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あけましておめでとうございます。皆様方に

おかれましては、ご家族お揃いで、輝かしい新

年をお迎えになられましたことと存じます。心

からお慶び申し上げます。

本日は大変お忙しいなか JIMGA の賀詞交歓会

へお越しいただきましてありがとうございま

す。また平素は JIMGA の諸活動に対しまして多

大なご支援とご協力を賜りまして厚く御礼申し

上げます。

また公務ご多忙のなか、経済産業省からは

多田製造産業局長様をはじめ幹部の方々、厚生

労働省からは武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は市川会長様をは

じめ幹部の方々、日本医療ガス学会からは武田

理事長様をはじめ幹部の方々、さらに関係する

団体の幹部の方々にお越しいただいておりま

す。常日頃 JIMGA の活動に対してご指導、ご

鞭撻をいただいている多くの皆様にお越しいた

だき、改めて厚く御礼申し上げます。

さて、昨年を振り返ってみますと、アメリ

カではこの時期、ドナルド・トランプ氏の大統

領就任が決まっており、1 月 20 日に就任する

までの期間、何が起きるのだろうと騒がれてい

ました。第 45 代大統領に就任後、やがて 1 年

が経ちますが、公約どおり進んでいるものは大

統領令の案件、例えば TPP からの離脱、パリ

協定からの離脱等で、上院、下院で議決をする

ような案件についてはあまり進んでいないとい

うのが実態だと思います。ただ年末に、法人

税、所得税の大幅減税は決まりました。これは

アメリカの消費構造から見て、相当な刺激にな

るのではないかと思います。日本へも波及して

くる可能性が十分考えられます。

ま た 北 朝 鮮 の 核 ミ サ イ ル 問 題 等、 案 件 が

多々あり、対応によっては何が起きるか分から

ないという緊迫した状況で、安定しているのは

少なくとも平昌オリンピックまでで、その後の

ことは分からないというのが事実だろうと思い

ます。

こうしたなか、日本経済は金融施策等の効

果もあり、緩やかな景気回復が 2012 年末から

続き、やがて 60 カ月を超えるということで、

いざなぎ景気よりも長くなったと言われており

ます。去年 9 月の上場企業の中間決算を見ます

と、純利益は上半期として過去最高となりまし

た。半期ベースの増益は 2 年連続で、製造業の

平成30年 賀詞交歓会

　　会長　間 邦司

開会挨拶

平成 30 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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好調がけん引しました。また今年の 3 月期の上

場会社の決算予想によると、3 年ぶりの売り上

げ増、2 年連続の最高純利益となっております。

今の状況でいけば予想値を上回るのではないか

と言われており、減収増益から増収増益へ変

わっていくのではと思っております。

株価もバブル期以来最高値となっており、

心なしか今年の経済団体の賀詞交歓会では経営

者の皆様の表情もにこやかであったと言われて

おります。

一方、我々の業界に眼を向けますと、収益

に大きな影響を与えるのは電力料金です。原油

価格の下落で、東日本大震災前の水準に若干の

間戻ったことがありましたが、一部の原子力発

電所の再稼働の遅れや、導入当初に比べ 12 倍

となった再生可能エネルギー固定価格買取制度

賦課金の影響で、我々の業界全体で年間 93 億

円のコスト増となり、大きな負担となっていま

す。この賦課金の減免制度は一昨年の見直しに

より、減免の条件として省エネルギーへの取り

組みが評価されることとなりました。我々の業

界はエネルギー多消費産業であるが故に、過

去から省エネに真摯に取り組み、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

ます。

今日の日経新聞にも載っておりましたが、

中国は環境規制のため石炭から LNG へエネル

ギーの転換を進め、設備が整わない、あるいは

旧態依然としたやり方の工場は閉鎖に追い込ま

れております。一時的には需給調整ということ

で中国の過剰生産であふれたものが輸出されな

くなり、その間は日本企業の設備稼働率を若干

引き上げる効果があったと思います。ただ報道

によると、LNG のスポット価格は上がってき

ておりまして、いずれは LNG 価格そのものの

アップに繋がると思われ、我々の業界における

主原料となる電力料金が非常に高騰する恐れが

あります。ただ、シェールガスというものがあ

り、キャップをかぶっておりますので、シェー

ルガスの額をはるかに超える上がり方はなかな

かできなくなってきたのかなと思います。業界

の省エネの取り組み、また我々が目指すものの

趣旨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

実現を目指して頑張っていきたいと思ってお

ります。

当協会の産業ガス部門、医業ガス部門にお

いて従来から取り組んでいる重要課題はそれぞ

れ 4 つございます。

医療ガス部門につきましては、「医療事故防

止」「法・規制への対応」「MGR 制度の充実と

公的地位の向上」「災害時医療ガス供給協定の

充実促進」です。医療ガス部門で取り扱うテー

マは多岐にわたりますが、着実に前進してお

ります。例えば、地域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」の開催、在宅酸素療法における火気取扱い

の注意喚起、PIC/S GMP に係る品質標準書の

改訂、卸売販売業の営業所管理者の資格要件

に MGR を加えていただくための行政への働

きかけ、また災害時協定に基づく実地訓練等、

着実に 4 つの課題の解決に向かって進んでい

ます。

産業ガス部門では、「保安の一層の強化、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」、更に

「国際整合化、標準化」に取り組んでおります。

保安・安全の問題につきましては、昨年は重大

な人身事故は幸いにも発生しませんでした。し

かしながら放置容器の破裂事故や、消費や移動

の際の容器に関する事故は依然として発生して

おります。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だと考え

ております。JIMGA としましては、RF タグと
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JIMGA-EDI の活用による効率的な容器管理と、

各地域で発行され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

目指したいと考えております。

高圧ガス保安法は産業保安のスマート化構

想に従って効果的・効率的な規制見直しの諸施

策が進められております。JIMGA としまして

は、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。

最後になりますが、私共 JIMGA は多くの会

員の皆様の積極的なご参加と活動をいただきな

がら、課題の解決に向け努力しております。更

にスピード、品質を上げて、実効性のあるもの

にしていくためには、全溶連を始め、日本医療

ガス学会、日本麻酔科学会等々関係団体の皆様

と一緒に取り組んだほうが良い案件がありま

す。そのために各団体と意見交換をしたり、資

料の作成をしたりしています。特に昨年は日本

医療ガス学会様には ｢医療ガスボンベ誤認防止

ポスター｣の作成配布には多大なご尽力をいた

だきました。誠にありがとうございました。ま

た次の医療ガス教育推進施策として、看護師を

対象とする e- ラーニングの作成に取り組まれ

ているとお聞きしております。JIMGA としま

してもこのような連携を更に強くし、医療ガス

安全を推進し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。

本年も従来以上の皆様のご協力とご支援を

お願い申し上げますと共に、皆様のご繁栄とご

健勝をお祈り申し上げます。本日はどうもあり

がとうございます。
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皆様、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がこ

のように盛大に執り行われておりますこと、心

よりお慶び申し上げます。

広く産業用に使われているガスを安定的に、

安全に供給していただいておりますことに、改

めてこの場をお借りしまして感謝を申し上げ

ます。

特に昨年はヘリウムの供給について、カター

ルの周辺諸国との断交によりさまざまな懸念

があったかと思います。関係者の皆様方のご努

力、ご尽力により、幸いにもサプライチェーン

への影響はなく過ごせたことにつきましても、

改めて感謝を申し上げます。

産業ガスはもちろん安全が第一です。他の

製造業の分野でも産業保安の事故はなかなかな

くならないという状況ですが、そうした中で官

民の協議会を立ち上げていただき、更に貴協会

には自主基準の作成あるいは保安講習会、セミ

ナーといったさまざまな普及啓発活動にご努

力、ご尽力いただいております。私共としまし

ても大変心強く感じており、引き続きご尽力を

いただきたいと思っております。

ここでもう一つ触れておかなければいけな

いことは、昨今のエネルギー情勢です。東日本

大震災の後、原子力発電所が止まった結果、電

気料金が上昇しています。これに伴い、皆様方

の事業の中でも大きな影響が出ているものと承

知しております。私共は本来、しっかりとした

エネルギー政策、安定的かつ低廉なエネルギー

供給が王道だと思っておりますが、こうした状

況が続く中、省エネ補助金や今般の税制措置を

税制改正の案に盛り込ませていただきました。

これから通常国会での審議を待つことになりま

すが、これらが無事成立した暁にはぜひ皆様

方には有効にご活用いただければと思ってお

ります。

今、皆様方の業界でもそうだと思いますが、

先を読むということが非常に難しい時期になっ

てきています。しかしこの 2018 年、チャレンジ

を恐れることなく次の一手を打つという大事な

年にしていきたいと思います。これまで前提だ

と思っていたことが 1 年後、5 年後は変わって

いるかもしれない、こういった中でどういった

手を打つのか非常に難しいところだと思います。

私は企業経営に携わったこともありません

し、会社に入ったこともございませんが、変革

を実現するという点から皆様に 3 点のお願いを

来賓ご挨拶

　経済産業省　

製造産業局長　多田 明弘 殿
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したいと思います。一つ目はスピードあるアク

ションであります。先が分からない、読めない

ということで議論ばかりしていて行動を伴わな

ければ時代に遅れる可能性があります。二つ目

に大胆な挑戦です。前提を疑って考える、そう

した考え方から新しい取り組みをお願いしたい

と思います。そして三つ目に、皆様方の会社に

それぞれ歴史があるかと思います。個性ある経

営。皆が同じことをやっていてはいけないと思

います。甚だ僭越ではございますが、皆様方に

お願いできればと思っております。

そうした新しいチャレンジがなされる限り、

この業界の将来、そして日本経済の将来は必ず

や明るいものになると確信しておりますし、私

自身も製造産業局長という立場でございます

が、微力ながら皆様方の新しいチャレンジの取

り組みを精一杯応援させていただきたいと思っ

ております。

末尾になりますが、会員企業の方々の社業

のご発展、そして本日お集まりの皆様方のご健

勝、ご多幸、ご活躍を祈念いたしまして、私の

新年の挨拶とさせていただきます。
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皆様あけましておめでとうございます。日

本産業・医療ガス協会におかれましては、日頃

から私どもの医療行政に多大なご理解ご支援ご

協力をいただいておりますことに心より御礼申

し上げます。また平素より医療ガスの安全管理

等の取り組みを通じまして我が国の保健医療水

準の向上に寄与してこられましたことに対し心

から敬意を表するものであります。

医療ガスは医療にとって大変大事なインフ

ラですが、協会の概要を拝見しますと 1,000 社

を超える企業が正会員として加盟されておら

れ、かくも多くの企業が日本の医療を支えられ

ていることに、本日皆様方のご尊顔を拝し感銘

深く感じているところでございます。

私ども医療行政を預かる立場からしますと、

医療を取り巻く環境が大きく変化しています。

冒頭、間会長から世界情勢の変化についてお話

がございましたが、私どもは国内、国民生活を

みておりますけれども、世界でも最も進んだ高

齢化が急速に進展しています。そういう中では

医療の在り方自体も変革を迫られており、私ど

も医政局においても地域医療構想の実現という

ことで、地域ごとの医療の再編成に着手してい

るところです。こういう大きな環境変化の中で

もやはり必要である医療ガスにつきまして、安

定供給と医療ガス設備の保守点検業務という

のはますます重要になってくると考えており

ます。

もうすぐ平成時代も終わろうかという状況

ですが、厚生労働省におきまして医療ガスの安

全管理につきまして昭和 63 年に発出した通知

がございます。これを一新し昨年9月6日に「医

療ガスの安全管理について」という通知を発出

させていただきました。伺うところによります

と見直しは 30 年ぶりで、作業は 3 年越しで行

われたということで、関係各位のご協力には深

く感謝申し上げます。

この新しい通知におきましては、医療ガス

に係る安全管理のための医療機関の職員研修指

針を新たにお示しするとともに、点検事項を精

査いたしましてチェックリストを追加するなど

内容を一新させております。この施行にあたり

ましては協会の果たす役割がますます大きく

なってくるものと考えております。

日本産業・医療ガス協会におかれましては、

これまで各種講習会の開催、自治体との災害時

医療ガス供給協定の締結、在宅酸素供給装置の

保守点検事業者の緊急災害時における対応手

来賓ご挨拶

　　　　厚生労働省

医政局長　武田 俊彦 殿
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順・体制整備に関する事項を整理した手引書の

策定など、これまでも医療ガスの安定供給、安

全管理の徹底に大変大きな役割を果たしてこら

れましたが、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必要不可欠なもの

です。今後ともぜひこういった取り組みを通じ

て我が国が世界に誇るべき医療制度の水準の向

上に積極的に寄与していただきたいと考えてお

ります。

最後に協会の益々のご発展、本日ご参集の

皆様にとって本年が実り多き一年となることを

心から祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせ

ていただきます。
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皆様あけましておめでとうございます。産業ガ

ス、医療ガスの業界の皆様方、常日頃、当協会

の活動に関しまして、さまざまなご支援ご協力を

いただいていますことに心から御礼申し上げます。

私共の立場からしますと、昨年は地震や風水

害が大変多く、それによって各地の被害が大き

かったと思っております。我々の業務も相当に影

響を受けたわけでございます。そのような中で

も JIMGA の皆様方は、率先しあるいは協力して、

ガスの安定供給確保に努められたと伺っておりま

す。心から敬意を表したいと思います。

日本経済の今後につきましても、間会長のお

話にございましたように、比較的堅調に推移す

るのではなかろうかと思います。是非とも日本の

経済あるいは医療の社会をしっかりと支える中で、

皆様方の強みを発揮いただきまして、益々その

業容を強固なものにしていただくよう心から念じ

ている次第です。

ここで保安関係について一言申し上げます。

我が協会は一般高圧ガスの事故の情報を行政経

由で収集しています。昨年一年がどうであったか

につきましては、まだ全体が揃っていない状況で

すが、幸い死亡事故や周辺の方々に大きな影響

を与えるような大きな事故は今のところ報告され

ておらず、一年を締めくくってもそのような結果

になるだろうと思います。

しかし事故件数を見ますと、昨年の事故の件

数はおそらく前年を大きく下回るようなことには

ならないだろうと思います。全体的には皆様の自

主的な保安の努力がこのような形で結実する一

方で、やはり引き続きご尽力をお願いしたいと申

し上げざるを得ない状況だと考えております。

加えて、皆様のお立場から比較的近い状況で

KHK の新しい仕事について二つご説明いたしま

す。一つは高圧ガス保安のスマート化です。こ

の 4 月に新しい認定事業所制度がスタートしま

した。従来の認定制度に加え、スーパー認定制

度、あるいはベーシック認定制度が追加されま

した。また一昨年からはすでにファスト・トラッ

ク制度もスタートし、現に活用実績も出てきてお

ります。実はこの新しい制度において KHK は実

務を担うという立場になっております。この立場

から制度設計に大変苦労しましたが、この間に

JIMGA の皆様から大変温かい、また極めて実務

的な意味での知識に富んだご助言、ご協力をい

ただきました。改めて皆様方のご協力に感謝い

たします。この新しい制度について、今のところ

まだ JIMGA の皆様方が直接お使いになるという

来賓ご挨拶

　　　　　　高圧ガス保安協会

会長　市川 祐三 殿
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状況にはなっておりませんが、必ずやこの制度は

