努力の結果であると理解しております。

これらの現場における一つ一つのご努力の積

み重ねが大きな事故になることを防ぎ、また昨今

の保安の問題における良好な状況に結びついて

いるのではなかろうかと思います。皆さまのご努

力に改めて敬意を表したいと思います。

ただし、これに満足することなく、事故ゼロを

目指して更なるご努力を各現場でお願いしたいと

思います。協会といたしましても自らの業務を通

じまして、皆様方のご努力に対して最大限の支

援をしてまいる所存でございます。また先ほどの

お話しでも JIMGA の組織としての容器の管理等

があげられておりましたが、我々といたしまして

も JIMGA との協同を通じて、安全の確保のため

に更なる努力を続けていきたいと考えております。

産業ガス・医療ガス事業の益々の発展およ

びより一層の安全と、ご参集の皆様方の益々

のご健勝を祈念いたしまして、私の挨拶とい

たします。
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あけましておめでとうございます。本日は

皆様方お忙しいなか、ご参集いただきまして誠

にありがとうございます。

二点ほど申し上げます。まず一点は間会長

からもお話し申し上げましたとおり、なかなか

業界を取り巻く環境が改善していかないという

ことでございます。何といっても私共の業界

は、他の産業が活動水準を上げて元気になった

その後で潤うわけでございます。言うなれば先

憂後楽の産業でございます。今日は行政の皆様

もたくさんおられますので、経済政策を大いに

頑張っていただきたいと思います。ただ年末年

始でテレビなどを観ておりますと、今年はずい

ぶん産業界の方々に気合が入っているような感

じがしました。太陽のマーク、曇りのマーク、

雨のマークのどれかというと、太陽のマークが

結構挙がっておりましたので少し期待をしてお

ります。

本日たくさんの方にお集まりいただきまし

たが、私が密かに楽しみにしておりましたの

は、ご参集の方々の数でございます。今日来て

いただく予定の方々は 453 人でございまして、

最近にない高い数字でございます。参考までに

申し上げますと、リーマンショック直後の出席

者は 380 人でした。東日本大震災の翌年は 400

人です。昨年は 412 人で、今年は 453 人でござ

いますので、業界の方々も新年会に行ってみる

か、という気になっていただいているというこ

とで、少しずつ様子は変わってきているのでは

ないかと期待するところでございます。

二点目はかねがね心配しておりましたサイ

バー攻撃が我が業界に向けられました。我々は

重要な産業・医療のインフラを扱っており、そ

ういうところへのサイバー攻撃はある程度心配

されたところでございます。すべてのプラント

が止まるなど、とんでもないことにはならな

かったのですが、今後もそのような問題につい

てはセンシティブに戦っていかなければなりま

せん。間会長ともご相談しますが、JIMGA と

しても何かできることはないか、ある程度の情

報を会員でシェアすることができないか、これ

から考えていきたいと思っております。

それでは本日ご参集いただきました皆様方

の会社の益々のご発展、組織の益々のご発展、

皆様方のご健勝を祈念いたしまして乾杯をさせ

ていただきます。

　　　　副会長　今井 康夫

乾杯挨拶
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先ほど会長のご挨拶で、去年は「まさかの

年」だったというお話がありました。確かにま

さかの年だったのですが、まさかということが

最近は毎年のように起こるようになってきてお

り、今年は「またかの年」になるかもしれませ

ん。多分、今思ってもいないようなことが今年

も起きますから、それにびっくりしないように

頑張っていきたいと思っております。

また KHK の市川会長のお話にありましたよ

うに、色々な事故が起きております。事故ゼロ

に向けて頑張らなければならないのですが、事

故というのは起きるものです。どんなに頑張っ

ても起きる事故は起きることがあります。会長

のお話の中で重要だと思いましたのは、起きた

時にどう対処するかです。これが我々の業界を

守っていくのだと思いますし、これに対して真

面目に取り組んでいくことが大切です。

もう一つ大切なことがあります。うちの会

社でガスの事業は儲からないなということで

調べてみたら、容器や設備、運送費などのガ

スにかかるコストの計算がいかにできていな

いかが良く分かりました。このようなことを

緻密にやらなければいけない。そういうこと

をきちんとやりながら、皆で力を合わせてこ

の業界を盛り上げるような年にしていきたい

と思います。

　　　　副会長　鈴木 慶彦

中締め挨拶
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日　時：平成28年11月29日（火）14:00 ～ 16:35

会　場：メルパルク大阪

議　長：会長 間　邦司

議　事：

1．開会

理事会は理事定数 19 名のうち 18 名、評議員会

は産業ガス部門評議員定数 38 名のうち 29 名、医

療ガス部門評議員定数 48 名のうち 38 名が出席し、

それぞれ定足数に達して本会議が成立することが

宣言された。

2．議長選出

理事会運営規程第 5 条、評議員会運営規程第 7

条に基づき、間会長が議長席に着いた。

3．議事録記名人選出

理事会運営規程第 6 条により、今井副会長、矢

原副会長および柳下代表監事を選出した。

また、評議員会運営規程第 7 条により、田畑評

議員および曽我部評議員を選出した。

4．決議事項

第 1 号議案　入会希望事業者審査の件 .

事務局より、入会希望事業者（産業ガス部門 1

社、医療ガス部門 3 社）の提案がなされ、審議の

結果拍手をもって提案通り承認された。

5．報告事項

（1） 平成28年度産業ガス部門上期活動報告（主要

課題抜粋）

1）産業ガス部門全般

主要行事の開催状況について報告された。

2）総務部会

総務部会の開催状況、議題および会費基準の

改正検討について報告された。

3）広報委員会

広報委員会活動について、以下の事項につい

て報告された。

①協会ウェブサイトの充実

会員連絡の積極的発信に注力している。特に

会員向けの行政情報について数多く提供した。

②産業ガスレポート

春号（Vol.34）に続いて、秋号（Vol.35）を発行

した。

③ JIMGAnews

偶数月末に継続して発行している。主な記事

の内容を掲出。

④マスコミへの発信

6 月の定例記者会見、当日行われた記者懇談会

の他、会長インタビューの申し入れへ対応。挨拶

文の寄稿依頼と掲載状況を紹介。

4）企画部会

各 WG の活動について以下の通り報告された。

①長期停滞容器回収推進 WG

貸出容器の有償化を進めるため「容器使用料の

考え方」について文書を取りまとめ、延滞料から

使用料へシフトするための考え方を整理した。企

画部会にて承認後に協会のウェブサイト会員ペー

ジに掲載している。本日の理事会・評議員会合同

会議後に一般にも公表する。容器管理指針につい

ては 40 都府県から発行された。未発行の県につ

いては発行に向け、返却期限の記載されていない

指針については期限を記載してもらうよう引き続

き取り組む。

平成28年度第2回部門理事会・評議員会合同会議 議事録
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②物流 WG

タンクローリの製品輸送に係る CO2 排出量統

計を実施、2015 年度の 2006 年度比燃料原単位は

102.1 となった。前年より輸送量、走行距離が増

加し、燃料原単位、CO2 排出量とも増加したが、

中期的には輸送量が増加しながらも 2006 年か

ら燃料原単位を維持しており、効率配送を実現

していることが確認された。また、「高圧ガス輸

送における CO2 排出削減の取組み」のパンフレッ

トを全面的に見直し、協会ウェブサイトにて公開

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。例年通り、10 月に特別回収活動を

実施した。今年度は、放置容器の破裂事故が続発

したため、注意文書の配布や集計項目の追加を

行った。

5）容器RFタグ運営委員会

RF タグの装着について、全国展開の状況が報

告された。9 月末時点で全国 257 拠点において装

着・運用され、約 72 万本の容器に装着されたこ

と及び運用会社数も 72 社となったことが報告さ

れた。

高 圧 ガ ス 業 界 以 外 で の 利 用 拡 大 を 目 指 し、

JIMGA ミドルウェアの改修を完了した。また、

メーカーに開発を促してきた小型容器用 RF タグ

2 種類が上市され、これを試用・評価する取り組

みを開始した。普及推進策として、容器検査所で

の装着に向けた取り組みとして全国高圧ガス容器

検査協会に対する説明会を継続実施した。

6）EDI運営委員会

JIMGA-EDI の普及促進活動として説明会実施

について報告された。JIMGA-EDI はまだあまり

利用されていないが、管理費用の管理についてシ

ステム会社と取り決めた。また、会員－非会員間

の取り引きでの利用を可として、利用料金を設定

した。

7）技術・保安部会

8）環境・安全部会

9）国際部会

注）技術・保安部会、環境・安全部会、国際部

会の活動報告は、技術・国際ニュースに詳細が報

告されていますので、省略します。

（2）平成28年度中間決算収支計算書報告の件

中間決算収支計算書に基づき、 事務局より

JIMGA の平成 28 年度上期（4 月 1 日～ 9 月 30 日）

の総括収支予算・実績対比が報告された。

（3）その他の報告事項

内部監査の結果、今後の主要日程および会員

の現状について報告された。

以上すべての議題の審議・決議及び報告がなさ

れ、16 時 35 分に平成 28 年度第 2 回部門理事会 ･

評議員会合同会議を閉会した。
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会場の模様

活動報告 会議後の懇親会

間会長挨拶
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会員の現状・今後の主要日程

1．会員の現状
　　　　　　　　　平成 28 年 11 月 30 日現在

医療ガス部門 産業ガス部門 合　計

正　会　員 744 社 299 社 1,043 社

賛 助 会 員 － 22 社 22 社

海 外 会 員 － 5 社 5 社

合　計 744 社 326 社 1,070 社

2．今後の主要日程

行　事　名　称 開　催　予　定　日 会　場

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

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

平成 30 年 賀詞交歓会 平成30年 1月11日（木） 16：30～ 経団連会館
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ナイスショット

「やっと会えました。全然変わりませんね、

ミスター・ウエハ！」

シンガポールのホテルで長時間の会議から解

放されて会議室を出ると、中年男性が笑顔で私

に近づいて来ました。元社員のジョーさんでし

た。28 年振りの再会でした。私の来星を知り会

議室の外で待ってくれていたのです。

彼は私がイワタニ・インダストリアルガス・

シンガポール社（IIGSIN）赴任中に初めて採用し

た社員の 1 人です。私は必死でガス関連の知識

を伝授し、彼も見事それに応え、最後は工場責

任者を任せる迄になりました。私の脳裏に 1985

年当時の記憶が一気に蘇って来ました。

シンガポールがマラヤ連邦から独立宣言をし

て 20 年目に当たる 1985 年、私はこの国に初め

て赴任しました。33 歳の時です。奇跡と謳われ

た高度成長が初めてマイナスに転じた時期でも

あり、IIGSIN 社が、酸素ガス、アセチレンガス

は他社から調達しながら、アルゴンガス、炭酸

ガス、ハロンガス、フロンガス、DME などの充

塡及び周辺国への輸出を含めた販売を拡大して

いた時期とも重なります。そしてその年の 9 月

にプラザ合意が締結されます。それまでの 1 シ

ンガポールドル 110 円時代から、私の赴任最終

年の 1989 年には、60 円台にまで高騰したと記憶

しています。

再会の約束
JIMGA副会長　上羽　尚登
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エッセイ　再会の約束

サンズスカイパーク展望台より

日本企業の海外進出ブームもあり、合意以降

シンガポールは飛躍的な経済成長を遂げます。

今や人口 6 百万、1 人当たりの GDP は日本の 1.5

倍。日本料理店も 800 軒を数え、街は世界中の

高級車で溢れています。

18 ヶ所あるゴルフ場の面積も 1,500ha と、国

土の 2% を占めています。このため近年、土地

の有効活用からゴルフ場の用途変更が相次ぎ、

私がよく利用したジュロン・カントリー・クラ

ブ（JCC）も、昨年末に残念ながら閉鎖されまし

た。ワンバッグ・ワンキャディーのフェアウエー

に汗と涙が染み込んだ、私には生涯忘れること

の出来ないゴルフコースです。　

2016 年、シンガポールからの訪日者数は 36

万人を数え、日本との関係も独立以来、発展し

続けています。シンガポールでは今、国家百年

の計の一環として大規模開発が急ピッチで進ん

でいます。その中核が 2026 年開通予定のシンガ

ポールとクアラルンプールを結ぶ首都間高速鉄

道プロジェクトで、その発着駅が JCC 跡地にな

る筈だとジョーさんから聞かされ、その時は必

ず再会しようと固い握手をして彼と別れました。

弊社の事業を通じ、両国の経済発展と友好関

係の一助となるべく更に頑張ろうと、改めて思

いを強くした瞬間でもありました。（うえは・ひ

さと＝岩谷産業株式会社 取締役副社長）
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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・

新規規格化案件への対応および容器再検査の新技

術の採用に向けた動向調査、検討を中心に活動し

ています。

ISO 規格では、13 件の改訂案等に対応すると

ともに、ISO/TC58/SC4 国際会議や国内委員会へ

の参加により情報収集に取り組んでいます。

今年度、経済産業省委託事業「高圧ガス容器の

再検査に関する調査研究委員会」（日本非破壊検

査協会受託）が発足し、企業実証特例制度（東芝

等）で行ってきた AE（アコースティックエミッ

ション）や UT（超音波検査）による容器再検査に

ついて一般規制化の検討が開始されました。当委

員会には JIMGA からも委員として参加しています。

当 WG では、これまで高圧ガス保安法での採用

可能性に向けて AE 作業部会を設置し調査してき

ましたが、上記委員会での検討状況を共有、対応

を協議して、JIMGA の意見を委員会で反映する

よう対応しています。

超低温貯槽WG

平成 28 年度は以下の事項について活動を行い

ました。来年度も積極的に活動していきます。

（1）自主基準の作成

ユーザーの知識向上とトラブル防止を目的と

して「コールドエバポレータ附属品の取扱い要領

（JIMGA-T-S/102/16）」を作成し、1 月に JIMGA

ウェブサイトで公開しました。今後も内容を拡充

しながら情報提供していく予定です。

（2）ISO/TC220（超低温貯槽）への参画

10 件の ISO 規格の制定、改定作業に対応し、6

月にフランスで開催された国際会議に参加しまし

た。今後も積極的に参画して、国内の意見の反

映、情報の収集に努めていきます。

（3）教育活動

九州地域本部、東北地域本部の保安セミナー

で「CE 設置事業所・ローリ運行事業所関係基準」

に関する講演を行い、会員への教育活動を行いま

した。また WG メンバーのスキルアップを目的

として、日本 CCS 調査㈱にて見学研修会を行い、

新技術に関する知見を深めました。

充塡技術WG

平成 28 年度は、下記活動を実施いたしました。

（1）「酸素ガス充てん所作業基準」（追補）作成

12 月 5 日開催技術審議委員会に上程承認。

従来の観点のみでなく基本から充塡圧力に関

して検討すると共に、近年充塡方法として実施さ

れている重量法による充塡に関する各種情報を収

集しました。これらを体系的に取りまとめ、平成

19 年作成の「酸素ガス充てん所作業基準」の追補

として、医療部門、炭酸ガス技術 WG からも参

加していただき作成しました。本追補は JIMGA

ウェブサイトの会員ページに掲載中です。

（2）「カードル自主技術指針（初版）」の見直し

現在、見直しを継続し最終校正中です。次回

技術審議委員会に上程を予定しています。

（3）普及啓発セミナーへの参加

「産業・医療ガス臭気問題に関するレポート」

に関し各地域本部のご協力をいただき 7 地域本部

で参加することができました。また、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

しました。

保安対策WG

（1）CE実務Q&AをJIMGAウェブサイトに掲載

CE の取扱実務や関連法規等についてよくある質

技術・国際ニュース
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問事項を Q&A 形式でまとめた「CE 実務 Q&A」に

ついて、昨年 6 月の技術審議委員会での承認を経

て、8 月より JIMGA ウェブサイトに掲載しました。

（2）高圧ガスハンドブックの改訂

平成 28 年 11 月の高圧ガス関係法令改正を含め

た最新情報を提供するため、第 3 次改訂版の改訂

作業を行い、昨年 12 月の技術審議委員会にて承

認をいただきました。本年 2 月より発刊していま

すので、高圧ガス関連事業の保安にお役立て下

さい。

（3）CEローリ単独荷降ろしに係る基準の検討

CE へのローリ荷降ろし作業を CE 設置事業者

の立会・監督なしに行う場合の安全確保に必要な

要件を検討しています。責任範囲の明確化や運用

に必要な手順書等の整備を図り、今後 JIMGA 基

準化およびファスト・トラック制度による基準認

定を目指します。

（4）地域本部との連携

平成 28 年度は東北地域本部、中国地域本部の

セミナーにおいて「CE 実務 Q&A」の説明を行い、

高圧ガス関連事業者の知識向上と実務への活用促

進を図りました。

（5）スキルアップ研修

㈱ CRC 西日本および共英製鋼㈱を視察し、容

器の安全かつ環境に配慮したくず化・リサイクル

処理について学びました。

教育研修WG

平成 28 年度も JIMGA ウェブサイトを活用し

た安全教育用教材（e- ラーニング）の作成・改訂

とその PR 活動に重点的に取り組みました。

まず、8 月に「高圧ガス安全基礎知識」の改訂版

をリリースしました。今後は新しく作成した「高

圧ガス安全基礎知識」（ダイジェスト版）と合わせ

て、産業ガスに従事する事業者を中心に幅広くご

利用いただけるよう努めてまいります。（今年度

は JIMGA 北海道地域本部セミナーで利用説明会

を実施しました）

これに並行して、JIMGA 地域本部からのご要

望を受けて、e- ラーニング「溶解アセチレンの安

全な取り扱い」の制作に取り組んでおり、平成 29

年度の上期に新規リリースの予定です。

また、WG メンバーのスキルアップ研修として、

11 月に日本 CCS 調査㈱の見学を実施しました。

今後も産業ガスの利用や取り扱いに関する教

育・研修活動に注力していきます。

安全統計WG

（1）事故情報の収集と活用

会員、外部ソースより入手した 4 件の事故情報

を JIMGA ウェブサイトに掲載しました。

　・中国アセチレン㈱事故情報

　・高圧ガス容器破裂事故（3件）

（2）労働災害統計

平成 27 年労働災害統計調査報告を平成 28 年 6

月に JIMGA ウェブサイトに掲載。会員 257 社よ

り報告をいただきました。JIMGA 度数率は 0.53、

強度率 0.02 となり、全国製造業平均、化学工業

平均、EIGA 平均（欧州産業ガス会社 6 社）のいず

れをも下回っています。

（3）高圧ガス関連事故（災害）の分類・解析

KHK の高圧ガス事故統計資料の平成 20 年～

27 年の高圧ガス事故の火災・爆発事故について

傾向分析を行いました。

（4）「安全ニュース」の発行

KHK と産業ガスの事故比較による分析を行い、

平成 28 年 12 月に「安全ニュース NO.11」を発行。

（5）平成28年度の保安セミナーについて

以下の地域本部にて保安セミナーを開催：四国

地域本部（8 月 24 日）、関東地域本部（10 月 27 日）、

東海・北陸地域本部（12 月 8 日）、中国地域本部（2

月 7 日）、近畿地域本部（2 月 27 日）、東北地域本

部（2 月 28 日）
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ヘリウム技術WG

平成 28 年度の活動として昨年度より継続して

進めていた 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改定作業につ

いて、今年度技術審議会において承認をいただき

ました。昨年秋にウェブサイトに掲載しましたの

で、ご利用ください。

また、2015 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、ダイビング高圧ガス安全協会からの情報収集

や、周知文書等の確認により、実態調査していま

す。また、過去の事故事例についても再度整理

し、WG で作成した冊子等の改正が必要かどうか

についても検討しています。

炭酸ガス技術WG

炭酸ガス関連会員 18 社にて構成され、代表 8

社にて 2 ヶ月に 1 度の定例会および年 1 回の全体

会議を開催しています。技術・保安部会、環境・

安全部会、国際部会等の WG にも委員として参

画し、その活動報告を中心に情報の共有化を図

り、固有のテーマについて活発な議論を進めてい

ます。

昨年 11 月に全国で実施した「炭酸ガス保安講

習会」の総括を実施するとともに次回への講習会

に向けてサブ WG を立ち上げ、目標課題につい

て積極的に取り組んでいます。

講習会等で使用する「炭酸ガス状態実験」や「炭

酸ガス CE ならびに関連設備の取扱い」のビデオ

内容の見直しを図り、より分かりやすい教育資

料になるよう協議を重ね、編集・製作等を行い

ました。

ヒヤリハット事例集（炭酸ガス編）は、代表 8

社のメンバーを中心にサブ WG で積極的に取り

組み、教育用資料として作成しました。また、

技術審議委員会に上程し承認を得て、JIMGA

ウェブサイトにも掲載しました。事故事例（炭酸

ガス編）の教育資料改訂にも同様に取り組んでい

ます。

定例会メンバーのスキル向上と情報収集のた

め、炭酸ガス関連設備を中心に現地研修会を実施

しました。

溶解アセチレン技術WG

平成 27 年 8 月 5 日に発生したアセチレン工場

の事故について、事故調査委員会より要請があ

り、当 WG より委員を派遣して、事故の原因究

明および安全対策の策定等に協力しました。平

成 28 年 8 月に事故調査委員会より最終報告書が

公表されましたので、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当 WG で検討

し、JIMGA の「溶解アセチレンの製造に関する

基準」の見直しを進めています。

また、KHK より依頼を受けて、ISO/TC58 国

内審議委員会へ委員を派遣しています。

＜溶解アセチレン容器をお取扱いの皆様へ＞

　溶解アセチレンの容器に関して、次のガイ

ドラインを守っていただきますようにお願い

します。

「溶解アセチレン容器の非アスベスト化を

促進することを目的として、アスベスト含有

固形マス容器の使用期限の目処を容器製造後

38 年とする」

このガイドラインは平成 18 年に皆様にお知ら

せしましたが、ここで更に皆様に認識していただ

きますよう再度ご案内いたしました。

水素技術WG

平成 28 年度は、前年度作成した講習会用資料
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を基に、地域本部と連携して「水素ガス取扱い上

の基礎知識」（改訂版）の講習会を全国 4 か所で実

施（九州地区は調整中）し、延べ約 250 名のご参

加をいただきました。今後も引き続き、安全確保

の活動に努めます。

また、期中に見直し要請のあった「圧縮水素運

送自動車用付属品の技術基準」（H16.11 版）につい

ては、前年と同様にサブ WG を立ち上げて、他

の関連基準も含め次年度内完成を目指し、確認・

改訂作業に取り組み中です。

今年度 WG 会議は 3 回（サブ WG 会議は別途 3

回）開催しました。第 2 回 WG 会議では、青森県

六ケ所村の次世代エネルギーパークを訪問し、会

員各社の技術・知識向上を図りました。第 4 回

WG は 3 月に JIMGA 本部で開催の予定です。当

WG は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 等との情報共有化や協働について積極的に対

応していきます。

特殊ガス技術WG

（1）容器基本通達の改訂

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

不具合が発生していることから、同通達の改訂案

を高圧ガス保安協会に説明を行い、内容の確認を

進めています。

（2）JIS Z 7253対応のSDSに関する検討

JCSS 対象製品で混合ガスの SDS について各社

分担して作成を行い、問題点について討議を進め

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ガイドラインの改定を

進めるとともに、各社の同ラベルの運用状況を確

認のうえ、修正を進めます。

（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ます。

（5）研修会の開催

今年度もメンバーのスキルアップを目的に、

昨年 10 月 27 日にバルブメーカーであるフジキン

㈱つくば先端事業所の見学を実施しました。

（6）その他活動

昨年度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、講習を実施しました。

水素スタンドプロジェクト

水素スタンドプロジェクトが NEDO より受

託している規制適正化事業プロジェクトのうち、

｢液体水素による貯蔵・水素スタンド規制・基準

の検討｣について、技術基準案の作成に資するリ

スク評価のために必要な実験データの検討を行い

ました。具体的には

① 離隔距離の根拠を示すため、漏洩実験、燃焼・

爆発実験の仕様を検討

② 超高圧の液化水素環境下で使用可能な実用的高

強度材料の安全性の根拠を示すため、材料試験

の仕様および得られたデータを検討

を行いました。

また液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド

関連技術の調査として、

① 海外の液化水素ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド

の調査

② 既存の液化水素ポンプの調査

③産業ガス用途の液化ガスポンプの調査

を実施しました。

　今後の課題としては液化水素ポンプ昇圧型圧縮

水素スタンドの技術基準（案）の作成ならびに法

制化審査への対応を行います。
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2．環境・安全部会
環境保全WG