皆様方のお立場からもお役に立つものと考えて

おります。皆様方と共に協力しながらこの分野に

おいて更に歩を進めていきたいと考えております。

よろしくお願いいたします。

もう一つは当方が町田に持っております総合

研究所でございます。昭和 50 年に開設して以来

44 年が経ち、大変老朽化したことからこの度全

面的な改築を行いました。昨年 7 月の竣工以来、

間会長をはじめ、たくさんの方々にご訪問をいた

だきまして大変ありがたく思っております。幸い

民間の方々からの受託も大変増えてきております。

設備面においても日本で最高水準の内圧試験装

置、最新鋭の試験装置を装備しております。お

そらく我が国の産業界に大きく貢献できるもので

はないかと考えております。このような活動も含

め、KHK は新旧さまざまな分野において、皆様

方の自主保安の活動を全力で支援していきたい

と考えております。本年もよろしくご指導、ご鞭

撻をお願い申し上げます。

JIMGA の皆様の益々のご発展とより一層の安

全を願い、またここにご参集の皆様方の益々の

ご健勝を祈念いたしまして、私の新年の挨拶とさ

せていただきます。
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平成30年賀詞交歓会

皆様あけましておめでとうございます。ここに

立ちますといつも思いますが、我が業界の幹部

の方々がおられて大変に壮観でございます。お

そらく今日の出席者数は過去最大になるのでは

ないかと思います。

多田局長様、武田局長様、それから市川会長

様にはいつも時宜に適した政策面の話をしてい

ただきまして、本当にありがとうございます。心

に深く刻んでおきたいと思います。

さて、私はここに立たせていただき乾杯の音

頭を取りますのが今回で 4 回目でございます。最

初は 2015 年で、当時の状況を一言で言うと「コー

シャス オプティミズム」であるというお話をいた

しました。2016 年のこの席では、「コーシャス」が

取れるかと思ったけれど新年早々に中国の景気

がおかしくなり株が下がり、原油が下がり、非常

に混乱が起きて「オプティミズム」を落とさざるを

得ないのではないかという気がいたしますという

お話をしました。昨年は、経済は非常に底堅く

なっていますが、我が業界は先憂後楽のような

ところがあり、皆様の利益が上がると私共も恩

恵を被るという業態であるというお話をいたしま

した。

今年はおそらく一言で言うと「コンフィデンス」

だと思います。コンフィデンスとは信認です。自

社の業績、日本の経済、世界の経済に対する自

信、信認、コンフィデンスです。これまでは死語

のようになっておりましたが、いろいろな方にお

会いしますと、「実はもうちょっと良いんですよ」

というお話を相当聞きましたので、本当に景気が

回復してきているのではないかと思います。

日経新聞によりますと、IMF のラガルド専務

理事は「日が照る間に屋根の修理をしよう」と言っ

ており、私共も非常によく分かります。日が照っ

ているうちに屋根の修理をするために、ご当局

の方々には是非とも日を長く照らしてもらいたい

と思いますし、業界人、経営者として、なんとか

雨漏りがしないよう、やることは全部やっておこ

うということが今大事なことだと思います。

JIMGA としましては、これまで非常に苦しい

我が業界の状況の中で頼りになる JIMGA として

頑張ってまいりました。今後も厳しい状況は変わ

らないかもしれませんが、時宜に応じた、業界

の要求に適した対応をしてまいりたいと思ってお

りますので、JIMGAをよろしくお願いいたします。

本日ご参集の皆様方の組織、会社の益々のご

発展、また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



産業ガスレポート vol.3811 産業ガスレポート vol.38

日本産業・医療ガス協会は、その前に日本産

業ガス協会と日本医療ガス協会がありまして、

2007 年に合併してできた会です。当初はいろ

いろ心配していました。体質やいろいろなこと

がだいぶ違うので一緒にどう融合していくのか

について、いろいろ苦労したのですが、10 年

以上経ち、それなりに良い形で自然に一緒にや

れるようになってまいりました。

そもそもの目的は、どこの国に行っても医療ガ

スと産業ガスは一緒にやっているので、日本も一

緒になって発言していかなければ大変なことにな

るぞというところから始まりました。我々の考え

ていることを、できるだけ一緒になって世界に発

信していけるようになったら良いなと思います。

そういうことのできる JIMGA になっていきたい

と思っております。皆さん是非、積極的に参加

していただき、これから世界に向かって発言する

下地を創っていっていただきたいと思います。

　　副会長　鈴木 慶彦

中締め挨拶
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平成29年度第2回部門理事会・評議員会合同会議

日　時：平成29年11月28日（火）14:00~16:40

会　場：メルパルク大阪

議　長：会長 間　邦司

議　事：

1．開会

部門理事会は理事定数 10 名のうち 9 名、評議

員会は産業ガス部門評議員定数 38 名のうち 27 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。

（医療ガス部門の部門理事会および評議員会も同

時に開催され、それぞれ成立した。）

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

原副会長および山本監事を選出した。

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（医療ガス部門 2

社）の提案がなされ、審議の結果拍手をもって提

案通り承認された。（産業ガス部門の決議事項は

なかった。）

5．報告事項

（1） 平成29年度産業ガス部門上期活動報告（主要

課題抜粋）

1） 産業ガス部門全般

主要行事の開催状況について報告された。

2） 総務部会

総務部会の開催状況および議題について報告

された。

3）広報委員会

広報委員会活動について、以下の事項につい

て報告された。

①協会ウェブサイトの充実

セミナー開催や統計データなど JIMGA オリジ

ナル情報の発信と行政情報の迅速な提供に努め

た。

②産業ガスレポート

春号（Vol.36）に続いて、秋号（Vol.37）が発行さ

れた。

③ JIMGAnews

偶数月末に継続して発行されている。主な記

事の内容を掲出。

④マスコミへの発信

6 月の定例記者会見、当日行われた記者懇談会

の他、会長インタビューの申し入れへ対応。挨拶

文の寄稿依頼と掲載状況を紹介。

4）企画部会

企画部会の開催状況および議題が報告され、

続いて各 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

昨年公表した「容器使用料の考え方」を基に、

容器使用契約の推進に向けた各地域毎の取り組み

について報告された。容器管理指針については、

新たに 2 道県を加え、計 42 都道府県から発行さ

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29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、2016 年 度 の 燃 料 原 単 位 は 前 年 比

101.4% となった。前年より輸送量、軽油使用量、

走行距離いずれも増加し、燃料原単位、CO2 排出

量とも増加した。特に生産工場の稼働状況が変化

した炭酸ガスローリは長距離輸送が常態化してお

り、燃料原単位の悪化が継続している。

③容器処理 WG

高圧ガス容器特別回収プロジェクトとの合同

会議を開催。例年通り、10 月に特別回収活動を

実施した。昨年度、放置容器の破裂事故が続発し

たために徹底した取り組みを追加したが、これを

今年度も継続し、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258拠点において装着・

運用され、約 76 万本の容器に装着されたことお

よび 72 社で運用されていることが報告された。

RF タグによる容器管理システムの採用拡大に

ついて説明会を必要に応じて開催すること、高圧

ガス業界以外での利用を念頭に会員以外による

JIMGA ミドルウェア利用料を設定したことが報

告された。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、試用・評価

が完了した。

6）EDI運営委員会

JIMGA 会員と非会員間の取引での利用を想定

した非会員会社の利用料を設定したことが報告さ

れ、JIMGA-EDI の利用状況と課金管理の状況が

説明された。

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

の活動報告につきましては、技術・国際ニュー

ス（27 ページ～）をご覧ください。

（2）平成29年度中間収支計算書報告の件

中間収支計算書に基づき、事務局より平成 29

年度上期（4 月 1 日～ 9 月 30 日）の総括および部

門別の収支予算・実績対比が報告された。今中間

期の産業ガス部門の売上高は 132,752 千円、経常

収支は 14,564 千円であり、概ね予算どおり推移

している。

（3）その他の報告事項

事務局から、昨年末再生可能エネルギー固定

価格買取制度（FIT）による賦課金減免制度が見直

され、今後も減免制度の見直しが想定されること

から、これからも産業ガス業界が賦課金の減免を

受けられるよう、電力多消費産業 11 団体の一員

として他団体と連携して経済産業省との情報交

換・協力関係を堅持していくことを報告した。

（4）その他の報告事項

内部監査の結果、会員の現状および今後の主

な日程について報告された。

以上すべての議題の審議・決議および報告がな

され、16 時 40 分に平成 29 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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平成29年度第2回部門理事会・評議員会合同会議

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 29 年 11 月 30 日現在

医療ガス部門 産業ガス部門 合　計

正　会　員 736 社 297 社 1,033 社

賛 助 会 員 － 24 社 24 社

海 外 会 員 － 5 社 5 社

合　計 736 社 326 社 1,062 社

2．今後の主要日程

行　事　名　称 開　催　予　定　日 会　場

平成 30 年度第 1 回
部門理事会・評議員会合同会議 平成30年 5月29日（火） 13：00 ～ 経団連会館

平成 30 年度 定時総会 平成30年 6月12日（火） 15：30～ 経団連会館

平成 30 年度第 2 回
部門理事会・評議員会合同会議 平成30年11月28日（水） 14：00～ メルパルク大阪

平成 31 年 賀詞交歓会 平成31年 1月15日（火） 16：30～ 経団連会館
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日　時：平成30年3月1日（木）15:00～16:00
会　場：	メルパルク東京
出席者：	市川　祐三	 高圧ガス保安協会(KHK)	会長
	 間　　邦司	 JIMGA会長
	 川本　健一	 JIMGA副会長（広報委員長）
	 永江　　裕	 JIMGA専務理事
司　会：	高橋　義郎	 ガスメディア社編集長
	 （敬称略）

川本副会長

市川会長

間会長
高橋編集長

永江専務理事

「安心・安全を目指して」
― JIMGA10年間の歩み、これからのJIMGA ―

司会：日本産業・医療ガス協会

（JIMGA）は 発 足10年 と な り ま

した。今回の座談会では、この

10年 間 に、JIMGAが そ の 使 命

である産業ガスと医療ガスの安

心・安全の確立に向けどのよう

な活動を行ってきて、これから

何をしなければならないのか、

皆さんにお話しいただくために

お集まりいただきました。本日

は、主に産業ガスの保安につい

てお話しいただきますが、まず

初めに、これまでの活動や組織

の歩みについてお聞きします。

永江：平成19年10月に日本医療

ガス協会と日本産業ガス協会が

合併してJIMGAは発足しまし

た。遡れば、昭和5年の国産酸

素製造者連合会の発足が業界団

体としてのルーツとなります。

関連する団体として、この後話

題になると思いますが、全溶連

の前身も昭和7年に発足してい

ます。製造者の団体と流通の団

体が、社会の要請により、同じ

時期に発足していることになり

ます。

戦後には酸素工業連合会を経

て、 昭和23年に酸素協会が発

足 しました。 その後、 溶 解 ア

セチレン協会、炭酸ガス工業

会、特殊ガス工業会が発足し、

これらの団体の連合会として昭

和59年 にJIMGAの前 身 の日 本

産業ガス協会（JIGA）の母体と

なる工業ガス団体協議会が発足

しました。産業ガス団体連合会

を経 て、 平 成11年 にJIGAが発

足しましたが、この際には行政
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「安心・安全を目指して」　― JIMGA10年間の歩み、これからのJIMGA ―座 談 会

からの協力もあったと聞いてい

ます。一方、日本医療ガス協会

は昭和45年に発足しています。

そして10年 前 の平 成19年10月

に両 協 会 が合 併 して、JIMGA

となりました。

司会：酸素にせよ、アセチレン

にせよ、以前は非常に事故が多

く発生しました。そのため高圧

ガス取締法と高圧ガス関連団体

は同じ軌跡を歩んできたと思い

ます。本日のテーマは、「安心・

安全を目指して」ということで

すが、まだ完全に、安全・安心

な産業ガスではありません。高

圧ガス保安協会の立場で、この

高圧ガス業界の安全対策をどの

ように見ているのでしょうか。

高圧ガス業界の現状

市 川： 高 圧 ガ ス 保 安 協 会 は

JIMGA以外も含めて、保安に

ついてのお手伝いをすべき立場

にあります。その会長となって

から、年末年始には毎年KHK

が持っている事故のデータに

ついて、直近一年分の詳報に

目を通しています。この中には

JIMGAと関係する業界の事故も

当然あり、製造事業所の事故の

他、供給先の事故を含め、事故

というのは実に多種多様な分野

にわたって発生していると感じ

ました。また、JIMGAの製品を

供給する相手も実に幅広い分野

にわたっており、専門的な知識

を持った人から、そうでない人

も含め、幅広い対象に供給しな

くてはならないという立場で、

供給者としての責任において保

安を確保されています。言い換

えれば、日本の産業・医療ガス

分野において基幹的な役割を果

たされていると考えています。

また、KHKとの関係において

は、一番関わりがあるのが技術

基 準 であるKHK Sの作 成 です。

99本のKHK Sがありますが、そ

の相当部分はJIMGAと二人三脚

でやっています。その他、放置

容器の回収も共同で取り組んで

います。最近の事例では、産業

保安のスマート化での協力関係

があります。スーパー認定事業

所および自主保安高度化事業所

についての新認定制度、あるい

は例示基準を作成する場合など

に適用されるファスト・トラッ

ク制度については、KHKの行政

に対する提言の際には多大なご

協力をいただきました。JIMGA

の会員事業所で適用となった事

例をこの場で説明したかったと

ころですが、早く申請されるこ

とを期待しています。

司会：KHKとJIMGA、それから

経済産業省は、ベクトルを一つ

にして安心・安全に取り組んだ

方が良い結果が出ると思いま

す。この点について、広報とし

てはどういったことを中心に発

信していくのでしょうか。

川本：既に広報としての発信方

法は、教育も含めて、インター

ネットを含むメディアを利用す

ることに主眼を置いています。

これは他の業界も同じですが、

産業ガス業界が異なる点は、先

程も話題となりましたが、裾野

の広いエンドユーザーに近いと

ころまで徹底しないと保安の向

上は図れません。一方的なIT

だけで単に「見てください」とい

うだけでは限界があります。組

織的にも、広い裾野にどのよう

に展開していくのかが今後の課

題だと考えています。

産業ガス関係の事故について

司会：経済産業省の事故統計を

見ていますと一向に事故は減っ

ていません。JIMGAとしてこう

したいといった考えはないで

しょうか。

間：事故の報告の基準が見直

されてほぼ 10年になりますが、

市川　祐三
高圧ガス保安協会 会長
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平成28年が最も多いという状況

で、確かに減っていません。基

準の見直しで、漏えいをどう扱

うかという問題はありました

が、事故の件数は徐々に減ると

いう傾向ではありません。どこ

で起きているか、内容を見ま

すと消費の事故が減っていま

せん。その 9割が漏えいで、残

りが破裂等の事故が中心です。

JIMGAの会員は約1,100社あり

ますが、産業ガス部門に限れば

約300社で製造が中心です。消

費の現場の事故を減らしていく

には、全溶連とどのように連携

していくのか、さらに検討する

必要があります。

保安対策と教育

司会：メーカーサイドの事故は

原因も把握され、対策もやりや

すいが、ガスを利用して切断し

たり、溶接したりする消費サイ

ドでの事故が多いのはこの業界

の特色だと思います。この部位

を分けて保安対策を考えるべき

ではないかと思いますが、いか

がでしょうか。

市川：その通りだと思います。

LPガスの場合はB to Cの供給

であり、Cの保安に関しては十

分な知識がないことを前提とし

て、Bに対して法制上、安全に

関するさまざまな要求をして、

さらにガス漏れ警報器の設置

等を進めています。一方、産

業ガスの場合は基本的にB to B

ですが、Bのレベルの差が非常

に大きく、Bとは言えないよう

な消費先もあります。例えば休

憩に入るときになぜ容器の元栓

を閉めないのか、閉止さえすれ

ば漏えい火災とならないし、酸

欠にもならない。こういった極

めて単純な事故がある一方、超

低温容器の破裂事故例もありま

す。容器に霜がつき、下部が水

に濡れ、安全弁が噴出していた

状況において、容器の内部漏え

いにより真空断熱が破壊されて

いて、液化酸素を加圧して取り

出すと何が起きるのか、容器の

変形により着火して断熱材が燃

焼することを取り扱う人が理解

していたのだろうか。事故といっ

てもさまざまな分野で発生し、そ

の担当者に要求される保安知識

のレベルに差があります。しか

しBを対象とした国の規制であ

り、資格要件を別にすれば、一

定の技術基準を満たした扱いを

要求しているだけで、消費に許

可も届け出も必要ない場合があ

ります。供給する人たちが業界

として補完して、講習会など消

費者の教育にさまざまな努力を

されている状況です。答えが直

ちに出ませんが、消費先にどの

ように関わっていくかが保安の

ために重要な問題だと思います。

司会：ガス溶断器や溶接機の事

故 は、KHKや JIMGAが 消 費 の

基準に照らして対策を考えるの

ではなく、厚生労働省が所管す

る労働安全の範囲だと考える

と、JIMGAの 手 の 届 か な い と

ころに原因があるように思いま

す。全溶連では年に一回、関係

団体の担当者を招いて保安連絡

会を開催しています。この会議

では消費現場の貴重な情報が得

られますが、このような重要な

情報は、あまり活用されていま

せ ん。JIMGAが 今 以 上 に 費 用

や人材を投入して、消費サイド

の保安をさらに進めることはで

きないでしょうか。

間：おっしゃっていることはよ

く理解できます。ただし全溶連

と同じ取り組みは難しいと思い

ます。組織の生い立ちや構成が

異なることに加えて、ユーザー

の幅広さの問題があります。消

費サイドに手を入れなければ、

事故が減らないのも事実だと思

います。産業ガスのユーザーは、

農業や水産業などの小規模ユー

間　　邦司
JIMGA 会長
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ザーから、化学工業や鉄鋼業