経団連では、産業界の主体的な地球温暖化対

策の取り組みとして、2020 年度の CO2 削減目標

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）を通して参加しており、

会員 63 社からいただいた 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、

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

直しに関しては、産業ガス業界としての影響の大

きさやこれまでの省エネの取り組みを訴え、会員

各社が不利益を受けないように活動し、ほぼ従来

通りの減免率を確保できる制度となりました。

その他、WG メンバーのスキルアップ研修とし

て、北海道の日本 CCS 調査㈱苫小牧 CCS 実証試

験センターを平成 28 年 11 月に見学しました。実

証試験センターでは、製油所から発生するガスか

ら二酸化炭素だけを取り出し、井戸を通して海

底の下の地層へ貯留する実証試験を実施してい

ます。

化学品安全WG

平成 28 年度は、主に以下の 3 項目を中心に活

動を行っています。

（1）JIS改訂について

JIS は 5 年毎に改訂検討を行い当 WG はアルゴ

ン、酸素、窒素を担当しています。

今回はアルゴンと酸素の改訂を実施します。

改訂の内容は、アルゴン（JIS K 1105:2005）はアル

ゴン中の窒素の測定にプラズマ分光式窒素分析計

を追加、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追加です。

今年度は、改訂案を 4 月に規格調整分科会（主

催 : 日本規格協会）と昨年 12 月に最終審査として

化学・環境技術専門委員会（主催：経済産業省）

の審査を受け、改訂案は承認されました。改訂

JIS の公示は、3 月中に予定されています。

（2）リスクアセスメントについて

平成 28 年 6 月に「化学物質のリスクアセスメ

ントの実施」が労働安全衛生法で義務化されたこ

とに伴い、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の見直しについて

昨年 11 月に高圧ガス保安法の液化ガスや毒性

ガスの定義の変更、また GHS では可燃性ガスの

GHS 分類の変更がありました。この改訂に伴い

本 WG 作成の SDS などの見直しを行いました。

3．国際部会
IHC対応WG

昨年 7 月 19 日～ 20 日に第 39 回 IHC（国際整

合化委員会）ロンドン会議が開催されました。国

際整合化文書および新規文書テーマ選定では、

JIMGA と AIGA が共同で対応している「特殊ガ

スのギャップ分析」の進捗確認が行われました。

また、7 月 21 日には医療ガスに関する情報交換

会を行い、CGA は PIC/S 文書からくる米国重要

法規制問題を取り上げ、次回の IHC の調整会議

で報告することになりました。

10 月 19 日には、IOMA グローバル委員会が初

めてウェブを利用して開催され、Bernd Eulitz 氏

（リンデ）が副議長に選出されました。10 月 25 日

～ 26 日には米国サンディエゴにて第 73 回 IOMA

総会が開催され、IHC 活動の紹介がありました。

また、IHC 功労賞には John Bernard 氏（プラック

スエア）が選ばれました。これまで年 2 回行われ

たグローバル委員会は今後、1 回はウェブ会議と

することになり、2017 年 5 月の会議はウェブ会議、

11 月は第 74 回ドバイ IOMA 総会において全体会

議を行うことになりました。

国内での基準整合化文書は、12 月に IHC-Doc/ 



産業ガスレポート vol.36 産業ガスレポート vol.36 22

技術・国際ニュース

37/16「酸素と不活性ガスの安全な排気」が参考文書

として発行され、全 37 基準となっています。

規制改革WG

経済産業省主催の高圧ガス小委員会において

審議されていました「液化ガスおよび毒性ガスの

定義見直し」が行われ、平成 28 年 11 月 1 日に高

圧ガス保安法一般則等が施行されました。その

間、パブリックコメント募集（9 月 17 日～ 10 月

16 日）の意見提出、経済産業省からの JIMGA 会

員への確認依頼事項に対応しました。

「ファスト・トラック制度」は 10 月 3 日に経済

産業省より制度運用開始について公表され、高圧

ガス保安協会（KHK）が昨年末より申請受付を開

始しました。その概要について周知しました。

「容器検査への AE（音響検査）/UT（超音波検

査）の適用」は、実証試験報告書に基づいた第 3 者

による検討と提言を行うために、「高圧ガス容器

の再検査に関する調査研究委員会」が 9 月に発足

しました。現在まで 6 回の委員会が行われ、来

年度中を目標に省令の改正を行う予定になって

います。
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1．JIMGA本部との合同会議

日　時 : 平成28年10月14日（金）15:00 ～ 17:00

場　所 : 札幌全日空ホテル

出席者 : JIMGA本部4名

 北海道地域本部8名

内　容 : 

JIMGA 本部より間会長、永江専務理事、瀬戸

常務理事、保坂常務執行役員の 4 名、北海道地域

本部からは曽我部本部長以下、幹事および事務局

の 8 名が参加し、総勢 12 名により合同会議が開

催されました。

冒頭、間会長の挨拶、曽我部本部長の挨拶に

引き続き、本部からの説明（消費税率引き上げに

伴う動向説明、平成 28 年度の電力、エネルギー

問題、医療ガス保安講習会の予定、医療用ガスボ

ンベ誤認防止に関する取り組み、容器 RF タグ全

国展開の状況等）の後、北海道地域本部からの活

動報告（北海道地域本部の組織・会員紹介、北海

道地域本部昨年度の活動状況報告、今年度の主な

活動予定報告（産業ガス部門、医療ガス部門））を

行いました。

その後のフリーディスカッションにおいては、

容器使用料、長期停滞容器に対する保安強化の

取り組み、事故発生事例の横展開、再エネ賦課

金、規制緩和（複合容器耐用年数延長、液酸ロー

リフェリー輸送問題、水素ステーションの保安距

離・保安体制）等について意見交換が行われまし

た。最後に永江専務理事の総評により会議を終了

しました。

2．保安セミナー

北海道地域本部は、北海道溶材商業会との共

催により保安セミナーを開催しました。

日　時 : 平成28年10月25日（火）13:30 ～ 16:00

場　所 : エア・ウォーター㈱　北3条ビル

受講者 : 42名

内　容 : 

①　 e-ラーニング「高圧ガスの安全基礎知識 改

訂版」解説

　　　JIMGA技術保安部会 教育・研修WG委員

　　　　柴田　善弘　氏

②　 「産業・医療ガスの臭気判定について」解説

　　　JIMGA技術保安部会 充填技術WG委員　

　　　柴田　展良　氏

冒頭、曽我部北海道地域本部長からは「毎年

JIMGA 北海道地域本部と北海道溶材商業会との

共催で保安セミナーを開催している。今後も継

続して保安向上に資する」とのご挨拶がありまし

た。その後 JIMGA 本部徳冨常務執行役員から「容

器破裂事故もあり、JIMGA として、今後も地域

セミナー等により保安の向上を図っていきたい」

とのご挨拶がありました。始めに e- ラーニング

「高圧ガスの安全基礎知識 改訂版」解説、引き続

北海道地域本部

間会長挨拶

曽我部本部長挨拶
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いて「産業・医療ガスの臭気判定について」解説

を実施しました。北海道地域本部では、継続して

「保安セミナー」を開催し、保安の強化・推進の

啓発活動に努めていきます。

柴田委員による解説

保安セミナーの模様

3．視察会

日　時 : 平成28年12月7日（水）8:30 ～ 17:00

場　所 :  北海道電力㈱石狩湾新港火力発電所建設

現場

 サッポロビール㈱北海道工場

参加者 : 18名

内　容 : 

まずは、平成 31 年 2 月に営業運転を目指して建

設が進められております北海道電力㈱石狩湾新港

火力発電所建設現場を視察しました。冒頭、北海

道電力㈱石狩湾新港火力発電所建設所次長の袴田

様より建設計画概要、現在の建設進行状況につい

ての説明がありました。その後、現場視察に移

り、石狩湾新港発電所の建設現場と石狩 LNG 基

地建設現場を視察しました。

次に恵庭市のサッポロビール㈱北海道工場を

視察しました。工場内の見学ルートに従い、こだ

わりの原料が、おいしいビールになって、家庭に

届くまでの製造工程について説明を受けました。

最後においしいビールの注ぎ方、飲み方の説明を

聞きながら試飲をして見学会を終了しました。

建設計画概要説明

発電所棟建設現場

サッポロビール㈱北海道工場　見学の流れ

原料についての説明
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1． 消費者向け高圧ガス保安講習会（宮城県高圧

ガス保安協会）

平成 28 年度消費者向け保安講習会は、宮城県

内 3 箇所の会場で開催されました。主に鉄鋼業、

自動車関連業、建設業等の現場で実際高圧ガスを

取り扱う消費者に受講いただき、実際に屋外でア

セチレンの逆火実験を行いました。逆火した火炎

が配管内を一瞬で走る様子や逆火防止器まで到達

し、大きな爆発音がしてボールを高く吹き飛ばす

様子等を体験し、爆発音の大きさや威力の凄さを

体感していただきました。

また、今年度は 2 月 17 日（金）に販売事業者向

け保安講習会を仙台市内で開催しました。

1回目

日　時 : 平成28年10月12日（水）13:30 ～ 16:45

会　場 : 宮城県トラック協会トラック研修センター

受講者 : 47名

2回目

日　時 : 平成28年10月25日（火）13:15 ～ 16:30

会　場 :  宮城県トラック協会石巻輸送サービスセ

ンター

受講者 : 54名

3回目

日　時 : 平成28年11月8日（火）13:15 ～ 16:30

会　場 : 気仙沼市民会館

受講者 : 60名

内　容 : 

①　 高圧ガス保安法と最近の高圧ガス事故事例等

について 

②　安全なアセチレン溶接、切断作業について

③　高圧ガスの安全な取扱い方について

東北地域本部

消費者向け高圧ガス保安講習会の模様

逆火実演の模様
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2． 経済産業大臣表彰受賞および高圧ガス保安協

会会長表彰受賞

日　時 : 平成28年10月28日（金）13:00 ～ 18:10

会　場 : ANAインターコンチネンタルホテル東京

第 53 回高圧ガス保安全国大会において、東北

地域本部管内から、経済産業大臣表彰の優良販売

業者として、日本液炭株式会社東北支社殿が受賞

されました。また保安功労者として、秋田液酸工

業株式会社工場長スタッフ押切將美殿と株式会社

相場商店顧問佐藤宣明殿が受賞されました。

優良販売業者表彰の模様

保安功労者の皆さん
（左から 2 番目が押切殿、3 番目が佐藤殿）

保安功労者の皆さん
（右から 2 番目が窪田殿）

高圧ガス保安協会長表彰の保安功労者として

有限会社クボタ商会代表取締役社長窪田英一殿が

受賞されました。

3．東北地域本部統一正副本部長会議

日　時 : 平成29年1月30日（月）10:45 ～ 13:00

場　所 : ホテルメトロポリタン仙台

出席者 : 13名

内　容 : 

平成 29 年の年始にあたり、東北地域本部産業

ガス部門および医療ガス部門の各正副本部長によ

る「統一正副本部長会議」を開催しました。最初

に、坂本代表本部長より次のように挨拶がありま

した。

「昨年と比較して思うのは、若干雪が多いが、東

北においては助かる地域もある。また、顔色も若

干明るいと思われる。一部の業種・業界ではフル

生産が続いている、もしくは新たに増産に入るよ

うである。また、今まで見たことのないような国

際政治の変革が進んでいる。大統領が企業のトッ

プを呼び意見を言う等、政治と経済が繋がってし

まっている状況はどうかと思う。為替や各企業個

別の問題もあるが、アメリカの GDP そして日本の

GDP が少しずつ上がっていくことを期待したいと

思う。」

その後、一部役員の選退任、平成 29 年度の合

同定時総会、幹事会等の日程、JIMGA 会長表彰

候補者推薦他に関して協議が行われました。

統一正副本部長会議の模様
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1．合同幹事会

日　時 : 平成28年10月7日（金）15:00 ～ 17:00

会　場 : 浜松町東京會舘

出席者 : 本部4名　幹事29名（医療20名含）

内　容 : 上期活動報告、下期活動計画

 本部からの報告、懇談会

2．産業ガス保安セミナー

日　時 : 平成28年10月27日（木）13:30 ～ 17:00

会　場 : エッサム神田ホール2号館

受講者 : 98名

内　容 : 

①　 「産業・医療ガスの臭気問題に関するレポー

ト」についての解説

　　　JIMGA技術・保安部会　充塡技術WG長

　　　　農頭　重喜　氏

②　 「安全統計資料ヒヤリハット・事故事例から

学ぶ保安」（平成28年版）の紹介と、原因・対

策についての解説

　　　JIMGA技術・保安部会　安全統計WG委員

　　　　田中　純一　氏

 

保安セミナーの模様

3．炭酸ガス技術グループ　例会・研修会

日　時 : 平成28年11月18日（金）9:00 ～ 18:00

場　所 : ㈱日本製鋼所室蘭製作所

参加者 : 7名

内　容 :  ㈱日本製鋼所室蘭製作所を見学し、企業

の設備保全・安全管理・環境保全・物流

システムを視察した。

研修会参加者（室蘭製作所　瑞泉閣にて）

4．溶解アセチレン例会・研修会

日　時 : 平成28年11月22日（火）13:30 ～ 16:00

場　所 : デンカ㈱青海工場

参加者 : 11名

内　容 :  原料の採掘からカーバイド電炉までの一

連の化学製品の生産が展開されているデ

ンカ㈱の製造設備の概要・設備保全・安

全管理を視察した。

関東地域本部
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研修会の模様（石灰石採掘現場 218t ダンプ）