などの大規模ユーザーまで多岐

にわたっています。問題が発生

するのは小規模ユーザーである

と考えれば、容器で使用するこ

とが多いといえます。容器を如

何に管理するかという観点で、

RFタグによる容器管理も推進

してきました。残念ながらタグ

の普及は期待したほどではあり

ませんが、容器を徹底的に管理

すれば事故は必ず減少します。

容器の事故について

司会：容器の事故は、長期停滞

容器である場合が多いと思いま

す。昨年も北里大学で炭酸ガス

の容器が突然破裂しました。先

日、事故原因の調査報告書が公

表されましたが、容器で高圧ガ

スを使用する側の知識不足の問

題もあると考えられないでしょ

うか。

永江：容器での高圧ガス消費者

全てに問題があるわけではあり

ません。例えば、東京工業大学

からは毎年JIMGAに講師の派

遣依頼があり、二カ所のキャン

パスでそれぞれ特殊ガスの講習

会が開催されています。そうい

う意識を持っているところもあ

れば、一昨年多発した容器の破

裂事故のように、長年管理もさ

れずに放置されて事故につなが

るような、保安について何の意

識もない事業所もあります。こ

のようなレベルの差は仕方がな

いので、地道に保安活動を進め

るしかないと思っています。

司 会： 毎 年10月 に、JIMGAは

全溶連や他の団体と協力して、

高圧ガス容器特別回収運動を

行っていますが、この運動は非

常に成果が出ていると思ってい

ます。一方で、毎年古い容器が

相当出てきています。なぜ古い

容器が出てくるのか考えたので

すが、シームレス容器なら再検

査期間が 5年と決められている

ので、これをもっと厳密に運用

して、使用期限とすることはで

きないでしょうか。そうすれば

長期に停滞する容器は発生しな

いと思います。

市川：放置容器の問題は、消費

先で高圧ガスの知識がほとんど

ない人に容器が取り扱われるこ

とが原因になっているのだと思

います。

典型的な例では、魚市場で容

器が長期間塩水のかかるような

環境に放置され、破裂した事故

があります。この事例では、容

器がそこに存在することさえ把

握されていなかったのだと思い

ます。こういう消費先もカバー

していかなければならないので

すが、どの団体が頑張ればいい

というものではありません。放

置容器を見つけたら回収しよう

という特別回収運動は徐々に回

収本数も減ってきています。こ

の運動を地道に続けるしかない

と思っています。

もう一つは、高圧ガスの怖さ・

危険性を工夫して伝える必要が

あると思います。例えば、火薬

や高圧電気を粗略に扱う人はい

ません。高圧ガスは容器に充塡

されている状態でも存在として

危険だということを認識されて

いません。そこに危険なものが

存在しているということを認識

していないことが、放置容器の

発生に繋がっているのだと思い

ます。

JIMGAの取り組みでなるほど

面白いなと思ったのは、容器使

用料の徴収です。これは放置容

器や長期停滞容器の発生を防げ

るのではないかと考えました。

司会：自動車の運転免許は期限

を過ぎて更新しなければ違反と

なります。容器も再検査期限を

過ぎて使用したら違反だという

取り扱いはできないでしょう

か。

永江：容器再検査期間で返却を

求めると、ユーザーから納入時

高橋　義郎
ガスメディア社 編集長
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に再検査直後の容器ばかりを要

求されかねません。

先程、容器の管理について話

がありましたが、JIMGAでは

容器管理指針の発行を行政に働

きかけています。 現 時 点 で42

都道府県から発行いただきまし

た。指針には返却期限を記載し

ていただき、長期停滞容器の発

生を防ぐことを図っています。

どこに長期停滞容器があるの

かについては、販売事業者の容

器 管 理 に委 ねるしかありませ

ん。加えて地道な回収活動が有

効だと思います。容器には少な

からずコストがかかっています

ので、使用しないまま放置され

ると容器のコストが回収できま

せん。放置されることによって

事故も起きます。容器使用料の

徴収は容器のコストを回収す

る目的もありますが、長期停滞

容器の発生をなくし、事故を撲

滅することが主眼となっていま

す。

市川：他の団体の例ですが、リー

マンショックの直前の段階で労

働災害が多発した時期がありま

した。この時に業界で集まっ

て、過去の事例を徹底的に分析

しました。結果として三つの原

因で事例の 7 ～ 8割は説明がつ

くことが判り、この原因に対す

る対策を徹底し、業界で会社の

垣根を越えて指導したところ、

労働災害を大幅に減らすことが

できました。安全の問題はお金

をかけることが重要なのではな

く、何をするかを明確にして

取り組むことが重要で、それに

よって結果は出ます。

司 会：JIMGAで は 事 故 の 統 計

や労働災害統計を行っています

が、事故の原因について、どの

ような分析をされていますか。

永江：労働災害については、会

員から提供されたデータについ

て分析しています。また、高圧

ガスの事故については、KHK

が公開している事故事例を分析

しています。一昨年は、定常／

非定常に着目して分析しまし

た。現在は移動時の事故につい

て分析しています。今年は、移

動における事故を分析する予定

です。

司会：先程、市川さんから、テー

マを絞って取り組むことの重

要性をお話しいただきました。

JIMGAでも例えば、今年度は

こういうことをやろうという

テーマを２、３決め、地域本部

を通じて会員企業に対して一斉

に浸透させていく、といった取

り組みについてはいかがでしょ

うか。

川本：市川さんのお話と自身の

会社を重ね合わせて考えてみま

した。何かに絞ることによっ

て、必ずやるべきことが見えて

きます。これは経営者の心に響

く取り組みになると思います。

た だ し、JIMGAだ け で や る の

でなく、やはり全溶連との協調

は不可欠だと思います。一方で

は経営基盤があまり盤石ではな

い会社や意識の向上が望めない

会社もあります。

ガス事業者には安全点検の義

務が課されていますが、これと

同様に、容器の使用料を徴収す

るユーザーについては同時に容

器や供給設備を点検する等、保

安点検を行うことも考えられま

すし、お客様を層別に分けて対

策を実施することは可能だと思

います。

司会：容器をそのまま納入時に

おいてくるだけではなく、いつ

返却しなければならないのか期

限を明示するなど、ユーザーに

インパクトを与える納入の方法

はないでしょうか。

間：先程の容器管理指針には、

そういう意味で返却期限を記載

していただいています。記載さ

れている返却期限は 3カ月、6

カ月、12カ月と違いはあります

が、期限を過ぎた場合の取り扱

いは決められていません。容器

川本　健一
JIMGA 副会長
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使用料については、以前は延滞

料として一定期間を過ぎた場合

に期間に応じた金額を徴収する

ことに取り組んでいました。こ

れを納入直後から課金すること

によって、早期返却を促すよう

にしています。

司会：ガスを販売する会社がそ

れなりに儲かっているために、

容器の管理がなおざりになって

いるということはありません

か。

永江：儲かっているから管理が

いい加減といったことは、ない

と思います。

間：以前は容器が資産として管

理されていたのですが、会計処

理上、経費で処理されるように

なり、管理がおろそかになった

傾向はあるかもしれません。

市川：事故の情報を見ていると

いろいろな事故があることが判

ります。購入した工場建屋の倉

庫に残っていた容器の処理を、

スクラップ業者に依頼したとこ

ろ、圧力の残っていた容器をグ

ラインダーで切断してしまい、

大きな事故となった例がありま

した。このようにB to Bでも、

高圧ガスが高圧ガスであること

を知らずに取り扱われたために

発生する事故は後を絶ちませ

ん。

高圧ガスの危険性

司会：圧力表示がMPa表示と

なって危険性が減ったと思うよ

うになったとまでは言いません

が、圧力の怖さを知らない人が

多いと思います。

永江：高圧ガスの危険性につい

ては、これまでも講習会など教

育で対応してきました。ビデ

オなどの動画やe-ラーニングな

ど、教材も充実させてきまし

た。

間：B to BかB to Cかというレ

ベルではなく、明らかにBであ

るが保安意識の足りないユー

ザーへの対応が重要だと思いま

す。講習会にもあまり参加しな

いようなユーザーに高圧ガスの

怖さを伝えるのは大変です。

司会：高圧ガス保安活動促進週

間に、高圧ガスの危険性が判る

ような実験を、一般の方にもご

覧いただけるような場所で行う

のはどうでしょうか。

市川：ガスの噴出により、容器

が飛んで、ブロック塀を貫通す

る実験の画像を見たことがあ

ります。高圧ガスが非常に怖

いものだと理解しました。ま

た、HyTReCの試験設備で容器

の破裂試験を行う際に、ピット

の中で容器を厚い鋼板で囲みま

すが、破裂により部品がこの鋼

板を貫通していました。改めて

高圧ガスの凄さを感じたところ

です。先程もお話ししましたが、

火薬やLPガスは皆が危険だと

思っています。高圧電気に触れ

たいと思う人はいません。高圧

ガス容器にそういう意識を持っ

ている人はあまりいないことが

問題なのですが、これをどうする

かは非常に難しいと思います。

永江：多分販売している人まで

は理解されていると思います

が、消費者まで伝わっていない

ことが問題だと思います。

司会：新聞の広告企画で産業ガ

スをアピールするより、銀座や

御堂筋で容器の破裂実験を行う

方が効果的ではないでしょう

か。

川本：道路で都市ガス配管が破

裂して漏えいした場合、圧力が

1 から 2気圧程度ですと、もの

すごく陽炎が立ちます。これ

を見ると皆怖いと感じるのです

が、あまり知られていません。

工業ガスの場合は、都市ガスの

10倍から 100倍の圧力で容器に

入って建物の中に普通におかれ

ていて、本来怖いものであるは

ずが、そのように扱われていま

せん。私がこの業界に数年前に

入った際、すごく怖い世界だと

永江　　裕
JIMGA 専務理事
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感じました。例えば美容院に炭

酸ガス容器が無造作に置かれて

いるなど、怖さが全く理解され

ていません。危険性の周知・啓

発については、まだまだ取り組

むべきことがあると思います。

先程、高圧ガスは危険だと言っ

てもよいというお話がありまし

たが、私もそう思います。

司会：高圧ガス容器としてシリ

ンダーの事故について話してき

ましたが、LGCについても事故

が発生しています。昨年の事故

では亡くなられた方がいらっ

しゃいます。LGCの事故防止に

ついては如何でしょうか。

永江：KHKでは経済産業省の

委託事業のため、事故調査解

析委員会を平成27年から開催

しています。この委員会には

JIMGAも他の団体と共にオブ

ザーバーとして参加していま

す。LGCの事故については、委

員会で解析する対象として、追

加して取り上げられました。専

門性の高い委員に解析していた

だ け ま す の で、JIMGAと し て

もその解析に期待しているとこ

ろです。LGCについては、平成

16年に京都で大きな事故が発生

しました。また愛知県では、平

成27年に炭酸ガスのLGCが転倒

して、下敷きになった作業員の

方が亡くなられました。また詳

細は不明ですが、平成28年に山

梨で窒素のLGCの圧力を降下

させる作業をしていた方が亡く

なられています。このように、

LGCについては多くの死亡事故

が発生していることもあります

ので、解析結果は重要だと考え

ています。

市川：KHKでは委員会のよう

な委託事業の他、法定業務を

行っています。その他に重要な

リソースを持っているので、こ

れを社会のために提供できるの

ではないかと考えています。そ

の一つとして、昭和40年代から

の事故情報1万数千件のデータ

ベースを保有しています。個別

企業名も入っているので、その

ままでは公開できませんが、事

象について文章も含まれてお

り、これをAIで解析して、原因

について体系化できれば非常に

有効だと思っています。これか

らの計画ではありますが、是非

取り組んでいきたいと思いま

す。

事 故 の解 析 についてですが、

あまりマスコミには取り上げて

もらっていませんが、実は毎年

テ ー マ を決 めて解 析 していま

す。 例 えば、 平 成27年 には溶

接・溶断に着目して、4年間の

データを解析しています。原因

等を分析する際に、業種別、着

火源等のキーワードを挙げてい

ます。これをその時点で社会か

ら必要とされるテーマで分析す

ることにより、より活用いただ

けると思っています。

司会：分析の対象とならない小

さな事故でも、気をつけないと

重大事故につながるものがある

と思います。

市川：その通りだと思います。

重大事故の陰には、数多くの小

さな事故が起こっているはずで

あり、重大事故に対する解析も

重要ですが、小さな事故や珍し

い事故でもみんなのためになる

教訓を得ることができると思い

ます。

保安団体の連携性

司会：JIMGAが中心となって、

各保安団体の知見を集めません

か。

市川：それぞれの保安団体は、

各々優れた知見を持っていると

思いますので、それを融通する

ことと、それを行動に結びつく

仕組みを作る必要があると思い

ます。

永 江：JIMGAが 中 心 で も い い

ですが、高圧ガスに関係する団

体 は、JIMGAの 他 に 高 圧 容 器

工業会、超低温機器協会、日本

高圧ガス容器バルブ工業会、全

国高圧ガス容器検査協会、全国

高圧ガス溶材組合連合会があり

ます。そういった団体が集まっ

て事故対策を検討する場として

は、KHKが相応しいと私は考

えています。全溶連も連絡会を

開催していますが、情報交換に

とどまっています。

市川：そのアイデアはあり得る
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「安心・安全を目指して」　― JIMGA10年間の歩み、これからのJIMGA ―座 談 会

と思いますが、そのためのポイ

ントがあります。容器管理委員

会も中央の他に、地方組織があ

りますが、ここ数年は中央容器

管理委員会の会議が開催されて

いません。しかし容器管理委員

会の活動は順調です。組織をき

ちんと運営し、形骸化させず成

功させるかどうかは、参加する

人が必死になるかどうかにか

かっています。私はKHKに来

る 前 に、JIMGAに 近 い と こ ろ

で電力多消費産業の組織を立ち

上げ、陳情活動をしました。昨

年度、大幅に制度が変わりまし

たが、我々の主張が多く取り入

れられました。

司会：高圧ガスを製造して消費

者に届けるまで、関係する業界

が一つになって議論する場は現

在ありません。ぜひ実現してほ

しいですね。

市川：アイデアとしてはいいと

思いますが、世間話に終始して

も仕方ありません。中央容器管

理委員会については、中央の会

議を開催せずとも順調に運営さ

れていることは良いことだと思

います。しかし、現場で実務に

携わっている人達が抱えている

問題を解決する場は必要ですの

で、定期的に中央の会議を開催

する予定です。

司会：少子高齢化に伴い外国人

労働者が増え、建設現場などで

資格なしにガス溶接やアーク溶

接の作業をしている実態があり

ます。今後の事故増加の懸念や

教育の必要性について、いかが

でしょうか。

間：難しい問題だと思います。

確実に人口は減りますので、外

国人労働者をどの程度受け入れ

るのかという前提はあります

が、何らかの対策が必要です。

受け入れる労働者のキャリアに

応じて、どのように教育してい

くかが重要だと思います。業界

だけではなく行政と共に取り組

んで行きたいと思います。

市川：技能実習生の制度改正

が検討されていますが、この問

題は、その延長線上では解決で

きないと思われます。その際

に、高圧ガスだけではありませ

んが、保安は重要な問題となり

ます。既に販売の現場では苦労

されていて、最低限守って欲し

いことをさまざまな外国語の文

書にまとめ、客先に渡している

と聞いています。正に業界の人

の使命感からの取り組みで対処

されています。今後さらに大き

な問題になるでしょうが、まだ

答えがない状況です。安全につ

いては、勢いだけで仕事を進め

ると失敗すると私は考えていま

す。新しい時代の要請に応じた

変革の際には、変革によって問

題が起きないようにきちんと手

当てしながら進めなければなり

ません。

司会：今回は、「安心・安全を

目 指 し て」と い う テ ー マ に つ

い て お 話 し い た だ き ま し た。

KHKも JIMGAも他の団体を巻

き込みながら力を合わせ、ベク

トルを一つにして、保安に携

わっていく必要性を再確認でき

ました。現場の情報については

JIMGAとして集約し、さらなる

安全に活かしていきたいとお聞

きしました。KHKからは保有

している事故情報のデータベー

ス活用についてお話しいただき

ました。このような取り組みを

実現され、保安の確保を目指し

ていただきたいと思います。あ

りがとうございました。
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昭和5年1月18日 結成
昭和5年11月7日 改組

昭和16年11月18日 設置

昭和20年12月 設立

昭和23年3月20日 設立

昭和27年6月 発足

昭和32年4月18日 設立

昭和35年3月 設立(改称)

昭和41年 発足

昭和45年 発足
昭和45年12月 設立

昭和47年 改組

昭和50年10月 設立

昭和59年6月 設立(改組)