5． エア・ガス技術グループ、水素技術グループ

合同例会・研修会

日　時 : 平成28年11月25日（金）13:30 ～ 16:00

場　所 : 電源開発㈱若松総合事業所

参加者 : 9名

内　容 :  電源開発㈱若松総合事業所の石炭ガス化

複合発電技術（IGCC）や太陽光・風力発

電・バイオマス等のプラントを見学した。

研修会参加者（集光追尾型太陽光発電設備）

6．容器RFタグ推進グループ例会・研修会

日　時 : 平成28年12月8日（木）13:30 ～ 16:00

場　所 : ㈱ハマイ府中工場

参加者 : 11名

内　容 :  高圧ガス用バルブ・容器RFタグの構造

や製造工程を見学した。

研修会参加者

7．初級保安講習会

日　時 : 平成29年2月17日（金）13:30 ～ 16:30

会　場 : エッサム神田ホール2号館

受講者 : 72名

内　容 : 

①　高圧ガスの基礎知識

②　高圧ガス保安の基礎

③　高圧ガス事故事例

　　　関東地域本部　エア・ガス技術グループ

　　　　グループ長　新田　義浩　氏

④　JIMGAe-ラーニングの紹介

 初級保安講習会の模様

8．平成29年新年賀詞交歓会

日　時 : 平成29年1月18日（水）

会　場 : ホテル JALシティ田町東京

出席者 : 約200名
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内　容 : 

主催者を代表し、小池和夫代表地域本部長よ

り「我々の産業・医療ガス業界も、IoT やビッグ

データを活用し、ヒューマンエラーを減少でき

るのではないか」と先進技術の活用のご提言があ

り、また在宅酸素の事故の撲滅・RF タグの活用

にも会員の方々の協力をお願いするとのご挨拶が

ありました。

続いて挨拶に立った間会長は「厳しい経営環境

にはあるだろうが、関東圏のガス業界は 2020 年

のオリンピックに向けたインフラ整備に期待が持

てるのでは」と述べました。

乾杯のご発声で、西田産業ガス部門本部長は

「箱根駅伝のたすきリレーは、我々の業界におい

ては、自らの責任を果たし、安全にガスを納入し

ていくことになぞらえられるのではないか」と業

界が一致団結しての事故撲滅を強調し、乾杯とな

りました。

賀詞交歓会の模様西田本部長乾杯のご発声
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1．講習会

（1）平成28年度水素ガスセミナー

日　時 : 平成28年7月5日（火）13:30 ～ 17:00

会　場 : オフィスパーク名駅プレミアホール

受講者 : 43名

主　催 : JIMGA東海地域本部

内　容 : 

①　「水素ガス取扱い上の基礎知識（第1章～第4章）」

　　　JIMGA水素技術WG委員　

　　　　三宅　一也　氏

②　「水素ガス取扱い上の基礎知識（第5章～第9章）」

　　　JIMGA水素技術WG委員

　　　　堀内　武浩　氏

水素ガスセミナーの模様

（2）平成28年度JIMGA東海・北陸セミナー

日　時 : 平成28年12月8日（木）13:30 ～ 17:00

会　場 : 愛知県産業労働センター（ウインクあいち）

主　催 : JIMGA東海地域本部・北陸地域本部

受講者 : 67名

内　容 : 

①　「産業・医療ガスの臭気問題に関するレポート」

　　　JIMGA充塡技術WG長

　　　　農頭　重喜　氏

②　「JIMGAにおける保安・安全への取り組み」

　　　JIMGA常務執行役員

　　　　大沼　倫晃　氏

③　「JIMGAイエローカード改訂」

　　　JIMGA化学品安全WG委員

　　　　長谷川　光一　氏

④　「CE実務保安Q&A」

　　　JIMGA常務執行役員

　　　　徳冨　栄一郎　氏

セミナーの模様

2．防災訓練

（1）平成28年度岐阜県高圧ガス防災訓練

日　時 : 平成28年9月15日（木）9:00 ～ 15:40

場　所 : 鏡橋大橋北駐車場

主　催 : 岐阜県、岐阜県高圧ガス地域防災協議会

内　容 : 

①　LPガス車載車両事故想定訓練

②　充塡所地震発生時の対応想定訓練

（2）平成28年度愛知県高圧ガス移動防災訓練

日　時 : 平成28年10月19日（水）13:30 ～ 15:30

場　所 : ふれあいパークほうらい

主　催 : 愛知県、愛知県高圧ガス地域防災協議会

内　容 : 

①　液酸ローリー事故通報・応急訓練

東海地域本部
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②　 水素、アンモニア、シラン、アセチレン、

LPガス燃焼実験

防災訓練の模様

（3）平成28年度静岡県高圧ガス・危険物防災訓練

日　時 : 平成28年11月9日（水）12:30 ～ 15:00

場　所 : 菊川運動公園

主　催 : 静岡県、静岡県高圧ガス地域防災協議会

内　容 : 

①　LPガスローリの緊急措置訓練

②　 液化酸素、シラン、アセチレン、LPガス燃

焼実験他

3．高圧ガス容器全国一斉特別回収

回収期間 : 平成28年10月1日～ 10月31日

参加事業所数 : 32事業所

訪問先事業所数 : 1,485事業所

回収容器 : 262本（放置容器、不明容器合計）

4．研修会

（1） エアガス技術グループ、水素ガス技術グルー

プ、炭酸ガス技術グループ合同見学研修会

日　時 : 平成28年11月28日（月）13:30 ～ 17:00

場　所 : 日産化学工業株式会社　富山工場

参加者 : 11名

内　容 : 

①　日産化学工業㈱の歴史、富山工場の概要説明

②　 アンモニア製造プラントをメインに、富山工

場の主力製品工程を見学

日産化学工業㈱富山工場の研修会参加者

（2）アセチレン技術グループ見学研修会

日　時 : 平成28年12月13日（火）9:30 ～ 10:45

場　所 : 大日本アガ株式会社　大府事業所

参加者 : 6名

内　容 : 

①　 創業100年を超える大日本アガ㈱の会社沿革

の説明

②　 アセチレンをメインとする各ガスの充塡設

備、および容器再検査工程の見学

大日本アガ㈱大府事業所の見学参加者
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5．保安大会

第30回中部高圧ガス保安大会

日　時 : 平成28年11月17日（木）14:00 ～ 17:30

場　所 : 名古屋逓信会館

主　催 : 中部高圧ガス保安団体連合会

内　容 : 

①　中部近畿産業保安部長表彰式

②　中部高圧保安団体連合代表幹事表彰式

　　JIMGA より保安功労者表彰

　　　伊藤　洋司　殿（中京医療㈱）

　　　坂下　公朗　殿（杉浦高圧㈱）

③　祝賀会

6．賀詞交歓会

平成29年新春賀詞交歓会

日　時 : 平成29年1月5日（木）15:00 ～ 17:00

場　所 : ホテルキャッスルプラザ

主　催 : 東海高圧ガス溶材組合連合会

内　容 :  東海地域本部藤田代表本部長が来賓とし

て新年の挨拶を行いました。

賀詞交歓会の模様
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1．高圧ガス消費者保安講習会

日　時 : 平成28年11月2日（水）13:30 ～ 16:30

場　所 : 石川県地場産業振興センター

主　催 :  JIMGA北陸地域本部（産業ガス部門・医

療ガス部門共同開催）

受講者 : 70名

内　容 : 

①　高圧ガス保安法・自主保安

　　石川県危機管理監室消防保安課

　　保安グループ　専門員

　　　石田　恒巳　殿

②　ガスの組成・安全な取扱い

　　JIMGA 充塡技術 WG 委員

　　　浜本　聖隆　氏

③　設備の構造・保安管理

　　JIMGA 東海地域本部　技術部会委員

　　　荻上　仁　氏

谷屋本部長挨拶（要旨）

本日はお忙しい中、高圧ガス消費者保安講習

会を受講いただきありがとうございます。皆様に

は日頃より高圧ガスをご使用いただくと共に、そ

の安全に対して格別のご配慮をいただいており、

この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。ま

た本講習会の開催にあたり、多大なご協力をいた

だきました石川県危機管理監室消防保安課の皆様

に厚くお礼を申し上げます。

さて、統計上平成 27 年の事故件数は 729 件と

なり、前年比 7％減となっております。そのうち

災害事故は 429 件で 12％増、喪失・盗難事故は

300 件で 26％減となっておりますが、災害事故

増加のうち冷凍事業所の漏えい事故が 30 件増加

と突出しています。その他は検査管理不良、容

器管理不良、誤操作を原因とする事故が発生し

ております。

また、今年は「放置容器」の破裂事故が多発し

ております。当協会では北陸高圧ガス溶材組合と

協力し、今年も 10 月 1 日から 31 日まで「高圧ガ

ス容器全国一斉特別回収」を実施しております。

高圧ガスに関する事故を防止するためには、皆様

方のガスや機器に対するご理解と安全へのご協力

が不可欠であると思っております。

更に「容器の喪失・盗難」が 300 件を占めてお

ります。これらの容器が海外へ持ち出されたり、

金庫の破壊、テロなどに使用される危険性があ

り、保管に充分注意していただく必要がありま

す。また、先ほど申し上げた「放置容器」の破裂

事故は容器管理を徹底することによって防がなく

てはなりません。

事故を起こさないためには、設備の維持管理

と関係者の保安に対する意識が重要であると思っ

ております。本日の講習が皆様の事業所の保安の

北陸地域本部

谷屋本部長挨拶

講習会風景



産業ガスレポート vol.36 産業ガスレポート vol.36 34

地域本部の活動報告

一助になることを祈念して、私のご挨拶に代えさ

せていただきます。

2．工場研修会

日　程 : 平成28年11月18日（金）～ 19日（土）

場　所 :  ㈱千代田精機　本社工場　圧力調整器製

造工場

主　催 : JIMGA北陸地域本部

参加者 : 13名

研修会参加者

3．平成28年JIMGA東海・北陸セミナー

日　時 : 平成28年12月8日（木）13:30 ～ 17:00

場　所 : 愛知県産業労働センター

主　催 : JIMGA東海地域本部・北陸地域本部

内　容 : 

①　産業・医療ガスの臭気判定について

　　JIMGA 充塡技術 WG 長

　　　農頭　重喜　氏

②　 安全統計資料ヒヤリハット・事故事例から学

ぶ保安

　　JIMGA 安全統計 WG 委員

　　　細山田　学　氏

③　イエローカード改訂

　　JIMGA 化学品安全 WG 委員

　　　長谷川　光一　氏

④　CE実務保安Q&A

　　JIMGA 常務執行役員

　　　徳冨　栄一郎　氏

4．平成29年新年互礼会

日　時 : 平成29年1月12日（木）15:00 ～ 17:00

場　所 : ANAクラウンプラザ金沢

主　催 :  北陸高圧ガス溶材組合・JIMGA北陸地域

本部　共同開催

参加者 : 133名

谷屋本部長挨拶（要旨）

新年あけましておめでとうございます。皆様

におかれましては、健やかに輝かしい新年をお迎

えのこととお慶び申し上げます。

北陸地区の経済状況は、一部産業で好調に推

移しているものの、製造業を中心とする多くの

産業で好調とは言い難い状況が続いております。

このような状況ですが、2020 年の東京オリンピッ

クに向けてようやく競技会場の方向性も示され、

オリンピック需要が早く我々の業界にも恩恵を

与えてくれる事を期待したいと思っております。

また、北陸新幹線の敦賀以西のルートが決定し、

金沢以西の工事に弾みがつくことを期待してお

ります。

JIMGA の活動については、産業ガス、医療ガ

スそれぞれの部門において従来から取り組まれて

いる課題については、今後も積極的に取り組んで

いくと本部が発表しています。

北陸の活動について申し上げますと、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」等がありますが、特に

昨年は長崎と姫路で放置容器の破裂事故が続発し

負傷者が出ています。この事故を受け、経済産業

省は JIMGA および全溶連に対し、積極的な停滞

容器の探索行動を行うよう提言をしております。

また事故には至っておりませんが、放置容器

は北陸でも発見されております、放置容器を撲

滅するためには、容器管理の徹底が不可欠です。

RF タグの活用による効率的な容器管理と各県監

修の容器管理指針やリーフレットの活用により、
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放置容器の撲滅のため溶材組合の皆様と連携して