昭和59年6月20日 発足

昭和59年10月3日 設立
昭和60年6月1日 加入

昭和62年7月20日 改組・改称

昭和63年6月1日 加入
平成2年10月1日 加入

平成11年7月1日 設立

平成13年2月1日 規約改定

平成15年3月31日 改編

平成17年4月1日 改編

平成19年10月1日 合併

平成21年6月8日 改編

 JIMGA 沿革 

工業ガス団体協議会

産業ガス団体連合会

日本産業ガス協会

国産酸素製造業者聯合會

酸素協会

溶解アセチレン協会

炭酸ガス工業会

特殊ガス工業会

水素工業会

ヘリウム工業会

酸素協会 溶解アセチレン協会 炭酸ガス工業会

特殊ガス工業会

酸素協会 溶解アセチレン協会 炭酸ガス工業会 特殊ガス工業会

ヘリウム工業会

水素工業会

酸素部会 溶解アセチレン部会 炭酸ガス工業部 特殊ガス工業部会 ヘリウム工業部会 水素工業部会

酸素専門委員会 溶解アセチレン専門委員会 炭酸ガス専門委員会 特殊ガス専門委員会 ヘリウム専門委員会 水素専門委員会

有限責任中間法人日本産業ガス協会

溶解アセチレン分科会 炭酸ガス分科会 特殊ガス分科会 水素分科会

日本医療ガス協会

有限責任中間法人日本産業・医療ガス協会

産業ガス部門
特殊ガス分科会 水素分科会

医療ガス部門

一般社団法人日本産業・医療ガス協会

産業ガス部門
特殊ガス企画委員会 水素企画委員会

医療ガス部門

溶解アセチレン分科会 炭酸ガス分科会

有限責任中間法人日本医療ガス協会

酸素全国聯合會

酸素同業会

酸素工業連合会

溶解アセチレン同業会

根気クラブ

特殊ガス懇話会

炭酸ガス工業懇話会

ヘリウム懇話会
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1973年、25歳で結婚して新居（1）に引越しま
した。これが引越し人生の始まりです。これま
で16回。二年半に一回、引越した勘定です。

何度も引越したのは、持ち家がなかったこと、
二度の海外勤務があったこと、人生の前半が公
務員であったことによります。

これが引越し歴です。
 1 東京都文京区向丘（73年）
 2 東京都目黒区東山①（75年）
 3 イラン・テヘラン①（78年）
 4 イラン・テヘラン②（78年）
 5 イラン・テヘラン③（79年）
 6 東京都世田谷区用賀（81年）
 7 ワシントン DC①（85年）
 8 ワシントン DC②（85年）
 9 東京都目黒区東山②（88年）　　
10 東京都目黒区東山③（89年）
11 東京都渋谷区恵比寿（94年）
12 東京都港区南青山（96年）
13 東京都渋谷区幡ヶ谷（99年）
14 大阪市淀川区宮原（11年）
15 大阪市北区大淀南（13年）
16 東京都渋谷区広尾（14年）
17 大阪から東京へ（未定）　
18 ？
19 ？？
公務員宿舎は、ポストが上がるにつれて広く

なります。子供が三人の我が家は、広さを求め
て引越しました。引越し手当ては出ません。家
なき子ですが、出世魚のようなものだと言える
のかもしれません。いや、ヤドカリです。　　

初めて宿舎（2）に引越し、長女が生まれた頃

のことです。隣組だった細田さん（現在、自民党
細田派会長）に「君の奥さんは、朝早く赤ちゃん
を抱いて家の外に出ているらしいな」と注意さ
れ、愕然としました。家内は、残業の連続で正
体も無く寝ている私が、娘の泣き声で起きてし
まわぬよう、家の外に出て、あやしていたのです。
これは家内と娘に対する私の原罪です。

それでも、狭いながらも楽しい我が家♪。引
越しのたびに進化する風呂にも、家族が歓声を
上げました。マッチでガスにボンと火をつける
風呂（2）⇒火打石のハンドルをカチカチッと回し
て点火する風呂（6）⇒湯舟の一部が上り湯用に
分離された風呂（9）⇒シャワーが付いた風呂（11）
⇒脱衣スペースがある風呂（12）。

残念な思い出もあります。イランから世田谷
区の宿舎（6）に引越し、子供たちが小学校にあ
がる頃、バブル景気の始まりの時期でしたが、
家内が「周囲に高額な家を購入された方々から、
宿舎は汚くてボロだし、子供たちがうるさいか
ら出て行けと言われているそうですよ」と悲し
い顔をしておりました。

逆なことも起きました。港区南青山の新築宿
舎（12）に引越した時のことです。「ここから娘を
お嫁 に出 したいですね 」 と喜 んでいた家 内 が、
公務員批判が高まっていた或る日、「一等地に公
務員宿舎があるのはけしからんと怒鳴り込まれ
ないかしら」と心配顔をしておりました。後日、
この宿舎は取り壊され、マンションが建ちまし
た。七億円の部屋が即日完売だったそうです。
リッチな人がいるものです。

海外でも引越しました。
オイルマネーで沸立つテヘラン（3）は、家賃が

引越し物語
JIMGA副会長　今井　康夫
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エッセイ　引越し物語

とんでもなく高額で、大使館員を三年間つとめ
て帰国する時に多額の借金が残ることを覚悟し
ました。ところがパーレビ王制が揺らぎ始める
と、外国人が帰国し始め、家賃が暴落。私は一
度は住んでみたかった豪邸（4）に引越しました。
これは失敗でした。その直後に避難勧告が出さ
れて家族が帰国。イラン革命、イラン・イラク
戦争と続きました。豪邸にもさっそく泥棒が入
りましたから、急ぎ一人で引越しました。日本
人が多い地区で大家さんに近い家（5）にしまし
た。この一人引越しは正解でした。後日、テヘ
ランに戻っていた2歳の長男が大やけどを負っ
た時、上階に住むイラン人の大家さんがクラク
ションを鳴らし続けてやけど専門病院に運んで
くれ、大使館と近所の人達に助けていただき、
全快したのです。

海外では、もう一回、一人で引越しをしました。
前述の細田さんが石油公団ワシントン事務所長、
私が後任でした。住まい（7）が引継げなくなりま
したが、細田さんが新居（8）を探しておいて下さ
り、家族が到着する夏休みまでに引越しを終え
ました。一人引越しの甲斐がありました。四季
の花が咲き乱れるこの住まいは、今まで住んだ
家の中で最も美しいものです。

初めて自分の家を購入して引越した先は、渋
谷区のマンション（13）です。その頃、父は80歳
を超えていましたが、同居して迷惑をかけたく
ないと、一人暮らしを続けていました。その父

に気 持 ちを変 えてもらうべく探 し当 てたのが、
この住まいです。陽の当たるベランダに、父の
家から花や木を運び入れました。父は大好きな
植物に囲まれてこの家で亡くなりました。

その後、私はエア・ウォーター（株）に奉職し、
大阪にも住まいを得ました。まず新大阪駅の近
く（14）、そこから引越して、現在は大阪駅の近
く（15）に家を借りています。交通至便の地で関
西生活を満喫しています。

今の東京の住まい（16）は、子供や孫が立ち寄
りやすいところにと、 家 内 が選 んだものです。
私は大阪におりますから、引越しは、いまや引
越し名人となった家内が一人で済ませました。
この住まいは、日赤医療センターの近くにあり
ます。昨年10月に妹を亡くしましたが、妹は日
赤医療センターで闘病生活を送りました。「病室
から兄さんの家が見えるので心強いわ」と言っ
てくれたことが救いでした。

ここまで書き終えて、「次の引越し（17）で東京
に戻ると、引越し人生もようやく終局だな」と
感慨をもらすと、家内から「もう一回ありますよ。
子供たちに迷惑をかけないよう、二人で介護施
設（18）に入る約束ですよ。それまでは断捨離生
活ですよ」との声。「そうそう、冥土への引越し

（19）もあるなあ。もっとも、その時には引越し
荷物は無しだろうが・・」とは、私の独り言。

 （いまい・やすお＝エア・ウォーター株式会社 
取締役副会長）

イランの豪邸（4） ワシントン DC の花に囲まれた家（8）
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1．技術・保安部会
容器技術WG

平成 29 年度は ISO 規格の改訂・新規規格化案

件対応及び UT（超音波）による容器再検査の一般

規制化に向けた対応を行ってきました。

ISO 規格は現時点で 15 件の規格案等に関する

投票を行いました。これを通じて当業界に関連

する技術情報を入手しています。例えば、規格

化最終段階の容器バンドルの再検査の規格 （ISO 

20475）はカードルの再検査に関して参考になるも

のと考えています。また、平成 30 年 2 月に開催

される国際会議と関連 WG に参加し、動向把握、

情報入手を行います。

UT による容器再検査は、経済産業省から委託

をうけた日本非破壊検査協会（JSNDI）が設置した

委員会での検討を経て「半導体製造用高圧ガス容

器の超音波探傷検査による再検査方法」を規格化

しました。当 WG では WG 下に設置した AE 作

業部会でこの規格案を協議し、JSNDI 委員会の

JIMGA、全検協代表委員を介して、または、規

格案パブリックコメントの機会に、JIMGA 意見

を提出、反映させています。この規格をベースに

行われる一般規制化についても同様の体制で対応

していく予定です。

超低温貯槽WG

平成 29 年度前半は以下の内容について活動し

ました。

（1）自主基準の作成

昨年発行した「CE 附属品の取扱い要領（JIMGA-

T-S/102/16）」について、真空機器を追加する改定

作業が完了し、12 月から当協会のウェブサイト

にて閲覧できるようになりました。

（2）規制改革

中断していた低温容器に関する膨張試験の廃

止について、再度要望していくため活動を再開し

ました。

（3）ISO/TC220（超低温貯槽）への参画

9 件の ISO 規格について、制定と改定作業に対

応しました。また 6 月に開催された国際会議の内

容を国内委員会で報告し、情報の共有化を図りま

した。次回はフランスで開催される予定で、国内

意見の反映と情報の収集に努めていきます。

（4）教育活動

12 月の東海・北陸本部のセミナーで「CE 附属

品の取扱い要領」に関する講演を行いました。ま

た WG のスキルアップを目的として、新しくなっ

た高圧ガス保安協会（KHK）の研究所（町田）にて

見学研修会を行いました。

充塡技術WG

平成 29 年度は、以下の活動を行いました。

（1） 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

酸素用充塡フレキシブルホースの日常点検、

定期点検や管理方法などについての取りまとめを

行う目的で各社の現状の調査を実施しました。ま

た、酸素用フレキに係る事故の発生状況や法規制

などの調査も併せて実施しました。今後、メー

カーの意見も聞きながら更に調査、検討を進め取

りまとめを行う予定です。

（2）「カードル自主技術指針」の見直し

昨年度から進めているカードル自主技術指針

の見直しが完了し、技術審議委員会に上程、一部

修正箇所はありましたが承認されました。

（3）普及啓発セミナー

昨年度、充塡圧力、重量充塡法を中心に取り

まとめました「酸素ガス充てん所作業基準（追

補）」に関し、四国地域本部、北海道地域本部、東

海・北陸地域本部、近畿地域本部のセミナーへ講

技術・国際ニュース
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師を派遣し、高圧ガス関連事業者に対する普及活

動を行いました。

保安対策WG

（1）CE設置事業所への単独荷おろし実施要件

CE 設置事業所の立会いなしにローリ乗務員が

単独で荷おろし作業を行う場合の、安全確保に必

要な要件を作成しています。高圧ガス供給事業

者、運送事業者、CE 設置事業者の間で、単独荷

おろしに関する合意文書（覚書等）を交わすこと

や、安全対策設備の設置、各々の責務、教育訓練

等の要件を定め、付録様式を添付します。

WG 案はすでにまとまり、経済産業省への説明

および JIMGA 内の基準化手続き等を進めていま

す。新年度より運用が可能となることを目標にし

ています。

（2）地域本部との連携

平成 29 年度は以下の地域本部主催セミナーに

講師を派遣し、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。

四国地域本部（8 月 24 日 CE 実務保安 Q&A）、

関東地域本部（9 月 15 日 高圧ガス販売事業所自

己診断指針）

（3）スキルアップ研修

「姫路安全スクール」を視察し、高圧ガスロー

リの構造・充塡作業・荷おろし作業等に係る安全

技術について学びました。

教育研修WG

平成 29 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

を行いました。

まず 5 月に「溶解アセチレンの安全な取扱い」

を新規リリースしました。これは JIMGA 地域本

部よりアセチレンに関する e- ラーニング教材の

ご要望をいただいたことから、溶解アセチレン技

術 WG、全溶連の皆様のご協力のもとに作成した

ものです。また、e- ラーニングプログラムの周知と

利用促進を図るため、北海道、東北、近畿、中国

の各地域本部セミナーにおいて利用説明会を行い

ました。これと並行して、過去に作成された e-ラー

ニングのコンテンツ見直しを行い、平成 23 年度に

作成された「水素の安全な取扱い」の内容を改訂し

ました。統計データの更新や、水素関連の新技術

の紹介を追加した改訂版は平成 30 年 6 月頃に公

開予定です。

今後はその他の e- ラーニングについても法改

正や技術開発の動向等をフォローし、適宜内容の

チェックと更新を行っていきます。

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 1 件の事故情報

を JIMGA ウェブサイトに掲載しました。

　・工業用酸素充塡配管よりの出火

（2）労働災害統計

平成 28 年労働災害統計調査報告を平成 29 年 6

月に JIMGA ウェブサイトに掲載。会員 250 社よ

り報告をいただきました。JIMGA 度数率は 0.61、

強度率 0.015 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 21 年～

28 年の高圧ガス事故の傾向分析を行いました。

また、平成 28 年の産業ガスに関連する高圧ガ

ス事故について、取扱状態、定常 / 非定常作業、

事故原因、ガス種の区分による傾向分析を行いま

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 29 年 12 月に「安全ニュース No.12」を発行し

ました。
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（5）平成29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しま

した：関東地域本部（9 月 15 日）、東海・北陸地

域本部（12 月 7 日）、近畿地域本部（2 月 7 日）、

中国地域本部（2 月 15 日）、東北地域本部（2 月

21 日）

ヘリウム技術WG

平成 29 年度の活動として昨年度より継続して

進めていた、「ヘリウムガスおよび液化ヘリウム

の安全な取扱い」（JIMGA-T-S/106/17）制作につ

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」に取りま

とめ、過去の事故事例、その予防・対策を踏まえ

た指針として作成しました。技術審議委員会にお

いて承認いただき、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、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で、水深 40 ｍを超え

る潜水業務については酸素＋ヘリウム、酸素＋窒

素＋ヘリウム等の混合ガスを呼吸用ガスとして用

いることが規定されました。ダイビング高圧ガス

安全協会からの情報収集や、周知文書等の確認を

行い、使用状況等の実態調査のため、引き続き情

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

必要かどうかについても検討を行っており、こ

ちらも引き続き継続予定です。

また研修会として秋に「角
かく

田
だ

宇宙センター」（宮

城県）を訪れました。ロケット開発におけるこれ

までの発展の経緯やヘリウムの役割を学び、大変

有意義な研修となりました。

炭酸ガス技術WG

当 WG は炭酸ガス関連会員 18 社で構成され、

年度初めの全体会議で当年度の活動計画を決議

し、活動しています。具体的には代表 8 社によ

る定例会議、個別課題に取り組むサブ WG 会議、

委員のスキル向上と見識を深めることを目的とし

た現地研修会の開催です。また当 WG 委員によ

る他部会の WG への参画も積極的に実施し、活

動内容の報告、個別テーマについて当 WG にお

いて議論しています。

特に今年度は、平成 30 年度実施予定の「第 18

回炭酸ガス保安講習会」の準備の年と位置づけ、

課題を設定し取り組みました。

（1）地域本部との連携強化

保安講習会の円滑開催、情報共有化のため、

各地域本部の炭酸ガス WG・技術グループに参画

し、来年度の保安講習会の開催を支援しました。

（2）新たな保安教育資料の制作

上期に「炭酸ガス CE 設備の取扱い」動画を技術

審議委員会に上程、承認をいただき講習会で使用

を開始しました。更に来年度に向けては、講習会

受講者からの要望が多い事故事例の教育資料制作

をサブ WG 中心に進めています。

溶解アセチレン技術WG

アセチレン工場の事故防止のため、製造に関

する推奨基準を定め、溶解アセチレンの製造事業

所にご理解とご対応をお願いしました。

その実施状況を把握するための調査を行い、

結果をまとめ、経済産業省へ報告する予定で進め

ています。

また上記推奨基準を考慮して、JIMGA の「溶解

アセチレンの製造に関する基準」の見直しを行っ

ています。

溶解アセチレン容器の非アスベスト化の進捗

状況を調査するため、アスベスト含有固形マス容

器と非アスベスト容器の所有本数についてアン

ケートを実施しまとめました。継続してこの調査

を 2 年ごとに行う予定です。
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<お願い>

溶解アセチレン容器に関する

ガイドライン

「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」

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。

水素技術WG

平成 29 年度は、「圧縮水素運送自動車用附属品

の技術基準」を改訂予定でしたが、この基準は複

合容器の附属品が対象であり、改訂には多額の費

用が必要であるため、高圧ガス保安協会、経済産

業省高圧ガス保安室と協議を実施し、廃止する方

向で進めています。

また、7 月 21 日に九州地域本部（福岡）にて「水

素ガス取り扱い上の基礎知識」の講習会を実施し

ました。

今年度の WG 会議はすでに 3 回実施し、第 2

回 WG 会議は北海道の「しかおい水素ファーム」

にて研修会を開催し、会員各社の技術力の向上、

保安情報の提供に努めました。第 4 回は 3 月 9 日

に予定しています。

今後も水素ステーション等最新情報の提供、

他 WG 等の情報共有化を図り、会員各社との協

働を積極的に実行いたします。

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不具合解

消のため、同通達の改訂案を高圧ガス保安協会と

協議を行い、経済産業省へ改訂の申し入れを行い

ました。

（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 6 種

類 14 文書について新規 SDS を作成し、平成 29

年度第 2 回技術審議委員会にて了承を得ました。

（3）JIMGA版SDSの改訂

JIMGA 版 SDS について対象 63 文書中、製品評

価技術基盤機構の GHS 分類最新版・高圧ガス保

安法の毒性ガス定義の変更・ACGIH TLV 値の変

更に伴い 47 文書を改訂し、平成 29 年度第 2 回技

術審議委員会にて了承を得ました。

（4）国際部会への協力

特殊ガスのプロセスとハザードのギャップ分

析に協力しました。「ガス廃棄指針」の改訂に協力

しました。

（5）研修会の開催

10 月 26 日、容器バルブメーカーの㈱ハマイ府

中工場の見学を行いました。

（6）その他活動

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」は、平成 27 年度より検討を開始した液化水素

ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド技術基準整備が平

成 29 年度で最終年度となり、ほぼ大詰めを迎え

ています。現在、技術基準案の提案を行い、法制

化審査への対応を行っています。技術基準案作成

検討に入る前に、全てのリスクアセスメントおよ

び各種実験データの検討（①離隔距離の根拠とし

ての漏洩実験・燃焼・爆発実験結果、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

安全性の根拠としての材料試験結果）も終わり、

法制化審査への対応についてもほぼ終盤を迎えて
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います。液化水素ポンプ技術基準の早期措置を目