取り組んでいきたいと思っております。

本年も会員の皆様のご協力とご支援を賜りま

すようお願い申し上げます。最後に、会員各社の

更なるご繁栄と、皆様のご健勝を祈念申し上げ、

新年のご挨拶とさせていただきます。

懇親会の模様谷屋本部長挨拶
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1．活動報告（近畿地域本部主催）

（1）平成28年度水素ガスセミナー

テーマ : 水素取扱い上の基礎知識

日　時 : 平成28年7月7日（木）13:30 ～ 16:30

場　所 : 大阪化学技術センター

参加者 : 52名

内　容 : 

①　水素取扱い上の基礎知識（第1章～第4章）

　　JIMGA 水素技術 WG 委員

　　　三宅　一也　氏

②　水素取扱い上の基礎知識（第5章～第9章）

　　JIMGA 水素技術 WG 委員

　　　堀内　武浩　氏

③　質疑応答

水素ガスセミナーの模様 

（2）工場見学会

日　時 : 平成28年9月14日（水）13:00 ～ 15:00

場　所 :  新コスモス電機㈱コスモスセンサセン

ター

参加者 : 13名

内　容 :  ガ ス 検 知 警 報 器 セ ン サ ー 製 作 工 程、

ショールームを見学

（3）技術部会

①　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

議　題 :  平成28年度セミナーのテーマ検討、工

場見学会の検討他

②　エアガス・アセチレン技術グループ会議

日　時 : 平成28年12月7日（水）16:00 ～ 17:00

議　題 :  平成28年度セミナーの運営検討、本部

動向報告、主要予定の報告

③　水素・炭酸技術グループ会議

日　時 : 平成28年12月13日（火）16:00 ～ 17:00

議　題 :  水素ガスセミナーの報告、本部報告、主

要予定の報告

（4）本部合同会議

日　時 : 平成28年10月11日（火）15:00 ～ 18:30

場　所 : 大阪会館

参加者 : 本部4名　近畿地域本部15名

内　容 :  本部活動報告、地域本部活動報告、意見

交換

（5）本部動向報告会

日　時 : 平成28年11月30日（水）10:30 ～ 12:00

場　所 : 大阪化学技術センター

参加者 : 18名

内　容 : 本部動向報告、意見交換

2．活動報告（他保安団体との交流）

（1）高圧ガス取扱い保安講習会

日　時 : 平成28年8月19日（金）13:30 ～ 16:30

場　所 : 天六・マロニエホール館

主　催 : 一般社団法人大阪府高圧ガス安全協会

内　容 : 

①　超低温液化ガスの性質と取扱い

②　LPガスの性質と工場消費について

③　酸素・アセチレンの性質と工場消費について

近畿地域本部
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（2）保安・経済講習会

日　時 : 平成28年9月7日（水）13:30 ～ 16:30

場　所 : 京都府工業会館

主　催 : 京都府高圧ガス溶材組合

内　容 : 

①　平成28年度熊本地震の現状について

②　高圧ガスの取扱い

③　 最新のガスシールド溶接法と施工事例につ

いて

（3）高圧ガス法令講習会

日　時 : 平成28年10月7日（金）13:00 ～ 17:00

場　所 : 天六・マロニエホール館

主　催 : 一般社団法人大阪府高圧ガス安全協会

内　容 : 高圧ガス保安法について

3．防災訓練

（1）平成28年度大阪府高圧ガス防災訓練

日　時 : 平成28年10月4日（火）

場　所 : 大阪府南部広域防災拠点

主　催 : 大阪府、大阪府高圧ガス地域防災協議会

後　援 : 泉州南広域消防本部、高圧ガス保安協会、

 近畿高圧ガス地域防災協議会連合会

参加者 : 高圧ガス関係者や近隣住民など約700名

内　容 : 

（訓練）

①　AED操作指導

②　アセチレンガス漏洩着火時の応急処置訓練

③　 LPガス漏洩通報時の緊急出動訓練と応急処

置訓練

④　 液化酸素タンクローリ路上災害時の応急処置

訓練

（実験）

①　支燃性ガスによる燃焼実験

②　カセットボンベ破裂燃焼実験

③　LPガス燃焼比較実験

④　水素ガス燃焼比較実験

防災訓練の模様

燃焼実験の模様

4．保安大会

（1）兵庫県高圧ガス大会

日　時 : 平成28年10月25日（火）13:30 ～ 15:00

場　所 : 兵庫県公館

内　容 : 知事表彰式等

（2）大阪府高圧ガス保安大会

日　時 : 平成28年10月26日（水）14:00 ～ 18:00

場　所 : 天王寺都ホテル

内　容 : 

①　知事表彰

　　JIMGA より表彰

　　　林　健志　殿（浪速酸素㈱）

　　　㈱大阪パッケージガスセンター　殿

②　講演　大震災に学ぶ危険物減災

③　祝賀会
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（3）近畿高圧ガス保安大会

日　時 : 平成28年11月25日（金）13:30 ～ 17:30

場　所 : KKRホテル大阪

内　容 : 

①　中部近畿産業保安監督部近畿支部長表彰式

　　JIMGA より表彰

　　　廣田　淳一　殿（近畿エア・ウォーター㈱）

②　記念講演会

③　祝賀会

5．賀詞交歓会

（1）平成29年新年交礼会

日　時 : 平成29年1月6日（金）18:00 ～ 20:00

会　場 : スイスホテル南海大阪

出席者 : 350名

開会挨拶 : JIMGA近畿地域本部　土田本部長

来賓祝辞 : 経済産業省中部近畿産業保安監督部

 　 近畿支部　武田保安課長　殿

乾　　杯 :  高圧ガス保安協会　

 近畿支部　森口事務局長　殿

中 締 め :  大阪高圧ガス溶材協同組合　

 吉田理事長　殿

（2） 平成29年新春賀詞交歓会　兵庫県高圧ガス

協同組合　

日　時 : 平成29年1月7日（土）11:00 ～ 13:00

場　所 : ANAクラウンプラザホテル神戸

主　催 : 兵庫県高圧ガス協同組合

内　容 :  近畿地域本部土田本部長が乾杯の挨拶を

行いました。

土田本部長乾杯挨拶

新年交礼会の模様

土田本部長挨拶
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1．平成28年度技術研修会

日　時 : 平成28年9月16日（金）～ 17日（土）

参加者 : 15名

内　容 :  技術・保安部会の委員が製造工場を見学

することで色々な産業事情の勉強と保安意

識の向上を目的に毎年秋に開催しています。

①　 ㈱モリタ三田工場（兵庫県三田市：消防車の

製造）

②　 新コスモス電機㈱コスモスセンサセンター

（兵庫県三木市：ガス検知センサーの製造）

2．平成28年度 広島県総合防災訓練（参観）

日　時 : 平成28年10月11日（火）13:20 ～ 15:30

場　所 : 阿賀マリノポリス地区

参加者 : 約1,500名

主　催 : 広島県防災会議、呉市防災会議

協　力 :  広島県、呉市、広島県警、陸上・海上自衛隊、

隣県の消防防災航空隊、他団体多数

内　容 : 

湯﨑英彦広島県知事を訓練実施本部長として、

“ 地震 ” さらには台風による “ 土砂災害 ” が起きた想

定で実施された大規模な防災訓練を参観しました。

想定では、まず、南海トラフを震源域とする

マグニチュード 9.0 クラスの巨大地震が発生し、

呉市で震度 6 弱を観測。市内各地で建物の倒壊お

よび道路の損壊が相次ぎ、電気・ガス・水道・電

話等のライフラインに大きな被害が生じ、市街地

で火災が発生、延焼拡大。次に、地震に伴い地盤

が緩んだところへ台風の接近による集中豪雨が発

生して、市内各地で土砂災害が発生。住宅の埋没

や住民の生き埋めが発生し、一部の地域では住民

が孤立状態。

参加者約 1,500 名と多くの機関・人出で賑わい、

数多の対応が続く見応えある訓練でした。非常時

の炊き出しを試食しました。

①　 地震災害対応訓練（地震・津波警報から対策

本部や応急救護所等の開設、DMAT等によ

る応急救護、多発火災対応、他）

②　 土砂災害対応訓練（孤立地区への救援車車両

等輸送、ヘリコプター等による救助、他）

③　 復旧活動と市民活動（電気・ガス・水道等施

設応急対策、緊急援助物資の輸送、非常時の

炊き出し、他）

④　 海上災害対応訓練（ヘリコプターによる海上

流出者の捜索・救援・搬送、他）

中国地域本部

迫力ある消防車放水試験の模様

㈱モリタ三田工場前で記念写真
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訓練実施本部長（湯﨑知事）の開会挨拶

高圧ガス漏洩事故対応訓練

ヘリコプターによる救助訓練

災害救助車両を海から搬送した自衛隊ホーバークラフト

3．高圧ガス保安法令講習会

日　時 : 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

受講者 : 62名

後　援 :  経済産業省中国四国産業保安監督部、岡

山県、岡山県高圧ガス協議会

内　容 : 

高圧ガス保安活動促進週間の行事の一環とし

て JIMGA 中国地域本部が会員に実施している講

習会で、今年は岡山市で開催しました。

①　法令講習「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

　　課長補佐

　　　中村　利之　殿

②　 特別講演「高圧ガス充てんのリスクと容器の

保安について」

　　全国高圧ガス溶材組合連合会保安副委員長

　　　大岡　久晃　殿

西村本部長開会挨拶

講習会の模様
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4．平成28年度中国地域高圧ガス保安大会【協賛】

日　時 : 平成28年11月9日（水）13:30 ～ 18:00

会　場 : メルパルク広島

出席者 : 約200名

主　催 : 高圧ガス保安協会 中国支部協賛会

後　援 : 経済産業省中国四国産業保安監督部

 広島県、山口県、岡山県、鳥取県、島根県

協　賛 :  JIMGA中国地域本部、中国地区高圧ガス

地域防災連合会、中国地区LPガス協会

連合会、中国冷凍設備保安協会連合会

内　容 : 

中国地域の全ての高圧ガス事業関係者の保安

意識の向上と自主保安体制の確立により、高圧ガ

スによる災害の防止を目的に毎年秋に保安大会を

開催しています。

①　高圧ガス保安中国四国産業保安監督部長表彰式

②　高圧ガス保安協会中国支部長表彰式

③　記念講演会

　「謎の深海生物に探る地球外生物の可能性」

　　広島大学大学院教授

　　　長沼　毅　殿

　　

5．中国地域 炭酸ガス保安講習会＜山口会場＞

日　時 : 平成28年11月17日（木）13:00 ～ 16:30

会　場 : YICスタジオ

受講者 : 64名（臨席者を含む）

後　援 :  山口県、経済産業省中国四国産業保安監

督部、KHK中国支部

臨　席 :  島根県浜田市消防本部、広島県危機管理

監消防保安課、宇部興産㈱宇部藤曲工場、

他

内　容 : 

炭酸ガス従事者向けに保安意識の向上を推進

し自主保安を確保し、高圧ガスによる災害を防

止することを目的として、3 年毎に全国一斉開催

の「炭酸ガス保安講習会」を受講者の声に応えて、

中国地域本部で独自開催しました。

①　「高圧ガス保安法について」

　　山口県総務部消防保安課産業保安班 主査

　　　柴田　一雄　殿

②　「災害ゼロに向けた活動」

　　宇部興産㈱宇部藤曲工場 工場長

　　　三浦　英恒　殿

③　「高圧ガス保安法の要点」

　　JIMGA 中国地域本部 炭酸ガス技術 WG 委員

　　　小林　統　氏

宇部興産㈱ 三浦工場長の講演

西村本部長開会挨拶

山口県 柴田主査の講演
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④　「炭酸ガスの取扱いについて」

　　JIMGA 中国地域本部 炭酸ガス技術 WG 委員

　　　小林　統　氏

6． 平成28年度 山口県高圧ガス移動に係る防災

訓練（参観）

日　時 : 平成28年11月22日（火）13:30 ～ 15:30

場　所 : 東ソー総合グランド

参加者 : 約280名

主　催 :  山口県高圧ガス保安協会、周南地区コン

ビナート保安防災協議会、山口県

後　援 : 山口労働局、KHK中国支部

協　力 :  宇部・山陽小野田消防局、山口県宇部警

察署、山口県宇部健康福祉センター、（一

社）山口県LPガス協会、（一社）山口県ト

ラック協会

内　容 : 

地域防災意識の共有を目的とした山口県 4 地区

輪番の高圧ガス総合防災訓練を参観しました。

訓練では、高圧ガスの運送途上における事故・

災害を想定し、迅速かつ的確な措置を講じるよう

実施訓練を行うと共に事故災害の通報連絡、保護

具等の適正使用および負傷者の救出活動を行うこ

とにより、防災意識の高揚と救出技術の向上を

図っています。

①　 LPガス隊防災訓練（LPガスローリ横転事故

により流出した軽油がエンジンの熱で発火し

LPガスにも引火、を想定した消火訓練）

②　 アセチレンガス隊防災訓練（追突された搬送

車から溶解アセチレン容器が転倒し、1本が

発火、2本の可溶栓も作動した火災、を想定

した消火訓練）

③　 アセチレンガス容器火災消火訓練（可溶栓か

ら火炎、調整器接続部から火炎の各実験）

④　 塩素ガス隊防災訓練（衝突したローリから塩

素ガスが漏えい、付近の通行人が中毒症状を

起こした、を想定した救助・防災訓練）

アセチレンガス容器火災の消火訓練

訓練開始式の模様

小林統 WG 委員の講演

LP ガスローリ火災の消火訓練
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7． 平成29年 中国地区高圧ガス関係団体合同新

春互礼会【共催】

日　時 : 平成29年1月11日（水）11:00 ～ 13:00

会　場 : ANAクラウンプラザホテル広島

出席者 : 約200名

主　催 : 高圧ガス保安協会 中国支部

共　催 :  JIMGA中国地域本部、中国高圧ガス容

器管理委員会、中国地区高圧ガス地域防

災連合会、中国地区LPガス協会連合会、

中国冷凍設備保安協会連合会、日本コ

ミュニティーガス協会中国支部

内　容 : 

中国地区の高圧ガス関係 7 団体の合同新春互礼

会が盛大に開催され、来賓挨拶の後、JIMGA 中

国地域本部柳田代表本部長の乾杯で開会、中国高

圧ガス容器管理委員会藤井会長の中締めで閉会し

ました。

主催者挨拶 : KHK中国支部長代理　　　

　　  安達　秀樹　殿

来賓挨拶 : 経済産業省中国四国産業保安監督部長

 栗原　晃雄　殿

 　広島県危機管理監　　　　　　　

 土井　　司　殿

塩素ガスローリ火災の救助・防災訓練 安達 KHK 中国支部長代理挨拶

栗原中国四国産業保安監督部長挨拶

土井広島県危機管理監挨拶

柳田 JIMGA 中国地域本部長の乾杯
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他の来賓・共催団体の代表者紹介（関係者のみ記載）

JIMGA 中国地域本部 代表本部長

 柳田　裕久　氏

中国高圧ガス容器管理委員会 会長

 　　　 　　  藤井　基博　殿

中国地区高圧ガス地域防災連合会 会長　

  　　  松本　　眞　殿

8．産業ガス保安セミナー

日　時 : 平成29年2月7日（火）13:00 ～ 16:30

会　場 : 広島YMCA国際文化センター

受講者 : 36名

内　容 : 

今年度は次の 4 テーマで協会本部 WG から講

師を招いてセミナーを開催しました。

①　 安全統計資料ヒヤリハット・事故事例から学

ぶ保安（平成28年度版）

　　JIMGA 技術・保安部会 安全統計 WG 委員 

　　　加藤　保宣　氏

②　イエローカード改訂

　　JIMGA 技術・保安部会 

　　化学品安全 WG 委員

　　　平野　正　氏

③　JIS（酸素・アルゴン）の改訂

　　JIMGA 技術・保安部会 

　　化学品安全 WG 委員

　　　平野　正　氏

④　CE実務保安Q&A

　　JIMGA 技術・保安部会 保安対策 WG 委員

　　　加藤　保宣　氏

西村本部長開会挨拶 産業ガス保安セミナーの模様①

産業ガス保安セミナーの模様② 原田技術・保安部会長閉会挨拶
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1．活動報告

（1）第2回合同幹事会平成28年度地域懇談会

日　時 : 平成28年9月15日（木）16:00 ～ 18:00

場　所 : リーガホテルゼスト高松

出席者 : 協会本部5名、四国地域本部12名

議　題 : 課題事項、地域本部トピックス

（2）第2回正副本部長会議

日　時 : 平成28年12月8日（木）15:30 ～ 16:30

場　所 : リーガホテルゼスト高松

出席者 : 8名

議　題 :  来年度行事予定、事務局長交代、報告

事項

（3）第3回技術・保安部会

日　時 : 平成28年9月29日（木）12:00 ～ 13:40

場　所 : 四国地域本部

出席者 : 13名

議　題 :  高圧ガス保安講習会、企業研修会、高圧

ガス製造技術勉強会、報告事項

（4）第4回技術・保安部会

日　時 :  平成29年2月9日（木）15:30 ～ 17:00

場　所 :  四国地域本部

出席者 :  15名

議　題 :  平成28年度活動報告、平成29年度活動

内容検討

（5）長期停滞容器回収推進WG

日　時 : 平成28年6月16日（木）11:05 ～ 11:50

場　所 : ホテルパールガーデン

出席者 : 6名

議　題 :  容器管理指針、容器RFタグと容器使用

料契約の普及、平成28年度長期停滞容

器の回収推進活動について

（6）第15回高圧ガス保安講習会

日　時 : 平成28年11月9日（水）13:00 ～ 16:00

場　所 : テクスポート今治

受講者 : 52名

主　催 : 日本産業・医療ガス協会四国地域本部

後　援 :  経済産業省中国四国産業保安監督部四国

支部、愛媛県、愛媛県高圧ガス保安協会

協　賛 :  四国高圧ガス容器管理委員会、四国高圧

ガス協議会

内　容 : 

①　「最近の高圧ガス行政の動向について」

経済産業省中国四国産業保安監督部四国支部

　保安課　森　健太郎　殿

②　 「高圧ガス事業者の3.11東日本大震災被災体

験事例集」

四国地域本部

野村本部長挨拶

講習会の模様
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JIMGA 東北地域本部　技術保安部会委員

　原田　敏兆　氏

③　「高圧ガス事故事例」

JIMGA 技術・保安部会 安全統計 WG 委員 

　矢内　敏彦　氏

（7）企業研修会

日　程 : 平成28年11月16日（水）～ 17日（木）

研修先 : ①岩谷産業㈱中央研究所

　　　　②アサヒ飲料㈱明石工場

参加者 : 14名（産業ガス部門・医療ガス部門合同）

岩谷産業㈱中央研究所にて

アサヒ飲料㈱明石工場にて

2．関係団体への行事参加

（1）平成28年度愛媛県高圧ガス防災訓練

日　時 : 平成28年11月2日（水）13:30 ～ 15:55

場　所 : 新居浜市山根市民グラウンド

参加者 : 約160名

主　催 :  愛媛県・愛媛県高圧ガス地域防災協議会、

愛媛県高圧ガス保安協会

　　　（一社）愛媛県 LP ガス協会

後　援 :  経済産業省中国四国産業保安監督部四国

支部、高圧ガス保安協会四国支部

内　容 : 

①　 高圧ガス燃焼実験（アセチレンガス、酸素ガ

ス、モノシランガス）

②　LPガス燃焼比較実験

③　 LPガス容器転落によるガス漏えい事故処理

訓練

④　液化酸素燃焼・爆発実験

⑤　 液化アンモニアローリからのアンモニアガス

漏えい事故処理訓練　他

開会式

（2）平成28年度大規模津波防災総合訓練

日　時 : 平成28年11月5日（土）9:00 ～ 12:00

場　所 : 高知市仁井田　高知新港

主　催 : 国土交通省、高知県、高知市

共　催 : 四国南海トラフ地震対策戦略会議

内　容 :  パネル展示（東日本大震災被災体験事例

集より）
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防災パネル展示

（3）平成28年度香川県高圧ガス保安大会

日　時 : 平成28年10月19日（水）14:00 ～ 16:30

場　所 : ホテルパールガーデン

主　催 :  香川県、（一社）香川県LPガス協会、香川

県一般高圧ガス保安協会、香川県冷凍設

備保安協会

表　彰 : 香川県知事感謝状　

優良製造保安責任者　　

　日本エア・リキード㈱直島ガスセンター

　　 多田　幸男　殿

優良販売主任者　　　

　高松帝酸㈱　　 　　荒木　聖文　殿

記念講演 : 「玉
たま

楮
かじ

象
ぞう

谷
こく

と香川漆芸」

　　　　講師 : 香川県政策部文化芸術局

　　　　文化振興課美術コーディネーター　

 　住谷晃一郎　殿

（4）平成28年度四国地方高圧ガス保安大会

日　時 : 平成28年11月18日（金）13:00 ～ 16:30

場　所 : リーガホテルゼスト高松

主　催 :  高圧ガス保安協会四国支部、徳島県一般

高圧ガス保安協会、香川県一般高圧ガ

ス保安協会、愛媛県高圧ガス保安協会、

NPO法人高知県高圧ガス保安協会、（一

社）徳島県エルピーガス協会、（一社）香

川県LPガス協会、（一社）愛媛県LPガス

協会、（一社）高知県LPガス協会、徳島県

冷凍設備保安協会、香川県冷凍設備保安

協会、愛媛県冷凍設備保安協会、高知県

冷凍設備保安協会、徳島県高圧ガス地域

防災協議会、香川県高圧ガス防災協議会、

愛媛県高圧ガス地域防災協議会、高知県

高圧ガス地域防災協議会

後　援 :  経済産業省中国四国産業保安監督部四国

支部、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

内　容 : 

①　平成28年度高圧ガス保安中国四国産業

　　保安監督部四国支部長表彰

　　優良製造保安責任者

　　四国岩谷産業㈱　　　　　　　　　　　

　　　下津　康弘　殿

②　記念講演会「おやじ達の地域デビュー」　

　　～おやじの地域貢献～

　　講師 : さぬきおやじ連合　　　　　　　

　　　代表　早谷川　悟　殿
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1．活動報告

（1）産業ガス保安セミナー

日　時 : 平成28年11月25日（金）13:00 ～ 17:00

場　所 : 福岡県中小企業振興センター

受講者 : 44名

主　催 : JIMGA九州地域本部

内　容 : 

①　CE設置事業所・ローリー運行事業所関係基準

　　産業ガス部門　超低温貯槽 WG 委員

　　　山田　春昭　氏

②　産業ガス・医療ガスの臭気判定について

　　産業ガス部門　充塡技術 WG 委員　　

　　　田守　里士　氏

③　イエローカード改定

　　産業ガス部門　化学品安全 WG 委員

　　　三好　伸二　氏

④　 高圧ガス保安法関連改正について（平成28年

11月1日施行）

⑤　熊本地震についての振り返り

（2）高圧ガス販売事業者・消費事業者保安点検

点検期間 :  平成28年10月1日（土）～ 11月30日（水）

対象地域 : 九州各県および沖縄県

主　　催 : JIMGA九州地域本部

後　　援 :  九州産業保安監督部、那覇産業保安監

督事務所

点検事業所数 :  販売事業所119件、消費事業所802件

内　　容 :  長期滞留容器の事故等を鑑み、今回よ

り点検表に長期滞留容器の有無の確認

等を加え新しい点検表にて実施

（3）高圧ガス容器全国一斉特別回収

回収期間 :  平成28年10月1日（土）～ 10月31日（月）

回収容器 :  265本（放置容器合計）

   48本（放置容器のうち所有者不明）

（4） 産業ガス部門・医療ガス部門合同幹事会およ

び間会長巡回会議

日　時 : 平成28年11月10日（木）15:00 ～ 18:30

場　所 : サットンホテル

内　容 :  平成28年度上期活動報告、下期活動計

画等

  九州地域本部からの活動状況報告および

本部活動報告と意見交換

2．関係団体行事への参加

（1）福岡県高圧ガス保安推進会議トップセミナー

日　時 : 平成28年9月2日（金）13:30 ～ 16:30

場　所 : アクロス福岡

内　容 : 講演

①　「福岡県保安情報ネット」

　　福岡県商工部　興業保安課課長技術補佐

　　　田村　洪介　殿

②　 「後追い型安全管理から安全先取り型管理へ

の飛躍」

　　安全安心㈱　代表取締役社長　

　　　中川　　潔　殿

（2）第46回九州地区高圧ガス大会 

日　時 : 平成28年11月18日（金）13:30 ～ 17:30

場　所 : ANAクラウンプラザホテル福岡

主　催 :  経済産業省九州産業保安監督部、九州地

区高圧ガス保安団体連絡会議（JIMGA準

備委員会参画）

内　容 : 