指しており、これが措置されれば平成 25 年度よ

り受託した液体水素による貯蔵・水素スタンド規

制・基準の整備に関する検討（平成 26 年度で完了）

ならびに二種製造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（平成 26 年度で完了）で

全て JIMGA の受託したプロジェクトは完了する

ことになります。

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）を通して参加しており、

会員 64 社からいただいた 2016 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に

関し、会員各社の減免申請認定状況を把握すると

ともに、減免申請の問い合せ対応、支援を行いま

した。

その他、WG メンバーのスキルアップ研修とし

て、平成 29 年 10 月に「六ケ所村次世代エネルギー

パーク（青森県）」を訪問し、パーク内の環境科学

技術研究所、原燃 PR センター、ウィンドファー

ムなどを見学しました。太陽光、風力、バイオマ

スなどの新エネルギーをはじめとする次世代エネ

ルギーのあり方について理解を深めました。

化学品安全WG

（1）窒素のJIS改訂

窒素（JIS K 1107:2005）の改訂箇所の要望につい

て、空気分離工場や充塡工場等に問合せを行いま

した。改訂の要望はありませんでしたが、今回改

訂を実施した酸素やアルゴンとは記載が大きく異

なるため、表現の見直しを行うか検討中です。

（2）SDS（安全データシート）等の見直し

アセチレンのイエローカードは、アセチレン

WG に添削をいただき、また酸素と混合ガス（支

燃性）の SDS 見直し（海上輸送）を行い JIMGA ウェ

ブサイトに掲載しました。

（3）リスクアセスメント

本 WG 各社の化学品のリスクアセスメント実

施状況の調査を行い、厚生労働省、富山県、各種

団体・協会から発表されている資料収集を実施し

ました。

（4）その他

JIMGA 合同セミナー（6 月）や地域本部セミナー

（北海道、東海 ･ 北陸）にて「酸素、アルゴン JIS

改訂」の説明を行いました。

3．国際部会
IHC対応WG

平 成 29 年 11 月 12 日 ～ 14 日 に、 第 74 回

IOMA（国際酸素製造者協会）の年次総会が UAE

（アラブ首長国連邦）のドバイで開催され、11 月

13 日の午後、GC（国際委員会）が行われました。

JIMGA と AIGA 主導で進めている「特殊ガスの

ギャップ分析」の進捗報告が行われました。ま

た、IHC（国際整合化委員会）へ、IHC 活動の効率

化を進め、他業界の標準化活動に積極的に関与す

るよう指示がありました。次回は、5 月に開催さ

れる予定です。

また、JIMGA 基準（国際整合化文書）3 件が 12

月 21 日に行われた JIMGA 技術審議委員会に上

程され、JIMGA 基準として承認されました。発

行文書は、JIMGA-T-S/107/17「空気液化分離装置

の安全運転指針」、JIMGA-T-S/47/17「PSA 及び

膜式酸素及び窒素発生装置の安全な設置と取扱

い」、JIMGA-T-S/23/17「ガスの廃棄指針」です。

更に、国際整合化文書（参考文書）として、6 件の

文書が発行されました。
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現在、JIMGA 基準（国際整合化文書）32 文書、

国際整合化文書（参考文書）48 文書を JIMGA ウェ

ブサイトに掲載しています。月平均のアクセス数

は、23.2 件 /1 文書（2015 年 1 月～ 2017 年 10 月）で、

JIMGA 会員の皆様から多くの閲覧をいただいて

おります。

規制改革WG

規制改革案件では、「容器検査への UT（超音波

検査）の適用」について、NDIS（日本非破壊検査協

会規格）制定を行うために、平成 29 年 6 月より、

「半導体製造に用いる『中・小型』ガス容器の超音

波探傷試験方法 - 原案作成委員会」が 4 回開催さ

れました。9 月 20 日からの 1 カ月のパブリック

コメント期間を経て、NDIS 案を作成中であり、

まもなく発行の予定となっています。また、液化

ガス（酸素、窒素、アルゴン、および炭酸ガス）

の CE へのガス充塡時の対応として「CE の単独荷

おろし」を、新たに JIMGA より経済産業省に提

案し、議論を開始しました。

産業保安のスマート化の対応として制定され

ているファスト・トラック制度と新認定事業所制

度について、それらの制度の運用状況の確認を継

続しています。

今後は、JIMGA 会員の皆様から、多くの規制

改革案件を掘り起こし、実現するために、皆様の

ご意見を積極的に収集していきます。引き続き、

ご支援よろしくお願いいたします。
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1．JIMGA本部との合同会議

日　時 : 平成29年10月30日（月）15:00 ～ 17:00

会　場 : 札幌全日空ホテル

出席者 : JIMGA本部6名

 北海道地域本部9名

内　容 : 

JIMGA 本部より、間会長、永江専務理事、瀬

戸常務理事、鈴木常務執行役員、保坂常務執行役

員、原総務部長の 6 名のご参加をいただき、北海

道地域本部からは曽我部本部長以下、幹事および

事務局の 9 名が参加し、総勢 15 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（医療ガス部門と産業ガス

部門の事業計画と進捗状況の説明）の後、北海道

地域本部からの活動報告（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、今回は、医療ガス部門、産業ガ

ス部門毎に事前の調査票を配布し意見集約された

内容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29年11月22日（水）13:30 ～ 16:00

会　場 : エア・ウォーター㈱ 北3条ビル

受講者 : 30名

内　容 : 

①　JIS（酸素・アルゴン）の改訂について

　　　JIMGA技術保安部会 教育・研修WG委員

　　　　桑野　晃一　氏

②　 e-ラーニング「溶解アセチレンの安全な取扱い」

解説

　　　JIMGA技術保安部会委員

　　　　中　芳晃　氏

③ 「酸素ガス充てん所作業基準（追補）」解説

　　　JIMGA技術保安部会委員

　　　　農頭　重喜　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。高圧ガス事

故は消費先での事故も増加傾向にあり今後とも保

安確保のための啓発に努めたい」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、「今後も地域セミナー等により一層の保安の

向上を図っていきたい」とのご挨拶がありました。

はじめに、「JIS（酸素・アルゴン）の改訂につい

て」解説、引き続いて e- ラーニング「溶解アセチ

レンの安全な取扱い」の解説と「酸素ガス充てん

所作業基準（追補）」の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。

北海道地域本部

間会長挨拶

曽我部本部長挨拶

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
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曽我部本部長挨拶

保安セミナーの模様

3．研修会

日　時 : 平成29年11月17日（金）8:50 ～ 18:30

場　所 : 鹿追町環境保全センター

  バイオガスブラント : バイオガス発電設備、

チョウザメ飼育施設、マンゴー栽培施設

  しかおい水素ファーム：水素製造設備、

水素ステーション（FCV充塡設備、フォー

クリフト充塡設備）

参加者 : 14名

内　容 : 

家畜ふん尿由来のバイオガスから発電し、北

海道電力に売電している施設に併設して、平成

28 年 1 月から環境省実証事業の「しかおい水素

ファーム」がスタートしました。今回はこの施設

を視察見学しました。

発電用のバイオガスの一部から水素を製造し、

燃料電池自動車（FCV）、FC フォークリフト、公

共施設等に設置する定置型燃料電池に水素ガスを

供給していました。家畜ふん尿由来の水素製造・

貯蔵・輸送・利用を一貫して実証する取り組みを

視察しました。水素施設の他にチョウザメ飼育施

設、マンゴー栽培施設にも熱および電気を供給す

る取り組みが行われておりました。

概要説明

バイオガスプラント見学

燃料電池設備見学

水素ステーション見学



産業ガスレポート vol.3835

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）

宮城県高圧ガス保安協会主催として宮城県お

よび仙台市の後援を受け、平成 29 年度消費者向

け保安講習会を宮城県内 2 箇所の会場で開催しま

した。

主に自動車関連、鉄工、機械、建設等の現場

で実際に高圧ガスを取り扱う消費者に受講いただ

き、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ホースが破

裂する様子等を体験し、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。

受講者の約 40％は高圧ガス取扱い経験が 5 年

以下の方々で、受講後のアンケート回答の中には

「作業服が燃えた」、「ホースに亀裂が入っている

のに気が付かずに使用していた」等のヒヤリハッ

ト事例の記載もありました。本講習が職場での保

安確保に少しでもご参考になればと思います。

1回目

日　時 : 平成29年9月28日（木）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29年10月25日（水）13:15 ～ 16:30

会　場 : 東北職業能力開発大学校

受講者 : 18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

講習会の模様 

逆火実演の模様
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2．高圧ガス保安協会会長表彰受賞

日　時 : 平成29年10月27日（金）13:00 ～ 15:00

会　場 : ANAインターコンチネンタルホテル東京

第 54 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、保安功労者として㈱相場商店

相場栄利殿が受賞されました。

保安功労者　㈱相場商店 相場栄利殿

3．東北地域本部統一正副本部長会議

日　時 : 平成30年1月29日（月）10:45 ～ 12:00

場　所 : ホテルメトロポリタン仙台

出席者 : 12名

内　容 : 

平成 30 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、坂本本部長より次のように挨拶がありました。

「今年は東京・仙台ともだいぶ冷え込んでおり

ます。先週の秋田・会津方面の新年挨拶まわりで

は寒波により体調が優れなかったため、医者に診

てもらったところ年末にインフルエンザ対策は

しっかり行っておりましたがインフルエンザの疑

似症例と診断されました。現在はしっかりと薬を

飲んで体調を保っておりますが皆様もお気を付け

て下さい。」

その後、役員改選の件、平成 30 年度の合同

定 時 総 会、 幹 事 会 等 の 日 程、 年 間 行 事 予 定、

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29年10月24日（火）15:00 ～ 17:00

会　場 : 浜松町東京會舘

出席者 : 本部4名、幹事33名（医療22名含）

内　容 : 上期活動報告、下期活動計画

 本部からの報告、懇親会

2．産業ガス保安セミナー

日　時 : 平成29年9月15日（金）13:30 ～ 17:00

会　場 : エッサム神田ホール2号館

受講者 : 57名

内　容 : 

①　 「高圧ガス販売事業所自己診断指針　保安の

確保のために」

　　　JIMGA技術・保安部会　保安対策WG委員

　　　　土屋　茂　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 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29年10月19日（木）

場　所 : YKKセンターパーク

参加者 : 6名

内　容 :  YKKグ ル ー プ のものつくりの技 術 や歴

史を学び、経営理念や安全に関する知識

を広げ、また、複層ガラスのガス充塡な

どを見学した。

研修会参加者（YKK センターパーク）

4． 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29年10月27日（金）

場　所 :  ㈱鈴木商館豊田事業所、トヨタ産業技術

記念館

参加者 : 8名

内　容 :  ㈱鈴木商館豊田事業所にて、太陽光発電

による水素ステーションを見学した。

研修会参加者（㈱鈴木商館豊田事業所）

関東地域本部
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4．容器RFタグ推進グループ例会・研修会

日　時 : 平成29年11月16日（木）

場　所 : 広島日酸㈱

参加者 : 6名

内　容 :  容器RFタグの利用方法について見学した。

研修会参加者（広島日酸㈱）

5．溶解アセチレン技術グループ例会・研修会

日　時 : 平成29年11月22日（水）

場　所 : JAXA角田宇宙センター

参加者 : 10名

内　容 :  先端技術の宇宙開発センターを見学する

ことにより、知識・見聞を広げるととも

に、高圧ガスがどの様に使用されている

かを見学した。

 

研修会参加者（角田宇宙センター）

6．初級保安講習会

日　時 : 平成30年2月21日（水）13:30 ～ 17:00

会　場 : エッサム神田ホール2号館

受講者 : 74名

内　容 : 

①　「高圧ガスの性質と保安について」

②　「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　原田　裕司　氏

③　「容器RFタグについて」

　　　容器RFタグ普及推進サブ WG

　　　石黒　和也　氏

初級保安講習会の模様

7．平成30年新年賀詞交歓会

日　時 : 平成30年1月17日（水）

会　場 : ホテル JALシティ田町 東京

出席者 : 約180名

内　容 :  

主催者を代表し、西田代表地域本部長より、

次のとおり挨拶がありました。

「昨年を振り返ると、世界情勢では、アメリカ

のトランプ政権の発足、英国の EU 離脱、世界

各地でのテロがあった。また、昨年を表す漢字

が「北」ということに象徴されるように、北朝鮮

が核開発やミサイルで我々に脅威を与えた年で

あった。
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国内では、景気に関しては、大企業の決算に

おいて最高益を記録するなど良いニュースがある

一方、産業界においては、品質、安全という面で

問題があった年である。身近なところでは、架台

に亀裂があったのに 3 時間も走り続けた新幹線、

架線が切れて長時間在来線が遅れるなどの問題が

あった。我々にとって、これらを対岸の火事と受

け止めるのではなく、品質・安全・コンプライア

ンスの遵守ということに関し、兜の緒を締める必

要があるのではないだろうか。

2018 年問題ということが言われている。これ

は、2018 年を境に 18 歳の人口が減るということ

である。これによって、大学への進学者が減り大

学に経営上の問題が出てくる。1992 年の 205 万

人がピークで、2009 年は 121 万人、2024 年には

105 万人に減る。我々企業も、更なる労働力不足、

ワークライフバランスの改善、ベテラン社員や AI

の活用等を考えなくてはならないのではないか。

2018 年はイベントイヤーでもあり、さまざま

な経済効果が期待される。2 月の冬季オリンピッ

ク、4 月からは東京ディズニーランドの 35 周年イ

ベント、9 月に有名女性歌手の引退、また、6 月

にはサッカーのワールドカップなどがある。

サッカーというスポーツは、我々の業界の安

全というものになぞらえることができるのではな

いか。サッカーのドリブルやリフティングなどの

個人技が、我々の業界では個人が持っている知識

や技能、サッカーの連携・パスが色々な会社が協

力しての安全の推進、それらを合わせ、事故撲滅

というゴールをあげるということに例えることが

できるだろう。この事故撲滅ということによっ

て、我々の業界の地位も上がっていくだろう。こ

れからも、JIMGA 関東地域本部として皆様方に

的確なパスとアシストを出していきたいと思う。

よろしくご支援をお願いしたい。」

続いて、間会長のご挨拶があり、小池医療ガ

ス部門本部長のご発声により乾杯となり、盛会の

中、笠谷副本部長のご挨拶と手締めで閉会となり

ました。

賀詞交歓会の模様西田代表地域本部長挨拶
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1．平成29年度産業ガス保安セミナー