①　平成28年度九州産業保安監督部長表彰　他

②　 記念公演 : 「戦国武将に学ぶ　リーダーのあ

り方」

　　講師 : ㈱ことほぎ代表　白駒妃登美　殿

九州地域本部
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3．平成29年賀詞交歓会

日　時 : 平成29年1月6日（金）13:00 ～ 14:30

会　場 : 八仙閣　本店

主　催 :  JIMGA九州地域本部、九州高圧ガス容器

管理委員会、九州高圧ガス流通保安連合

会（九州地区高圧ガス3団体共催）

出席者 : 245名

来　賓 :  九州産業保安監督部、福岡県商工部工業

保安課、福岡県保健医療介護部薬務課、

高圧ガス保安協会九州支部、福岡県高圧

ガス保安協会

内　容 : 

（1） 栗下代表地域本部長　主催者代表挨拶（要旨）

昨年を振り返りますとやはり熊本地震が最大

の苦難でありました。まだ過去のことのようにお

話しするわけにはまいりませんが、会員各社も大

変な思いをされたことと思います。特に被災地区

ではご自身あるいは会社が大変な中で、医療機関

への対応、一般ユーザーさんへの二次災害防止・

点検等、有事の際に当業界が率先して果たす役

割・責任というものを改めて思った年でした。同

時にユーザー工場においては抜け落ちた天井、倒

れた棚、散乱する仕掛品や備品の中、従業員の方

が黙々と、時にはリーダーの方が明るく振る舞い

ながら、余震で何回も中断されながらも一日でも

早い復旧復興を目指しておられました。この強い

気持ち、エネルギーを感じ、復興とは「決して立

ち止まらない力、逞しさ」であるということを目

のあたりにした年でもありました。

さて景気の方ですが昨年末、世界的に景気感

に明るさが広がりつつあり、トランプ相場の影響

もあって、国内の実体経済が回復に向かっている

という言葉がありました。年末年始の株価の上

昇もご存知の通りであります。九州においては

2016 年度の成長は全国水準を上回り 1.3％を見込

み、今年度も国内実質成長率 1.5％を若干上回る

との予想もあるようです。

ただ我々の業界におきましては今ひとつ力強

さに欠け、不安定な土台の上で推移しているとこ

ろだと思います。さらに昨年終盤からトランプ

カード、保護主義、反 EU 勢力、産油国減産、中

国の不動産懸念、新興国への影響、韓国の大統領

問題等何度も耳にし、それに対する楽観論、慎重

論の両方の見方があり、不透明には変わりなく、

やはり先行きへの警戒心は解けないということに

なろうかと思います。不透明感や不安定感が拭え

ない中で九州においては、全国を若干でも上回っ

て走れる混乱のない年になることを大いに期待す

るところです。

保安面については高圧ガスの事故は昨今より

転じて増加傾向にあります。中には長期の放置容

器、ちょっとした無理や管理ミスに起因するもの

もございます。本年も我々 3 団体は環境の変化を

見極める一方で、保安の目として規模の大小を問

わず現場目線で事故防止、予防保全を目指し、保

安講習会の開催、容器回収などをとおして事故撲

滅に向け地道にしっかりと取り組んでまいりま

す。会員各社には引き続きご支援ご協力のお願い

を申し上げます。

（2）来賓挨拶

九州産業保安監督部長　　　 上條　　剛　殿

福岡県商工部工業保安課長　 中野　秀聡　殿

（3） 平成28年度高圧ガス保安表彰受賞者への記

念品贈呈

九州高圧ガス流通保安連合会会長井上泉殿よ

り目録贈呈

①　JIMGA協会表彰

　　安全賞 株式会社おきさん　泡瀬工場　殿

②　九州産業保安監督部長表彰

　　優良製造保安責任者等　

 　馬場　昇　殿（西日本高圧瓦斯㈱）

　　優良製造所　



産業ガスレポート vol.36 産業ガスレポート vol.36 50

地域本部の活動報告

 　熊本オキシトン㈱　水俣工場　殿

③　高圧ガス保安協会会長表彰　

　　優良製造所　

　　　　　　江藤酸素㈱　大分事業所殿

　　保安功労者　

　　　　　　岡崎　和彦　殿（クロックス㈱）

　　　　　　柳田　　淳　殿（日之出酸素㈱）

　　　　　　與儀　盛輝　殿（㈱オカノ）

　　　　　　河野　秀和　殿（江藤酸素㈱）

（4）開宴乾杯挨拶

　　JIMGA 医療ガス部門本部長

　　　與儀　盛輝　氏

（5）閉会挨拶

　　JIMGA 医療ガス部門副本部長

　　　藤内　治敏　氏

栗下代表地域本部長挨拶

中野福岡県商工部工業保安課長来賓挨拶

上條九州産業保安監督部長来賓挨拶

平成 28 年度保安表彰受賞者
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単位：千㎥
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

北海道 生　産 1,163 1,037 1,103 1,121 1,100 1,183 1,194 1,089 1,077 1,114 1,138 1,123 

販　売 2,015 1,882 1,917 1,945 1,929 1,947 1,878 1,879 1,904 1,859 1,908 1,902 

東　北 生　産 4,744 4,202 4,194 4,023 3,934 4,915 4,855 4,526 3,750 4,786 4,635 4,592 

販　売 10,650 10,100 10,658 10,557 10,200 10,452 11,755 10,883 10,649 10,628 10,858 13,281 

関　東 生　産 37,717 35,005 36,317 34,796 32,389 28,613 31,660 36,067 36,153 34,266 36,390 40,199 

販　売 36,764 36,374 36,329 35,304 30,448 27,536 29,373 34,925 35,276 34,776 36,865 36,341 

東　海 生　産 24,263 24,866 22,228 21,680 26,224 25,874 24,708 22,802 26,808 27,961 27,894 27,631 

販　売 26,192 28,041 23,811 23,606 29,238 28,275 28,027 25,124 28,679 28,486 29,766 28,968 

近　畿 生　産 20,906 22,899 22,340 23,786 21,799 20,163 15,895 19,700 21,303 21,810 24,190 15,489 

販　売 27,250 25,057 25,757 23,798 23,993 23,952 23,741 23,408 25,787 25,217 25,428 26,298 

中　国 生　産 16,317 15,193 14,177 15,418 15,414 16,009 16,886 15,944 15,581 14,353 17,161 16,925 

販　売 17,329 16,424 15,661 16,152 15,699 18,143 18,765 16,646 15,475 14,553 17,670 16,564 

四　国 生　産 1,722 1,754 1,877 1,357 1,748 1,669 1,624 1,675 1,700 1,540 1,332 1,865 

販　売 2,894 2,668 3,373 3,026 2,578 2,904 2,989 2,845 2,972 2,841 2,903 3,142 

九　州 生　産 9,906 12,272 10,717 12,180 12,805 13,291 12,082 13,290 12,915 12,556 12,646 13,591 

販　売 13,391 12,698 11,436 14,465 15,004 15,865 13,513 14,482 14,422 13,660 14,459 15,489 

合　計 生　産 116,738 117,228 112,953 114,361 115,413 111,717 108,904 115,093 119,287 118,386 125,386 121,415 

販　売 136,485 133,244 128,942 128,853 129,089 129,074 130,041 130,192 135,164 132,020 139,857 141,985 

2016年１月～12月　地区別酸素生産・販売実績表

2016年１月～12月　酸素生産量＆一般販売実績推移グラフ

00

20,00020,000

40,00040,000

60,00060,000

80,00080,000

100,000100,000

120,000120,000

140,000140,000

160,000160,000

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

千m千m33

酸素生産量 酸素販売量 液体酸素販売量

117,228 117,228 116,738116,738
112,953 112,953 114,361 114,361 115,413 115,413 

111,717 111,717 
108,904 108,904 

115,093 115,093 
119,287 119,287 118,386 118,386 

125,386 125,386 
121,415 121,415 

136,485 136,485 
133,244 133,244 

128,942 128,942 128,853 128,853 129,089 129,074 129,089 129,074 130,041 130,041 130,192 130,192 
135,164 135,164 

132,020 132,020 

139,857 139,857 141,985 141,985 

63,375 63,375 63,102 63,102 62,876 62,876 
59,521 59,521 

56,926 56,926 
62,436 62,436 

59,921 59,921 58,436 58,436 
61,502 61,502 59,458 59,458 61,469 61,469 

64,129 64,129 
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単位：千㎥
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

北海道 生　産 2,579 2,401 2,335 2,667 2,859 3,004 3,318 3,410 3,433 2,883 2,798 3,016 

販　売 4,038 3,968 4,276 4,118 4,269 4,281 4,960 5,351 5,280 4,832 4,421 4,391 

東　北 生　産 10,709 10,472 11,385 10,894 12,359 12,843 12,390 11,841 10,759 13,393 12,825 12,515 

販　売 16,098 16,909 17,992 17,960 17,379 18,858 18,595 19,045 20,373 19,573 20,069 18,779 

関　東 生　産 126,565 123,658 132,889 123,550 127,827 127,488 129,176 131,691 130,004 129,299 135,341 133,105 

販　売 128,270 124,777 133,855 127,647 127,829 129,332 126,910 131,328 130,548 134,089 136,502 131,318 

東　海 生　産 40,670 39,617 41,716 40,791 35,397 40,957 40,098 39,150 41,497 43,473 43,117 40,833 

販　売 55,389 59,698 63,961 58,828 56,715 62,274 60,708 57,735 61,052 60,869 61,947 59,763 

近　畿 生　産 36,176 43,037 43,489 43,927 41,703 43,238 42,750 43,697 44,006 42,544 44,080 31,953 

販　売 56,249 55,573 59,463 57,258 53,837 57,385 56,686 59,431 61,176 57,222 57,784 57,235 

中　国 生　産 33,948 34,821 34,277 34,828 34,104 32,411 34,792 34,265 38,723 35,632 32,109 34,581 

販　売 47,264 50,358 49,503 47,929 48,201 49,501 49,044 49,633 52,164 54,578 46,799 48,157 

四　国 生　産 9,530 8,101 9,194 7,848 9,272 8,962 9,454 8,954 8,505 8,929 8,945 8,593 

販　売 9,670 8,813 10,056 9,005 9,566 9,513 9,948 9,320 9,010 9,597 9,950 9,075 

九　州 生　産 19,409 23,198 24,113 21,406 23,497 24,732 22,929 21,726 23,105 23,821 23,472 25,073 

販　売 21,966 21,006 25,492 21,827 23,159 24,858 24,341 23,539 23,294 23,932 24,038 23,621 

合　計 生　産 279,586 285,305 299,398 285,911 287,018 293,635 294,907 294,734 300,032 299,974 302,687 289,669 

販　売 338,944 341,102 364,598 344,572 340,955 356,002 351,192 355,382 362,897 364,692 361,510 352,339 

2016年１月～12月　地区別窒素生産・販売実績表

2016年１月～12月　窒素生産量＆一般販売実績推移グラフ

窒素生産量窒素生産量 窒素販売量窒素販売量 液体窒素販売量液体窒素販売量窒素生産量窒素生産量 窒素販売量窒素販売量 液体窒素販売量液体窒素販売量

00

50,00050,000

100,000100,000

150,000150,000

200,000200,000

250,000250,000

300,000300,000

350,000350,000

400,000400,000

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

千m千m33

279,586 279,586 285,305 285,305 
299,398 299,398 

285,911 285,911 287,018 287,018 
293,635 293,635 294,907 294,907 294,734 294,734 300,032 299,974 300,032 299,974 302,687 302,687 

289,669 289,669 

338,944 338,944 341,102 341,102 

364,598 364,598 

344,572 344,572 340,955 340,955 
356,002 356,002 351,192 351,192 355,382 355,382 

362,897 362,897 364,692 364,692 361,510 361,510 
352,339 352,339 

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

184,479 184,479 
174,113 174,113 

165,204 165,204 

182,377 182,377 177,127 177,127 178,184 178,184 
185,610 185,610 183,178 183,178 182,623 182,623 

173,254 173,254 
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単位：千㎥
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月