日　時 : 平成29年7月27日（木）14:00 ～ 16:40

会　場 : オフィスパーク名駅プレミアホール

受講者 : 66名

内　容 : 

①　ビデオ視聴解説

　 「炭酸ガスの状態実験」と「炭酸ガス CE 設備

の取り扱い」

②　 「ヒヤリハット事例集（炭酸ガス編）の解説」

「e-ラーニングの紹介」

　　JIMGA 炭酸ガス技術 WG 委員

　　　長谷川　光一　氏

③　 「高圧ガス保安に関する法令等改正について

の解説」

④　「リスクアセスメント（入門編）の解説」

　　JIMGA 常務執行役員

　　　大沼　倫晃　氏

産業ガス保安セミナーの模様

2．平成29年度JIMGA東海・北陸セミナー

日　時 : 平成29年12月7日（木）13:00 ～ 16:40

場　所 :  愛知県産業労働センター（ウインクあ

いち）

受講者 : 67名

主　催 : JIMGA東海地域本部・北陸地域本部

内　容 : 

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29年版）

　　JIMGA 安全統計 WG 委員

　　　細山田　学　氏

②　酸素ガス充てん所作業基準（追補）

　　JIMGA 充塡技術 WG 長

　　　田守　里士　氏

③　JIS（酸素・アルゴン）改訂について

　　JIMGA 化学品安全 WG 長

　　　平野　正　氏

④　CE付属品の取り扱い方法（液面計編）

　　JIMGA 超低温貯槽 WG 長

　　　細谷　公憲　氏

東海・北陸セミナー風景

3．平成29年度岐阜県高圧ガス移動防災訓練

日　時 : 平成29年9月13日（水）9:00 ～ 15:40

場　所 : 鏡島大橋北駐車場

主　催 : 岐阜県高圧ガス地域防災協議会

共　催 : 岐阜県

内　容 : 

①　LPガス積載車両事故想定訓練

②　製造所地震発生時の対応想定訓練

③　空気呼吸器装着訓練およびAED訓練

東海地域本部
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4．高圧ガス容器全国一斉特別回収

回収期間 : 平成29年10月1日（日）～10月31日（火）

報告事業所数 : 7事業所

訪問事業所軒数 : 289軒

長期停滞容器回収本数 : 1,347本

放置容器、不明容器回収本数 : 3本

　　

5． エアガス技術グループ、水素ガス技術グループ

合同見学研修会

日　時 : 平成29年10月25日（水）13:30 ～ 16:30

場　所 : 山口県周南市水素関連施設の見学

参加者 : 8名

内　容 : 

①　周南市水素利活用の取り組み紹介

②　純水素燃料電池システムの実証設備

③　 水素ステーション（FCV、FCフォークリフト

用充塡）

④　 塩分濃度差エネルギーを利用した直接水素製

造技術の研究実証設備

純水素燃料電池システムの実証設備にて

6．充塡ガス技術グループ見学研修会

日　時 : 平成29年11月28日（火）13:30 ～ 16:00

場　所 : ㈱佐賀総合ガスセンター

参加者 : 9名

内　容 :  酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス、LP

ガスの充塡工程、容器検査場見学

㈱佐賀総合ガスセンターにて

7．第31回中部高圧ガス保安大会

日　時 : 平成29年11月20日（月）14:00 ～ 18:00

場　所 : 名鉄ニューグランドホテル

主　催 : 中部高圧ガス保安団体連合会

内　容 : 

①　中部近畿産業保安監督部長表彰

②　 記念講演「気象災害から身を守るための天気

予報活用法」

③　祝賀会

　　　　　　　

8．平成30年新春賀詞交歓会

日　時 : 平成30年1月5日（金）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 :  東海地域本部中山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29年10月30日（月）13:30 ～ 16:30

場　所 : 富山県市町村会館

主　催 :  JIMGA北陸地域本部（産業ガス部門・医

療ガス部門共同開催）

受講者 : 70名

内　容 : 

①　高圧ガス保安法・自主保安

　　　富山県生活環境文化部環境保全課　主任　

　　　　山本　充巨　殿

②　高圧ガスの事故例から学ぶ

　　　JIMGA技術・保安部会副部会長

　　　　松重　晴彦　氏

③　高圧ガス容器と圧力調整器について

　　　JIMGA技術・保安部会委員代理

　　　　早垣　紀夫　氏

講習会の模様
　　　 

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。また皆

様には日頃より高圧ガスをご使用いただくととも

に、その安全に対して格別のご配慮をいただいて

いることに対し、この場をお借りして厚くお礼を

申し上げます。

また、本講習会の開催にあたりまして、多大

なご協力をいただきました富山県生活環境文化

部環境保全課の皆様に厚くお礼を申し上げると

ともに、本日ご臨席を賜りました中島課長様に

はご挨拶を、そして、山本主任様には、この後

「高圧ガス保安法と自主保安について」の講師を

お願いしておりますことに、併せてお礼を申し

上げます。

さて、統計上の平成 28 年の事故件数は 863 件

となり、前年比 14％増となっております。その

うち災害事故は 495 件 9％増、喪失・盗難事故は

368 件 22％増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 40 件増加と突

出しています。その他は自然災害を原因とする容

器の喪失・盗難事故が発生しております。

また、昨年から今年にかけて「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 30

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。また、

「容器の喪失・盗難」事故は、容器が海外へ持ち

出されたり、金庫の破壊、テロなどに使用され

る危険性があり、保管に充分注意していただく

必要があります。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

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。

北陸地域本部
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2．工場研修会

日　程 : 平成29年11月17日（金）～ 18日（土）

研修先 :  高圧ガス工業㈱播磨工場（アセチレン容

器マス詰工場）

主催者 : JIMGA北陸地域本部

参加者 : 13名

 

研修会参加者
　　　 

3．平成29年JIMGA東海・北陸セミナー

日　時 : 平成29年12月7日（木）13:00 ～ 16:40

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　 安全統計資料　ヒヤリハット・事故事例から

学ぶ保安（平成29年版）

　　　JIMGA安全統計WG委員

　　　　細山田　学　氏

②　酸素ガス充塡所作業基準

　　　JIMGA充塡技術WG委員

　　　　谷口　周作　氏

③　JIS（酸素・アルゴン）の改訂

　　　JIMGA化学品安全WG長

　　　　平野　正　氏

④　CE附属品の取扱い方法（液面計編）

　　　JIMGA超低温貯槽WG委員

　　　　平山　晃生　氏

4．平成30年新年互礼会

日　時 : 平成30年1月16日（火）

場　所 : ANAクラウンプラザ金沢　16:00 ～ 18:00

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 : 141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。

平成 29 年の北陸地区の経済環境は、北陸新幹

線の開業効果が継続しており、観光業界は好調が

続いておりますが、景況感は業種によりバラツ

キがあります。このような状況ですが、今年は

2020 年の東京オリンピック関連事業の本格化や

慢性化した人手不足に対応する設備投資の増加、

北陸新幹線の延伸工事に弾みがつくと思っており

ます。

さて、JIMGA の活動について報告いたします

と、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、

大きな変更もなく、今後も積極的に取り組んで行

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・推進」「RF タ

グの普及推進と容器保安の確保」等があります

が、放置容器の破裂事故や消費や移動の際の容器

に関する事故が依然として発生しており、高圧ガ

スの事故が減少する傾向にある中で、非常に残念

な結果となっております。

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。北陸各県の監修をいただいた容

器管理指針やリーフレットを更に活用し、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。
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また、昨年合同で実施した講習会「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

と早期返却を促す事によって、長期停滞容器の撲

滅を目指したいと思っております。

医療ガス部門では、「医療事故防止」や「法規制

への対応」等がありますが、医療従事者向けの安

全講習会を開催し、事故撲滅に努めると共に在宅

酸素療法における、火気取扱いの注意喚起や医療

ガスボンベの取り違え防止、医療ガス設備の安全

管理の拡充と資質の向上を目指します。

以上の活動により、産業ガス部門、医療ガス

部門共通の課題である、コンプライアンスの徹底

と保安の確保を第一に掲げ、安全・安心を確立

し、業界の更なる地位の向上を目指していきたい

と思います。

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、

新年の挨拶とさせていただきます。

谷屋本部長挨拶

　　　 

懇親会の模様
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1．活動報告（近畿地域本部主催）

（1）工場見学会

日　時 : 平成29年10月27日（金）13:30 ～ 15:30

場　所 :  理化学研究所 放射光科学総合研究セン

ター

参加者 : 19名

（2）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29年8月21日（月）14:30 ～ 15:40

議　題 :  平成29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29年12月22日（金）15:00 ～ 16:00

議　題 :  平成30・平成31年度役員改選および派

遣の件

  平成29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29年7月26日（水）10:30 ～ 11:30

議　題 : 水素ガス技術WG本部活動報告

 炭酸ガス技術WG本部活動報告

（3）本部合同会議

日　時 : 平成29年11月6日（月）15:00 ～ 17:00

場　所 : メルパルク大阪

参加者 : 本部5名、近畿地域本部16名

内　容 :  本部活動報告、地域本部活動報告、意見

交換

（4）本部動向報告会

日　時 : 平成29年11月29日（水）10:30 ～ 12:00

場　所 : 大阪科学技術センター

参加者 : 11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29年8月2日（水）14:00 ～ 17:00

場　所 : ENDO堺筋会議室

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

（2）保安・経済講習会

日　時 : 平成29年9月6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　高圧ガスの取り扱い

②　高圧ガス事故と容器保安対策

（3）高圧ガス必携講習会

日　時 : 平成29年9月14日（木）14:00 ～ 17:00

場　所 : ENDO堺筋会議室

主　催 : 一般社団法人大阪府高圧ガス安全協会

内　容 : 

①　高圧ガス保安法の概要

②　高圧ガス各論

③　特殊材料ガス

3．防災訓練

（1）平成29年度大阪府高圧ガス防災訓練

日　時 : 平成29年10月4日（水）

場　所 : 富田林市立総合スポーツ公園

主　催 : 大阪府／大阪府高圧ガス地域防災協議会

後　援 : 富田林市消防本部／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600名

近畿地域本部
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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　 LPガス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　特殊材料ガス燃焼実験

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

4．保安大会

（1）大阪府高圧ガス保安大会

日　時 : 平成29年10月25日（水）14:00 ～ 18:00

場　所 : 天王寺都ホテル

内　容 : 

①　大阪府知事表彰

　　　（JIMGAより推薦）

　　　　五郎大　幸司　殿

　　　　（㈱大阪パッケージガスセンター）

　　　フクダライフテック関西㈱　殿

②　 講　演

　　 「倭国の王制と古市・百舌鳥古墳群の被葬者」

③　祝賀会

（2）近畿高圧ガス保安大会

日　時 : 平成29年11月22日（水）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

　　　（JIMGAより推薦）

　　　　馬場　明　殿（㈱セルフ）

②　記念講演会

　　 「場の事実から新たなソリューションを導き

出す行動観察」

③　祝賀会

5．賀詞交歓会

（1）平成30年新年交礼会

日　時 : 平成30年1月5日（金）18:00 ～ 20:00

会　場 : スイスホテル南海大阪

出席者 : 341名
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開会挨拶 : 大阪高圧ガス熔材協同組合

　　　　 理事長　吉田　充孝　殿

来賓祝辞 : 経済産業省中部近畿産業保安監督部

　　 　　近畿支部保安課長　寺谷　保彦　殿

乾　　杯 : 高圧ガス保安協会

　 近畿支部事務局長　髙木　英彦　殿

中 締 め : JIMGA近畿地域本部 

 本部長　上田　恭久　氏

新年交礼会の模様

 

　　　　　　　　 

（2） 平成30年新春賀詞交歓会　兵庫県高圧ガス

協同組合

日　時 : 平成30年1月6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 :  近畿地域本部上田本部長が乾杯の挨拶を

行いました。

上田本部長乾杯挨拶
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1．平成29年度 技術研修会

日　時 : 平成29年9月15日（金）～ 16日（土）

参加者 : 15名

内　容 :  技術・保安部会の委員が製造工場等を見

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として毎年秋に開

催し、今年度は次の2カ所を見学研修し

ました。

①　 トヨタ自動車㈱堤工場（愛知県豊田市：自動

車（プリウス・アリオン）製造）

②　 トヨタ産業技術記念館（愛知県名古屋市：繊

維機械と自動車製造の博物館）

トヨタ自動車㈱堤工場にて

トヨタ産業技術記念館にて

2．平成29年度 広島県総合防災訓練（参観）

日　時 : 平成29年10月1日（日）14:00 ～ 16:30

場　所 : 広島県三
み

次
よし

市 親水公園

参加者 : 約1,300名

主　催 : 広島県防災会議、三次市防災会議

協　力 :  広島県、三次市、広島県警、陸上自衛隊、

隣県の消防防災航空隊など82機関

内　容 : 

湯崎英彦広島県知事を訓練実施本部長として、

大地震・土砂災害等が続けて発生した想定の中で

実施された大規模な防災訓練を参観しました。

本会場の他、三次市内の中学校など他会場で

は避難所の運営訓練や非常炊き出し訓練なども行

われました。

①　 南海トラフを震源域とするマグニチュード

6.9の巨大地震が発生、三次市で震度6強を観

測、市内各地で建物の倒壊および道路の損壊

ならびに液状化による被害も多発、電気・ガ

ス・水道・電話等のライフラインに大きな被

害が生じて市街地で火災が発生し延焼拡大、

中国自動車道路を走行中の車両による多重衝

突で負傷者多数の状況下、各々模擬現場で

救命・救助・対応の訓練。

②　 数日前からの雨で地盤が緩んだところの大規

模地震で、市内各地で土砂災害、住宅の埋没

や住民の生き埋めが発生し、一部の地域で孤

立した住民の救助訓練。

③　実際に警報を流して、「Jアラート」情報説明。

訓練実施本部長（湯崎知事）の開会式       

中国地域本部
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高圧ガス漏えい事故対応訓練

自衛隊の移動手術車両と連結設備車両

ヘリコプターによる救助訓練

3．高圧ガス保安法令講習会

日　時 : 平成29年10月12日（木）13:00 ～ 16:30

会　場 : RCC文化センター

受講者 : 51名

後　援 :  経済産業省中国四国産業保安監督部、広

島県、高圧ガス保安協会中国支部

内　容 :  “高圧ガス保安活動促進週間”行事の一環

として会員に実施している講習会で、今

年度は広島市で開催しました。

①　講演「最近の高圧ガス保安行政について」

　　　経済産業省中国四国産業保安監督部

　　　保安係長　

　　　　小西　真一郎　殿

②　講演「高圧ガスの事故について」

　　　広島県危機管理監消防保安課

　　　高圧ガスグループ主査　

　　　　渡邉　真功　殿

③　講習「RFタグ／普及拡大を目指して」

　　　JIMGA RFタグ運営委員会

　　　　蛭川　剛二　氏

④　 特別講演「リスクアセスメントについて（基

礎講座）」

　　　高圧ガス保安協会教育事業部

　　　事業推進課長

　　　　木村　勝之　殿

                

西村本部長の開会挨拶

講習会の模様
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4．平成29年度中国地域高圧ガス保安大会

日　時 : 平成29年11月8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 :  中国地域高圧ガス従業者に保安意識の高

揚を図り、もって高圧ガスの保安を推進

する目的で、毎年この時期に保安大会が

開催されています。

①　高圧ガス保安中国四国産業保安監督部長表彰式

②　 記念講演会

　　「目からウロコのスマート企業防災」

　　防災システム研究所長　

　　　山村　武彦　殿

　　

5．中国地域　炭酸ガス保安講習会＜岡山会場＞

日　時 : 平成29年11月17日（金）13:00 ～ 16:30

会　場 : 岡山国際交流センター

受講者 : 64名

後　援 :  岡山県、経済産業省中国四国産業保安監

督部、高圧ガス保安協会中国支部

内　容 : 

炭酸ガス従事者向けに保安意識の向上推進と、

自主保安を確保し高圧ガスによる災害防止を目的

として、3 年毎に全国一斉「炭酸ガス保安講習会」

が各地で開催されています。中国地域本部では、

受講者の声に応えて昨年は山口市、今年は岡山市

で独自開催しました。

①　 講習「高圧ガス保安法、炭酸ガス製造設備に

ついて」

　　JIMGA 中国地域本部炭酸ガス技術 WG 委員

　　　小林　統　氏

②　 講習「炭酸ガス取扱い従業者のためのリスク

アセスメント」

　　JIMGA 炭酸ガス技術 WG 委員

　　　澤田　裕一　氏

②　企業講演「製造現場の保安・安全活動」

　　三菱ケミカル㈱水島事業所基盤製造部

　　ガス課長　

　　　桑原　圭太　殿

中国地域　炭酸ガス保安講習会の模様

西村本部長開会挨拶

青木 WG 長閉会挨拶
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6． 平成30年中国地区高圧ガス関係団体合同新春

互礼会

日　時 : 平成30年1月10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、主催者挨拶・来賓祝辞の

後、中国高圧ガス容器管理委員会 藤井基博会長

（JIMGA 中国地域本部副本部長）の乾杯で開会、

中国冷凍設備保安協会連合会徳永修会長による中

締めで閉会しました。

主催者挨拶 : 高圧ガス保安協会中国支部長　

 安達　秀樹　殿

来賓祝辞① : 経済産業省中国四国産業保安監督部長

 　　　　　　　石井　伸治　殿

来賓祝辞② : 広島県危機管理監

　　　　　　 　土井　　司　殿

他の来賓・共催団体の代表者紹介（関係者のみ記載）

JIMGA 中国地域本部代表本部長　

 武　　浩一　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

安達 KHK 中国支部長挨拶 石井中国四国産業保安監督部長祝辞

土井広島県危機管理監祝辞 藤井中国高圧ガス容器管理委員会会長乾杯
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7．産業ガス保安セミナー

日　時 : 平成30年2月15日（木）13:00 ～ 16:30

会　場 : RCC文化センター

受講者 : 32名 

内　容 :  技術・保安部会が主体となって毎年度開

催するセミナーで、今年度は次の3テー

マを協会本部から講師を招いて開催しま

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29年度版）」

　　JIMGA 技術・保安部会 安全統計 WG 委員

　　　前田　和也　氏

②　「JIMGA CE検査基準のKHKS化」

　　JIMGA 常務執行役員

　　　大沼　倫晃　氏

③　 「e-ラーニング／溶解アセチレンの安全な取

扱い」

　　JIMGA 技術・保安部会 教育研修 WG 委員

　　　古賀　孝之　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 松井部会長閉会挨拶
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1．活動報告

（1）平成29年度地域懇談会兼第2回合同幹事会

日　時 : 平成29年9月15日（金）15:30 ～ 18:00

場　所 : 高松国際ホテル

出席者 : 協会本部5名、四国地域本部15名

議　題 :  医療ガス部門活動報告、産業ガス部門活

動報告、四国地域本部活動概況、行事予

定、テーマ別討論

（2）第2回正副本部長会議

日　時 : 平成29年12月7日（木）16:00 ～ 17:00

場　所 : 四国地域本部

出席者 :  協会本部1名（永江専務理事）、四国地域

本部10名

議　題 :  来年度行事調整、報告事項、地域懇談会

の総括（永江専務理事より）

（3）第3回技術・保安部会

日　時 : 平成29年9月20日（水）19:00 ～ 20:00

場　所 : ホテルサンルート彦根

出席者 : 12名

議　題 :  高圧ガス消費者向け保安講習会、企業研修

会、高圧ガス製造技術勉強会、報告事項

（4）長期停滞容器回収推進WG

第1回

日　時 : 平成29年6月22日（木）11:00 ～ 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、容器使用料契約に向けて、

平成29年度長期停滞容器の回収推進活

動について

　　

（5）平成29年度JIMGA保安セミナー

日　時 : 平成29年8月24日（木）13:00 ～ 16:00

場　所 : ホテルパールガーデン

受講者 : 26名

講　義 : 

①　「産業・医療ガスの臭気判定について」

②　「酸素ガス充てん所作業基準（追補）」

　　　技術・保安部会　充塡技術WG長

　　　　田守　里士　氏

③　「CEに関するQ&A」

　　　技術・保安部会　保安対策WG長

　　　　八幡　剛史　氏

岸田部会長挨拶

保安セミナーの模様

（6）第16回高圧ガス保安講習会

日　時 : 平成29年11月9日（木）13:00 ～ 16:00

場　所 : サンピアセリーズ マリンホール

受講者 : 68名

主　催 : JIMGA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

四国地域本部
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支部、高知県、NPO法人高知県高圧ガス

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

　　　岡本　徹　殿

②　「みんなで学ぶ保安の知識」

　　四国地域本部　保安対策 WG 委員

　　　小林　統　氏

③　「高圧ガス事故事例」

　　四国地域本部　保安対策 WG 委員

　　　熊本　佳史　氏

野村本部長挨拶

高圧ガス保安講習会の模様

（7）企業研修会

日　程 : 平成29年9月20日（水）～ 21日（木）

研修先 : ①新日鐵住金㈱ 広畑製鉄所

　 ②日本化学機械製造㈱ 南山田工場

参加者 : 13名（産業ガス部門・医療ガス部門合同）

新日鐵住金㈱広畑製鉄所にて

日本化学機械製造㈱南山田工場にて

（8）高病原性鳥インフルエンザ防疫措置対応

四国で初の事例に香川県支部として対応。

内容 ･ 経緯： 30kg 容器 110 本をさぬき市の 2 農

場へ供給（対象約 91,800 羽）

　・1/10 発生疑い、同日中に要請本数の納入完了

　　（1/11 防疫措置開始、1/12　殺処分完了）

　・1/30 容器回収事前確認、2/1　回収完了

　・2/28 回収容器の部品交換・整備完了

2．関係団体への行事参加

（1）平成29年度高知県高圧ガス防災訓練

日　時 : 平成29年11月8日（水）14:00 ～ 16:00

場　所 : 高須浄化センター（グラウンド）

参加者 : 約160名

主　催 : 高知県、高知県高圧ガス地域防災協議会
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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　 路上におけるLPガスバルクローリ事故防災訓練

②　水素ガスベースの混合ガスによる燃焼実験

③　 路上における一般高圧ガス漏えい事故防災訓練

④　LPガス燃焼比較実験

⑤　路上におけるLPガス漏えい事故防災訓練

（2）徳島県災害時実働訓練（DMAT）

日　時 : 平成30年1月20日（土）11:00 ～ 15:00

場　所 : NEXCO徳島高速道路

主　催 : 徳島県

共　催 : 四国地域本部　徳島県支部

内　容 : 医療ガスの輸送、実働訓練

 徳島県災害時情報共有システム入力訓練

DMAT 実働訓練到着

DMAT 実働訓練納品後

（3）平成29年度徳島県高圧ガス保安大会

日　時 : 平成29年10月24日（火）10:00 ～ 12:00

場　所 : 徳島グランヴィリオホテル

主　催 : 徳島県、徳島県高圧ガス地域防災協議会

後　援 : 高圧ガス保安協会

記念講演 : 

「水素エネルギーで一歩先の未来へ！」

　　徳島県県民環境部環境首都課

　　室長補佐

　　　内海　はやと　殿

（4）平成29年度四国地方高圧ガス保安大会

日　時 : 平成29年11月17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29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

　　保安功労者

　　　高松帝酸㈱

　　　　藤井　保秀　殿

②記念講演会「がいな！チャレンジと可能性」　

　　　香川オリーブガイナーズ球団㈱

　　　代表取締役社長　

　　　　三野　環　殿
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1．活動報告

（1）高圧ガス販売事業者・消費事業者保安点検

点検期間 : 平成29年10月1日（日）～11月30日（木）

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116事 業 所（前 年 度104事

業所）

 　 消費事業所1196事業所（前年度726事

業所）

内　　容 :  福岡県における消費事業所点検は福岡

県高圧ガス保安協会並びに福岡県高圧

ガス流通保安協会が独自で実施してい

たが点検表を統一し、オール九州・沖

縄での点検により統計的な結果のまと

めができるようになった。

（2）高圧ガス容器全国一斉特別回収

回収期間 : 平成29年10月1日（日）～ 10月31日（火）

回収容器 : 放置、不明容器　100本（前年度265本）

 　内、所有者不明容器 54本（前年度48本）

放置容器は前年度に比べて激減したものの LP

容器の所有者不明容器が 14 本発生し所有者不明

容器は増えた。

（3） 産業ガス部門・医療ガス部門合同監事会及び

間会長巡回会議

日　時 : 平成29年11月7日（火）14:30 ～ 17:00

場　所 : サットンホテル博多

内　容 :  平成29年度上期活動報告、下期活動計

画等

九州地域本部合同監事会と間会長、本部役員

を交えた本部報告と地域本部と本部との意見交換

の 2 部構成にて開催。終了後の懇親会も和やかな

ものとなりました。

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29年9月7日（木）13:30 ～ 16:30

場　所 : アクロス福岡

受講者 : 約300名

内　容 : 講演

①　 福岡県高圧ガス保安推進会議と「共に安全を

目指す」

　　九州大学教授

　　　尾上　清明　殿

②　 21世紀の“本もの”経営と人づくり－悪戦苦闘

能力を身につけよう

　　九州ルーテル学院大学客員教授

　　　大畑　誠也　殿

（2）第48回九州地区高圧ガス大会 

日　時 : 平成29年11月17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

内　容 : 

①　平成29年度九州産業保安監督部長表彰　他

②　 記念公演:0災をめざして～伝達不全をなくす

安全・安心の話し方

　　　講師 : 

　　　　荒生　暁子　殿

3．平成30 年賀詞交歓会

恒例の高圧ガス三団体による賀詞交歓会が開

催されました。来賓・報道関係者を含む 232 名の

方々に出席いただき平成 30 年の幕開けをお祝い

いたしました。

九州地域本部
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栗下代表地域本部長による主催者代表挨拶、

ご来賓の挨拶、平成 29 年度高圧ガス表彰者の

紹介に続き九州高圧ガス容器管理委員会会長

（JIMGA 産業ガス部門副本部長）の中村会長の挨

拶・乾杯で和やかな懇談会となりました。

JIMGA 医療ガス部門本部長の與儀本部長の中

締めをもって本年の賀詞交歓会も盛会の内にお開

きとなりました。

日　時 : 平成30年1月9日（火）13:00 ～ 14:30

会　場 : ホテルセントラーザ博多

主　催 :  JIMGA九州地域本部、九州高圧ガス容器

管理委員会、九州高圧ガス流通保安連合

会（九州地区高圧ガス3団体共催）

出席者 : 232名

来　賓 :  九州産業保安監督部、福岡県商工部工業

保安課、福岡県保健医療介護部薬務課、

高圧ガス保安協会九州支部

内　容 : 

栗下代表本部長　主催者代表挨拶（要旨）

皆様、新年明けましておめでとうございます。

まず景気について申し上げますと、アメリカが

3％成長し雇用改善し、ダウ平均株価が史上最高

などの拡大基調となり世界同時好況の中、日本株

も大きく買われています。

これも IT 関連の世界的な需要の旺盛そして日

本の基幹産業全体の堅調に伴う、業績拡大が背景

にあるものと推察されます。九州におきましても

主要産業である半導体を含む電子産業を筆頭に鉄

鋼、化学、造船や自動車など概して高い操業を

保っています。

九州経済調査協会では九州・沖縄の 29 年度の

経済成長率を 1.9％としていましたが昨年 10 月に

は 3.5％への上方修正がされています。

では我々の業界はどうかというところですが

主要製品の窒素、アルゴンは出荷数量の大きな

伸びが顕著ですが工業用酸素はさほど伸びてい

ません。産業界全体の好調さの指標は工業用酸

素の出荷数量の伸びに見られるとすれば「悪くは

ない」が大きな回復感、活況という感じが実感と

して湧いてこないのが現状ではなかろうかと思

います。

やはり物作り企業においては人手不足の問題

が出てきています。大手は FA や効率化のための

システム導入等進んでおりますが現場では退職者

の補充が進まず、残った方々でこなしていくとい

うところが圧倒的であります。この体制では限界

もあり、仕事を請けたくてもこなせず、他社に回

される結果、九州外に仕事が流れていくという事

例も耳にしています。

お客様の動きによっては皆様の充塡所での生

産計画、配送計画、人員計画にも大きく影響が出

てまいりますのでこういう市場の変化を業界とし

ても注視していきたいと思います。

もう一つ申し上げたいのが保安についてです。

高圧ガス関連の事故は依然増加傾向にあります。

本年も高圧ガス保安三団体として保安講習会によ

る啓発、適切な容器回収による保安予防等が主な

活動となりますが、高圧ガスを使用されている消

費者に参加いただいてこその活動となります。会

員各位の多大なご協力をいただくことになります

ので何卒よろしくお願いいたします。

いずれにしましても「悪くない環境」というこ

とで株価も 2 万 6 千円から 7 千円まで上昇すると

の見方もあります。今年は酸素の出荷がより伸び

て活況を実感できるようになることを大いに期待

して、同時に我々の業界における事故ゼロを最大

の目標として活動を続けてまいりますので本年も

変わらぬご支援をお願い申し上げます。

来賓挨拶

九州産業保安監督部長　 　　上條　剛　殿
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地域本部の活動報告

 平成29年度高圧ガス保安表彰受賞者への記念品

贈呈

九州高圧ガス流通保安連合会会長井上泉氏よ

り目録贈呈

①　JIMGA協会表彰

　　　地域活動功労賞

　　　　岩切　充弘　殿（宮崎酸素㈱）

　　災害功労賞

　　　九州地域本部医療ガス部門熊本支部　殿

　　安全賞

　　　㈱延岡高圧ガスセンター　殿

②　九州産業保安監督部長表彰

　　優良製造所

　　　江藤酸素㈱大分事業所　殿

　　

保安功労者　

　　　井上　亮　殿（㈱大興）

③　高圧ガス保安協会会長表彰

　　保安功労者　

　　　古谷　賢一郎　殿（九州熔材㈱）

　　保安功労者　　　

　　　平野　功二郎　殿（㈱平野酸素商会）

開宴乾杯挨拶

　　九州高圧ガス容器管理委員会会長　

　　　中村　英己　氏

閉会挨拶

　　JIMGA 九州地域本部医療ガス部門本部長

　　　與儀　盛輝　氏

栗下代表地域本部長 挨拶

平成 29 年度保安表彰受賞者

上條九州産業保安監督部長 来賓挨拶

中村九州高圧ガス容器管理委員会会長 乾杯挨拶
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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 合計

北海道 生産 1,094 1,109 1,213 1,085 1,110 1,137 1,197 1,138 1,118 1,118 1,097 1,154 13,570

販売 1,866 1,895 2,012 1,932 1,946 1,964 1,908 1,877 1,829 1,839 1,848 1,854 22,770

東　北 生産 4,880 4,636 5,219 3,179 4,680 5,238 4,673 4,043 4,721 4,976 4,674 5,084 56,003

販売 11,522 10,778 11,426 8,730 9,583 8,798 11,342 11,158 9,141 10,672 11,319 11,833 126,302

関　東 生産 39,339 35,901 39,796 34,356 38,562 30,614 36,208 36,666 35,963 38,209 33,803 39,382 438,799

販売 36,859 35,172 35,965 37,128 35,539 27,092 33,532 35,024 32,608 36,138 35,174 36,001 416,232

東　海 生産 26,855 28,220 28,245 23,732 25,908 27,381 26,064 26,005 27,329 27,775 30,559 28,725 326,798

販売 28,403 29,494 28,130 25,572 29,478 30,373 28,584 30,640 28,838 28,815 31,734 29,669 349,730

近　畿 生産 18,145 23,283 23,294 23,582 23,930 21,185 17,834 21,727 20,804 22,552 20,347 21,596 258,279

販売 30,310 26,223 26,880 25,600 27,490 26,026 26,169 25,567 24,532 25,450 25,001 24,332 313,580

中　国 生産 16,512 17,145 18,076 16,204 14,796 13,278 15,126 16,371 14,987 16,173 15,091 17,789 191,548

販売 17,266 17,061 18,904 16,711 15,485 16,034 17,370 17,714 14,617 15,728 15,915 18,429 201,234

四　国 生産 1,808 1,807 1,965 1,392 1,661 1,489 1,397 1,255 1,388 1,294 1,286 1,646 18,388

販売 3,131 3,199 3,526 2,822 2,306 2,318 2,017 2,118 2,011 2,117 2,180 2,242 29,987

九　州 生産 14,497 11,860 13,274 12,653 12,235 12,353 11,691 10,981 13,490 15,122 13,342 14,741 156,239

販売 15,278 12,382 14,467 14,868 13,792 13,984 13,390 12,061 14,032 14,253 13,795 15,357 167,659

合　計 生産 123,130 123,961 131,082 116,183 122,882 112,675 114,190 118,186 119,800 127,219 120,199 130,117 1,459,624

販売 144,635 136,204 141,310 133,363 135,619 126,589 134,312 136,159 127,608 135,012 136,966 139,717 1,627,494

2017年１月～12月　地区別酸素生産・販売実績表

2017年1月～12月　酸素生産量＆一般販売実績推移グラフ
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単位：千㎥
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 合計