北海道 生　産 280 282 286 285 282 288 310 310 299 299 284 293 

販　売 247 254 263 248 246 251 272 271 268 265 261 265 

東　北 生　産 313 288 315 251 307 317 311 309 273 334 332 321 

販　売 1,621 1,623 1,729 1,586 1,581 1,572 1,558 1,532 1,573 1,686 1,837 2,068 

関　東 生　産 4,726 4,721 4,983 4,718 4,613 4,612 4,846 4,641 4,570 4,787 4,974 5,109 

販　売 3,751 4,294 4,428 4,147 4,016 4,232 4,087 3,932 4,117 4,331 4,178 4,264 

東　海 生　産 3,549 3,631 3,787 3,694 3,787 4,034 3,956 3,738 3,899 4,394 4,110 4,008 

販　売 3,576 3,715 3,988 3,617 3,394 3,834 3,703 3,637 3,859 3,967 3,935 3,942 

近　畿 生　産 3,576 3,822 4,009 3,660 3,912 3,869 3,706 3,844 3,864 3,963 3,876 3,641 

販　売 2,674 2,713 2,938 2,615 2,371 2,550 2,554 2,638 2,706 2,521 2,478 2,674 

中　国 生　産 2,940 2,897 2,943 2,829 2,031 2,619 2,801 2,844 2,666 2,648 2,444 2,367 

販　売 998 1,055 1,058 1,048 885 1,020 1,010 971 1,069 1,040 1,023 1,040 

四　国 生　産 194 185 198 161 183 189 181 199 180 149 98 202 

販　売 453 452 479 471 442 489 481 467 456 464 442 478 

九　州 生　産 1,179 1,133 1,183 1,170 1,170 1,176 1,190 1,210 1,215 1,297 1,339 1,331 

販　売 1,874 1,895 2,104 1,852 1,812 1,900 1,882 1,879 1,955 1,944 2,010 1,974 

合　計 生　産 16,757 16,959 17,704 16,768 16,285 17,104 17,301 17,095 16,966 17,871 17,457 17,272 

販　売 15,194 16,001 16,987 15,584 14,747 15,848 15,547 15,327 16,003 16,218 16,164 16,705 

2016年１月～12月　地区別アルゴン生産・販売実績表

2016年１月～12月　アルゴン生産量＆一般販売実績推移グラフ

00

2,0002,000

4,0004,000

6,0006,000

8,0008,000

10,00010,000

12,00012,000

14,00014,000

16,00016,000

18,00018,000

20,00020,000

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

千m千m33

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

16,757 16,757 16,959 16,959 
17,704 17,704 

16,768 16,768 
16,285 16,285 

17,104 17,104 17,301 17,301 17,095 17,095 16,966 16,966 

17,871 17,871 
17,457 17,457 17,272 17,272 

15,194 15,194 

16,001 16,001 

16,987 16,987 

15,584 15,584 
14,747 14,747 

15,848 15,848 
15,547 15,547 15,327 15,327 

16,003 16,003 16,218 16,218 16,164 16,164 
16,705 16,705 

14,584 14,584 
15,334 15,334 

16,293 16,293 

14,972 14,972 
14,169 14,169 

15,201 15,201 14,930 14,930 14,734 14,734 
15,353 15,353 15,556 15,556 15,483 15,483 

16,061 16,061 
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単位：kg
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 合計 前年比

北海道 36,795 43,869 49,004 47,091 45,205 44,556 41,692 37,405 40,998 46,853 49,920 51,328 534,716 93%

東北 53,750 59,137 56,855 49,331 44,377 50,306 42,576 38,501 47,681 51,236 53,420 57,280 604,450 94%

関東 239,574 277,704 281,913 253,924 231,287 249,877 218,344 206,127 222,500 252,657 261,957 265,365 2,961,229 95%

北陸 49,698 46,755 48,697 44,322 38,517 42,444 34,834 36,358 37,415 46,530 50,595 47,780 523,945 94%

東海 113,608 129,666 128,849 102,600 96,662 104,100 91,719 90,738 96,042 107,805 126,954 124,957 1,313,700 96%

近畿 140,380 158,187 153,116 130,060 120,100 126,094 109,716 106,915 115,220 132,300 144,354 144,779 1,581,221 94%

中国 105,380 120,450 124,472 102,560 75,344 100,283 86,751 94,372 92,779 112,226 129,390 118,965 1,262,972 95%

四国 9,980 9,359 10,875 10,573 7,863 9,344 7,590 7,478 6,742 9,169 9,498 11,549 110,020 101%

九州 81,599 93,105 100,651 82,497 71,169 74,984 68,324 71,980 74,050 74,803 86,193 93,129 972,484 100%

合計 830,764 938,232 954,432 822,958 730,524 801,988 701,546 689,874 733,427 833,579 912,281 915,132 9,864,737 95%

前年比 86% 99% 99% 92% 97% 96% 86% 100% 95% 88% 106% 101% 95%
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2016年１月～12月　地区別溶解アセチレン生産実績推移表

2016年１月～12月　溶解アセチレン生産実績推移グラフ



57 産業ガスレポート vol.36

単位：ｔ

工場出荷量 対前年比
用途別出荷割合

溶接用 飲料用 冷却用 製鋼用 化学用 その他

１月 49,013 97.8% 51.7% 14.8% 10.2% 7.2% 7.8% 8.3%

２月 53,737 111.6% 49.7% 15.9% 9.5% 6.0% 8.0% 10.9%

３月 62,426 118.5% 49.1% 17.1% 9.4% 5.8% 8.7% 9.9%

４月 61,195 109.3% 46.3% 18.6% 10.1% 6.0% 8.0% 10.9%

５月 56,785 93.7% 45.6% 17.8% 11.7% 5.7% 7.7% 11.5%

６月 62,350 91.0% 46.7% 17.7% 11.4% 5.4% 7.5% 11.3%

７月 71,202 101.9% 47.5% 18.6% 12.3% 5.3% 7.6% 8.7%

８月 65,949 106.0% 46.7% 17.7% 13.0% 5.8% 7.2% 9.6%

９月 65,557 103.4% 47.2% 16.7% 12.1% 5.9% 7.4% 10.7%

10月 66,961 100.2% 47.7% 16.4% 11.0% 6.0% 8.7% 10.2%

11月 64,635 102.5% 49.4% 15.0% 10.3% 6.1% 10.2% 9.0%

12月 60,754 97.7% 48.2% 18.8% 10.0% 6.7% 8.1% 8.2%

合計 740,564 102.3%

2016年1月～12月　液化炭酸ガス工場出荷実績推移表
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2016年1月～12月　液化炭酸ガス工場出荷実績推移グラフ



58産業ガスレポート vol.36 産業ガスレポート vol.36

単位：生産量（トン）　　酸素消費量（千㎥）

2016年
銑　　　　鉄 転　　炉　　鋼 電　気　炉　鋼 粗　　鋼　　計

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

１月 6,887,483 353,742 6,622,090 431,130 1,803,418 58,150 8,767,724 489,280

２月 6,433,084 325,682 6,175,199 408,556 1,809,508 58,259 8,345,227 466,815

３月 6,744,029 351,152 6,510,456 425,298 1,886,861 61,334 8,726,255 486,632

４月 6,516,918 369,104 6,269,319 407,154 1,887,292 60,140 8,499,822 467,294

５月 6,844,618 397,038 6,547,619 431,116 2,001,735 62,646 8,940,498 493,762

６月 6,658,829 390,018 6,401,084 422,393 2,003,705 62,143 8,770,083 484,536

７月 6,937,651 418,732 6,687,719 430,068 1,887,541 59,499 8,976,578 489,567

８月 7,005,947 416,117 6,779,470 453,446 1,715,510 52,501 8,909,349 505,947

９月 6,428,377 373,600 6,155,060 412,704 1,896,670 60,445 8,452,580 473,149

10月 6,779,254 403,847 6,510,776 426,566 2,087,586 66,853 9,053,014 493,419

11月 6,390,313 376,234 6,120,669 410,568 2,015,748 64,826 8,619,289 475,394

12月 6,559,743 379,574 6,272,142 418,855 1,958,402 62,704 8,713,672 481,559

１．ヘリウム生産・販売量
生
・
販

液・ガス区分 単位
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比

生
産
量

ヘリウムガス 千㎥ 8,646 93% 7,782 90% 7,059 91% 7,001 99% 7,041 101%

液体ヘリウム 千㍑ 4,250 80% 4,005 94% 4,200 105% 3,810 91% 3,337 88%

合計（ガス換算） 千㎥ 11,999 89% 10,942 91% 10,373 95% 10,007 96% 9,674 97%

販

売

量

ヘリウムガス 千㎥ 8,307 97% 7,364 89% 7,061 96% 7,078 100% 6,998 99%

液体ヘリウム（ガス換算） 千㎥ 3,125 83% 2,938 94% 3,224 110% 3,190 99% 3,020 95%

合　　計 千㎥ 11,432 93% 10,302 90% 10,285 100% 10,268 100% 10,018 98%

２．ヘリウム用途別販売構成比
液・ガス区分 用途区分 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス

光ファイバー 29% 25% 22% 22% 21%

分析 9% 10% 10% 10% 10%

リークテスト 14% 16% 17% 16% 17%

溶接 7% 7% 10% 10% 10%

バルーン・飛行船 4% 3% 3% 4% 4%

半導体 19% 19% 18% 16% 16%

低温工学 2% 2% 2% 2% 2%

その他 16% 18% 18% 20% 20%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

液
体
ヘ
リ
ウ
ム

低温工学 14% 15% 13% 16% 16%

MRI（NMR） 79% 76% 80% 72% 72%

その他 7% 9% 7% 12% 12%

合計 100% 100% 100% 100% 100%

2016年１月～12月　鉄鋼・粗鋼生産量と酸素消費量（経済産業省調査統計部資料より）

2012年～2016年　ヘリウム生産・販売実績表
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　　平成29年JIMGA主催の賀詞交歓会には
経済産業省糟谷製造産業局長様、厚生労働
省神田医政局長様をはじめ、多くのご来賓
の方々にご出席賜りました。昨年以上の
450名を超える皆様の熱気に、経団連会館
で一番大きな会場の空調を送風に切り換え
ても会場内が熱く感じるほどでご不便をお
かけしましたが、和やかな雰囲気の中、多
くの会員の皆様が中締めまでご歓談いただ
いたことを改めて御礼申し上げます。

　　各所で景気の良い声も聞かれた昨年の申
さる

年と違い、酉
とり

年の今年は、米国や欧州の想
定外の大きな変化や、陰りが見えた中国経
済、株価や円相場の動き等を受けて、各所
での年頭のご挨拶には「緊張と期待」が入
り混じっているように感じました。本号が
お手元に届く頃には、本年が明るく前向き
な年となることを確信できるようになって
いればと思います。

　　本号では上羽副会長にエッセイをご寄稿
いただきました。当時、編集後記子もシン
ガポールに赴任しておりました。私の汗と
涙も染み込んでいたであろうジュロン・カ
ントリー・クラブの閉鎖を知り、時の経過
を感じると共に、お互い奮闘しながら過ご
した日々を懐かしく思い出しました。

　　皆様にこの「産業ガスレポート」をお届
けするまでに、何回かの編集会議を経ます。
最初に一番厳しく内容を吟味していただく
幹事会社とJIMGAの広報部門で活躍され
ている主に女性の方々で構成された「女性
編集担当者会議」（勝手に命名：編集後記
子）があります。今回はその一場面を、編
集後記子の数少ない趣味を交えてお話をし
ます。

　　1年ほど前ですが会議室に入ると、いき
なり「残念でしたね」の挨拶。当日は協会
会議室が満室で、JIMGAの事務所にほど
近いJR浜松町駅に隣接した高層ビルに編
集会議の場所を借りておりました。浜松町
駅には様々な路線が乗り入れており、真下
は山手線、京浜東北線、東海道線そして東
海道新幹線、少し離れて東京モノレールと
ゆりかもめが一望できる絶好のロケーショ
ンでした。そこを今しがた、ドクターイエ
ロー（線路や架線、信号電流を検測走行す
る7両編成の黄色い923形新幹線車両）が品
川駅に向かって通過し、皆スマホで珍しい
雄姿を撮られたとのこと。ひとくさり鉄道
談義を勝手に繰り広げる中で、品川駅から
さほど遠くない、東海道新幹線と旧国鉄田
町電車区が俯瞰できる高層階にオフィスが
ある会社の女性編集者より「鉄道会社に聞
くとおおよそのスケジュールが教えてもら
えるそうで、「撮り鉄」はドクターイエロー
がタイミング良く通過する時を狙って待ち
構えているらしい」との情報を教えていた
だきました。見ると幸せになれるという都
市伝説を持つドクターイエローの当日の写
真は表紙でご覧いただけます。

　　会員の方々に「必要とされるJIMGA」「た
めになるJIMGA」を目指し、そのために「絶
えず発 信 するJIMGA」 を標 榜 してきまし
た。これまでも複数の媒体を通じて、特に
緊急性、重要度の高いものはウェブサイト
を通じて発信してきました。今年は「独り
善がり」でなく、何を求められているかを
再度考えつつ、広報委員会、これまでも成
果物を発信してきた各WG、地域と本部の
協会職員共々一生懸命に活動してまいりま
す。引き続きご協力とご支援をよろしくお
願い申し上げます。� （HN）

編 集 後 記
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