北海道 生産 2,773 2,675 2,948 2,700 2,539 2,772 2,921 3,278 3,607 3,384 2,776 2,694 35,067

販売 4,006 4,168 4,260 4,248 4,217 4,257 4,518 5,084 5,389 5,266 4,726 4,348 54,487

東　北 生産 11,854 10,763 11,596 10,765 11,173 12,352 11,786 10,913 11,563 11,788 11,062 12,206 137,821

販売 17,744 17,282 18,615 17,048 17,427 18,544 18,395 17,423 17,028 17,893 17,179 17,029 211,607

関　東 生産 127,771 118,693 136,883 121,482 122,663 136,871 133,650 132,032 133,970 136,433 137,761 136,372 1,574,581

販売 128,521 125,955 137,521 134,867 131,224 136,036 131,402 133,066 132,389 134,691 142,912 134,241 1,602,825

東　海 生産 41,095 39,084 41,399 37,412 29,160 37,859 41,366 38,182 41,293 41,511 43,392 44,203 475,956

販売 57,918 59,046 62,589 61,370 59,113 62,364 62,966 62,389 64,621 64,657 66,188 66,025 749,246

近　畿 生産 34,561 41,168 43,225 46,299 45,556 45,749 43,002 42,387 44,592 46,979 41,598 44,131 519,247

販売 60,478 56,467 58,714 57,658 56,671 60,058 60,734 58,685 59,513 57,924 58,624 55,496 701,022

中　国 生産 31,972 31,679 35,469 34,341 39,896 32,279 38,320 37,440 40,794 38,198 36,045 37,288 433,721

販売 47,698 47,530 51,085 48,699 50,510 48,949 49,461 49,150 53,610 54,820 52,730 52,504 606,746

四　国 生産 8,040 7,341 8,368 7,272 8,676 9,046 9,138 8,644 8,650 8,569 8,240 8,747 100,731

販売 8,313 7,871 8,727 8,474 8,822 9,692 9,430 8,937 9,063 9,358 8,761 9,260 106,708

九　州 生産 23,788 23,033 24,057 22,850 24,773 24,348 24,550 24,878 25,606 25,908 23,493 24,716 292,000

販売 22,997 21,748 23,448 22,905 24,616 24,286 24,863 23,644 23,756 24,375 24,158 24,728 285,524

合　計 生産 281,854 274,436 303,945 283,121 284,436 301,276 304,733 297,754 310,075 312,770 304,367 310,357 3,569,124

販売 347,675 340,067 364,959 355,269 352,600 364,186 361,769 358,378 365,369 368,984 375,278 363,631 4,318,165

2017年１月～12月　地区別窒素生産・販売実績表

2017年１月～12月　窒素生産量＆一般販売実績推移グラフ
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2017年１月～12月　地区別アルゴン生産・販売実績表

2017年１月～12月　アルゴン生産量＆一般販売実績推移グラフ
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単位：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 合計

北海道 生産 298 304 296 297 291 287 297 304 302 298 293 289 3,556

販売 271 277 268 275 275 272 273 281 285 282 275 275 3,309

東　北 生産 329 315 334 255 272 303 308 263 323 319 303 329 3,653

販売 1,687 1,600 1,703 1,570 1,603 1,679 1,901 1,819 1,806 1,998 1,899 2,053 21,318

関　東 生産 4,758 4,690 4,987 4,850 4,717 4,695 5,183 4,785 4,781 3,929 5,163 4,820 57,358

販売 3,955 4,233 4,496 4,131 3,918 4,241 4,424 4,253 4,423 4,371 4,519 4,240 51,204

東　海 生産 3,920 4,228 4,578 3,834 4,067 4,093 4,162 4,063 4,275 4,227 4,639 4,502 50,588

販売 4,007 4,084 4,420 4,010 3,941 4,266 4,096 3,994 4,315 4,325 4,507 4,512 50,477

近　畿 生産 3,541 3,701 3,894 4,017 3,874 3,798 3,480 3,726 3,870 4,018 3,792 3,964 45,675

販売 2,566 2,583 2,745 2,661 2,449 2,807 2,681 2,548 2,635 2,558 2,548 2,580 31,361

中　国 生産 2,163 2,141 2,471 2,298 2,193 2,255 2,485 2,344 2,210 3,431 3,641 4,243 31,875

販売 1,003 1,071 1,137 1,030 944 1,074 1,052 990 1,087 1,109 1,060 1,115 12,672

四　国 生産 200 174 192 167 194 187 193 188 187 131 140 189 2,142

販売 433 477 484 469 473 479 486 465 472 479 467 483 5,667

九　州 生産 1,336 1,350 1,342 1,265 1,245 1,242 1,384 1,476 1,451 1,650 1,662 1,686 17,089

販売 1,875 1,957 1,947 1,930 1,872 1,908 2,116 2,105 2,161 2,411 2,373 2,430 25,085

合　計 生産 16,545 16,903 18,094 16,983 16,853 16,860 17,492 17,149 17,399 18,003 19,633 20,022 211,936

販売 15,797 16,282 17,200 16,076 15,475 16,726 17,029 16,455 17,184 17,533 17,648 17,688 201,093



63 産業ガスレポート vol.38

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 39,440 41,729 48,795 45,729 43,275 43,543 37,802 36,714 42,155 46,588 45,642 51,505 522,917 98%

東　北 47,955 53,393 58,905 52,383 43,356 43,342 38,324 39,419 43,119 49,636 49,985 58,044 577,861 96%

関　東 254,614 256,620 278,648 255,545 231,818 229,092 202,182 216,769 228,519 252,895 259,462 279,045 2,945,209 99%

北　陸 46,553 47,670 49,430 42,770 36,093 42,962 35,848 33,169 36,587 47,366 48,696 45,490 512,634 98%

東　海 111,600 124,110 122,545 101,313 91,931 104,985 89,617 94,868 99,472 113,633 129,314 130,130 1,313,518 100%

近　畿 133,714 143,754 157,036 126,703 121,338 125,283 107,197 113,467 109,856 133,497 143,954 151,172 1,566,971 99%

中　国 108,645 114,368 130,957 102,045 98,818 102,129 91,387 85,475 100,069 120,108 115,121 133,288 1,302,410 103%

四　国 11,063 11,111 11,371 9,497 8,374 9,336 7,656 7,848 7,998 10,046 10,514 9,659 114,473 104%

九　州 85,358 97,261 97,275 81,902 77,202 79,770 66,769 71,290 76,035 83,923 85,637 95,755 998,177 103%

合　計 838,942 890,016 954,962 817,887 752,205 780,442 676,782 699,019 743,810 857,692 888,325 954,088 9,854,170 100%

前年比 101% 95% 100% 99% 103% 97% 96% 101% 101% 103% 97% 104% 100%
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2017年１月～12月　地区別溶解アセチレン生産実績推移表

2017年１月～12月　溶解アセチレン生産実績推移グラフ
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単位：ｔ

工場出荷量 対前年比

用途別出荷割合

溶接用 飲料用 冷却用 製鋼用 化学用 その他

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 数量 前年比

１月 52,661 107.4% 26,126 102.7% 7,805 107.2% 5,334 106.4% 3,996 112.3% 4,483 116.4% 4,917 121.9%

２月 55,430 103.2% 27,731 104.6% 7,946 93.6% 5,326 105.4% 3,421 107.5% 4,973 116.3% 6,032 104.2%

３月 63,630 101.9% 29,625 99.6% 10,899 105.0% 5,858 103.2% 4,210 120.0% 6,258 118.9% 6,780 111.5%

４月 59,134 96.6% 27,383 98.2% 10,082 90.1% 5,821 95.4% 4,105 114.2% 5,278 108.0% 6,463 99.2%

５月 64,860 114.2% 29,285 106.1% 11,784 109.6% 7,374 104.5% 3,836 110.7% 5,048 108.6% 7,533 107.9%

６月 65,918 105.7% 30,014 100.7% 11,727 104.0% 7,419 101.7% 3,498 102.2% 5,650 117.6% 7,610 105.4%

７月 67,366 94.6% 30,848 99.6% 12,954 106.5% 8,078 100.4% 3,441 98.7% 5,477 110.8% 6,568 116.6%

８月 69,881 106.0% 31,438 99.3% 13,194 109.9% 8,740 98.9% 3,650 93.7% 5,718 116.5% 7,141 110.5%

９月 63,266 96.5% 28,375 102.7% 9,020 92.5% 6,819 96.2% 3,471 99.9% 5,328 122.9% 10,253 163.2%

10月 62,893 93.9% 30,190 101.5% 9,310 90.7% 6,508 94.4% 4,008 107.3% 5,908 109.3% 6,967 109.2%

11月 59,647 92.3% 29,550 103.6% 8,703 100.1% 5,867 99.0% 3,133 89.3% 6,333 107.2% 6,061 116.3%

12月 60,627 99.8% 29,422 102.7% 11,567 103.7% 5,745 96.6% 3,241 81.1% 5,237 109.2% 5,415 111.4%

合計 745,313 100.6% 350,236 101.7% 124,686 101.1% 78,669 99.9% 44,027 102.7% 65,817 113.2% 81,877 114.6%

2017年１月～12月　液化炭酸ガス工場出荷実績推移表

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
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2017年１月～12月　液化炭酸ガス工場出荷実績推移グラフ
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１．ヘリウム生産・販売量　

生
・
販

液・ガス区分 単位
2013年 2014年 2015年 2016年 2017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㎥ 7,782 90% 7,059 91% 7,001 99% 7,041 101% 6,988 99%

液体ヘリウム 千㍑ 4,005 94% 4,199 105% 3,809 91% 3,336 88% 2,990 90%

合計（ガス換算） 千㎥ 10,942 91% 10,372 95% 10,007 96% 9,674 97% 9,348 97%

販
売
量

ヘリウムガス 千㎥ 7,363 89% 7,061 96% 7,078 100% 6,997 99% 7,677 110%

液体ヘリウム（ガス換算） 千㎥ 2,938 94% 3,223 110% 3,190 99% 3,021 95% 2,509 83%

合　　計 千㎥ 10,301 90% 10,284 100% 10,268 100% 10,018 98% 10,186 102%

２．ヘリウム用途別販売構成比　	 単位：千㎥
液・ガス区分 用途区分 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比

ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス

光ファイバー 1,853 25% 1,520 22% 1,505 21% 1,430 20% 1,457 19%

分析 663 9% 720 10% 742 10% 742 11% 728 9%

リークテスト 1,271 17% 1,237 18% 1,191 17% 1,156 17% 1,336 17%

溶接 651 9% 727 10% 726 10% 725 10% 946 12%

バルーン・飛行船 208 3% 226 3% 262 4% 221 3% 241 3%

宇宙産業 67 1% 77 1% 12 0% 22 0% 110 1%

半導体 1,312 18% 1,202 17% 1,124 16% 936 13% 1,350 18%

低温工学 120 2% 111 2% 129 2% 108 2% 133 2%

MRI（NMR) 69 1% 109 2% 98 1% 120 2% 116 2%

その他 1,144 16% 1,127 16% 1,285 18% 1,532 22% 1,257 16%

合計 7,363 100% 7,061 100% 7,078 100% 6,997 100% 7,677 100%

液
体
ヘ
リ
ウ
ム

光ファイバー 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

分析 21 1% 17 1% 21 1% 17 1% 26 1%

リークテスト 3 0% 3 0% 2 0% 1 0% 8 0%

溶接 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 2 0%

バルーン・飛行船 0 0% 0 0% 0 0% 13 0% 0 0%

宇宙産業 42 1% 60 2% 98 3% 125 4% 79 3%

半導体 81 3% 92 3% 156 5% 238 8% 138 6%

低温工学 373 13% 412 13% 507 16% 429 14% 315 13%

MRI（NMR) 2,315 79% 2,568 80% 2,306 72% 2,130 71% 1,882 75%

その他 100 3% 68 2% 96 3% 64 2% 58 2%

合計 2,938 100% 3,223 100% 3,190 100% 3,021 100% 2,509 100%

2013年～2017年　ヘリウム生産・販売実績表
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単位：生産量（トン）　　酸素消費量（千㎥）

2017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 6,921,374 395,559 6,638,442 435,441 1,931,000 61,442 9,002,642 496,883

２月 6,223,739 365,085 5,925,826 399,630 1,989,336 63,407 8,339,775 463,037

３月 6,562,735 370,011 6,282,519 415,078 2,170,069 69,658 8,887,618 484,736

４月 6,513,868 377,783 6,215,186 419,228 2,099,758 65,508 8,754,885 484,736

５月 6,699,641 386,020 6,352,693 417,295 2,138,015 67,492 8,929,350 484,787

６月 6,249,951 357,931 5,955,038 387,538 2,084,848 66,066 8,410,530 453,604

７月 6,532,814 373,625 6,196,992 408,899 1,982,835 63,106 8,588,140 472,005

８月 6,676,250 397,823 6,401,318 416,364 1,919,944 60,056 8,728,653 476,420

９月 6,376,105 371,315 6,113,653 401,078 2,128,808 66,890 8,626,027 467,968

10月 6,570,852 383,349 6,280,312 418,519 2,241,907 71,044 8,971,056 489,563

11月 6,423,575 383,588 6,117,157 401,511 2,188,663 70,184 8,702,796 471,695

12月 6,578,825 401,971 6,194,168 410,965 2,068,618 65,697 8,720,874 476,662

2017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）
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　　JIMGA平成30年賀詞交歓会には多田製造
産業局長様、武田医政局長様をはじめ、昨
年とほぼ同数の440名の方々のご出席を賜
りました。改めて心より御礼申し上げます。

　　昨年は、穏やかな成長を続ける世界経済
を背景に過去最高水準の企業収益や雇用情
勢の改善など日本経済の好循環が生み出さ
れた年となりました。

　　一方、九州北部豪雨や大きな台風の上
陸、全国各地での地震の発生等、激甚化す
る自然災害への対応の難しさに加え、大阪
の大規模停電、新幹線の重大トラブルなど、
インフラの脆弱さ、また日本ブランド神話
を根底から崩した品質データ改ざんなどが
次々に顕在化しました。

　　戌年の今年は、一層景気が上向き、株価
も上昇すると多くの経済アナリストも太鼓
判を押していましたが、この編集後記を書
くタイミングで経済ファンダメンタルはさ
ほど悪くないのに10年前と同じく米国発世
界同時株安が起こりました。本号がお手元
に届く頃には、本年も明るく前向きな年へ
と軌道修復されていることを願っています。

　　さて、この編集後記も足掛け4年8回目
となります。編集後記の原稿は広報タスク
フォースに校正をお願いしています。最終
的には「ボツ」や「大幅な変更」となって
しまうのですが、編集後記子の鉄の趣味の
切り口からJIMGA本部があるJR浜松町駅に
まつわる事柄を何度か書いています（Vol.36
のドクターイエローは辛うじて採用）。

　　構想段階も入れると次のようなキーワー
ドが登場していました。新幹線や鉄道の歴
史、八方に伸びる線路、撮り鉄、ホームの
小便小僧、国際色、雑踏、羽田空港の玄関口、
旧正月の大混雑、通勤時間帯のビジネス戦
士、恐ろしいホームの乗降階段など…。誌
面と文才の関係で日の目を見ることはあり

ませんでしたが、 会 員 の皆 様 にもJR浜 松
町駅を是非とも体感していただき、併せて
JIMGA事 務 所 にもお立 ち寄 りいただけれ
ば幸甚です。

　　本号では今井副会長より引越しにまつ
わるエッセイをご寄稿いただきました。2
年半に1回という引越しで次々と登場する
sweet home（楽しい我が家♪）。エネルギッ
シュな今井副会長の文章を楽しく拝読しま
した。また波乱万丈な人生を共に歩んでこ
られ、いまや「引越し名人」となられた奥
様の包容力がとても印象に残ります。

　　昨年7月に竣工したKHK総合研究所の運
営審議会で産総研の方から、自分たちは「ど
れだけ発信したか」だけでなく「どれだけ
問い合せが来たか」を重要な指標として取
り組んでいる、とのお話を聞きました。

　　また、1997年に始まった未曽有の金融危
機からの20年を振り返る番組が、昨年11
月に放映されました。当時、山一證券で管
理職だった方の「時代のニーズの変化を捉
え、常に利用者の期待の先を行くサービス
を提供できなければ企業は埋没し、社会か
ら必要とされなくなる」という言葉が印象
的でした。

　　会員の皆様に「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」を標榜すると申
し上げてきましたが、今回この二人の言葉
もJIMGAにとっ て重 要 なヒ ン ト になると
思い紹介させていただきました。「独り善が
り」でなく、会員の皆様が求めるものは何
かを常に考え、成果物を発信したその先に
あるプラスアルファを生み出すことができ
るよう、各WG、地域や本部の協会職員共々
これからも一 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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