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産業ガスレポート vol.391

本日はご多忙の中、JIMGA定時総会に多数
の方々のご参加を賜り誠にありがとうござい
ます。また日頃はJIMGAの活動に関しまして、
多大なご支援とご協力を賜り厚く御礼を申し上
げます。

今年も半年が過ぎようとしておりますが、先
だって発表されました 1月～ 3月期のGDPは前
期比マイナス0.2％とのことで、久しぶりのマ
イナスとなりました。景気は全体的には緩やか
に回復してきていると言われておりますが、そ
れを実感するには至っていないというのが当業
界の実情であると思います。

先にJIMGA で発表しました販売量統計を見
ますと、昨年度、液体酸素は 7億45百万m3 で
前年比98.5％、2007年比では 68％ということで、
ここ数年来の最低の数字となりました。その中
のシリンダーの量は 24百万m3 で、前年比だけ
で申し上げると 106％とプラスですが、2007年
当時の 70％を切っており、ここ 10年で少しずつ
減少という状況にあります。

それから液体窒素は 21億46百万m3 で前年比
100％です。ここ 4 ～ 5年は前年比プラスαで
推移しておりますが、2007年比ではここ 5年
間は 80％台です。2007年そのものに比べます
と 82％。シリンダーは前年比109％で、久々に
100％を大きく超えたということですが、2007

年比では 49％と半分以下の販売量です。
また液体アルゴンは 1億99百万m3 で前年比

110％と大きく伸展しました。これは半導体関
連の需要が回復したということだと思います。
これは 2008年頃から 80％台に低下し、2011年
以来、2007年比で 70％台で推移していました。
それが今年は 2007年比では 82.7%と約8割の回
復となっています。シリンダーは前年比108％
と大幅に増えましたが、同じく 2007年比では
64％です。

炭酸ガスは 772千tで前年比102.3％でした。
これは 2007年比で 94.5％で比較的に堅調と言え
ます。

ア セ チ レ ン は 9,870t で 前 年 比99.5 ％ で す。
2016年に 1万tを割り 2007年比の 75％となり、
その後も前年割れが続き 2007年比では 56％と
いうことになっています。前年あるいは 2年前
と比較しますと、多少のプラスマイナスという
ところですが、2007年あるいは 2010年の販売
量のピークに近いところと比べると 70 ～ 80％
の状態です。シリンダーの需要が落ち込んでい
るわけですが、シリンダーが物流合理化で液体
にかわるという状況もあります。しかし、日本
のガスの需要の小口のところはシリンダーの需
要であるということを考えますと、これらの事
業形態のところにまでは景気回復が行き渡って

平成30年度 定時総会（平成30年6月12日）

　　　　　間　邦司

会長挨拶
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平成30年度　定時総会

いないのだろうと思っております。
われわれを取り巻く環境は今申し上げたと

おりですが、業界にとって大きなテーマは二つ
ございました。一つは電力料金の問題、二つ目
は消費税の転嫁の問題です。

まず電力料金の問題は、平成23年3月に比べ、
私達の負担する再生可能エネルギー固定価格買
取制度の賦課金の負担は 1kWhあたり 2.64円か
ら 2.90円に今年改訂されました。当初は 0.22円
だったのが 10倍以上の負担額になっています。
また一昨年、制度について見直しが行われまし
た。燃料費調整単価について原燃料価格が低く
推移しているという状況がありましたので電力
代そのものは比較的落ち着いたところで推移し
ておりましたが、ここのところまた原燃料価格
が上がってきており、燃調費の上昇と合わせ
て、また電力代が上がってきております。それ
から減免の対象の見直しについて、電力多消費
産業10団体と一緒に政府、関係省庁へ陳情ある
いは意見広告を行ってまいりました。私共が求
めてきたのは、減免措置を増やして欲しいとい
うよりは、輸出産業が力を出せるような電力水
準にして欲しいということです。

もう一つの消費税の問題ですが、10％への増
税は 2019年10月へと先送りになっております。
このために消費税の転嫁・表示カルテルの取
り扱い等を定めた法律の失効期限が延びてお
りますので、公正取引委員会に届け出ている
転嫁・表示の基準の有効期限も合わせて延長
しております。

こ の よ う な 中、 医 療 部 門 に つ き ま し て は
2025年問題、つまり団塊の世代が 75歳以上とな
る高齢化の問題に対して、行政は「地域共生社
会」と銘打って、現在の医療システムを変えよ
うとしています。その中では医療機能毎に病院
を分類し、それぞれの機能に合った病院へ入院
をしていただき、商品の共同購入やベッド数
の融通等を行うことができるようになります。
これは私達の事業を大きく揺るがす可能性が
あり、注視しながら対応していくことになり

ます。
具体的な医療ガス部門の今期の方針は「安全

推進・事故防止」および「法規制への対応」です。
法規制への対応につきましては、「医療ガスの
安全管理について」（96通知）の周知・啓発、ま
た封キャップ実用化への取り組みの強化があり
ます。また災害時協定の充実・促進については、
効率化を図るためマニュアルの整備、備蓄品の
徹底管理を行います。

さらにMGRの公的地位の向上については、
卸売販売業の営業所管理者の資格要件の一つに
すべく働きかけを継続しております。その内容
の充実のため、場合によっては会員以外への適
用も含めて検討してまいります。

産業ガス部門では、高圧ガス保安のスマート
化がいよいよ動き出しました。すでに新認定事
業所制度、つまりスーパー認定事業所あるいは
自主保安高度化事業所の適用となる事業所が出
てきつつあります。業界基準が例示基準と同
様の扱いを受ける例も出てきております。こ
ちらも動向を注視し、必要な対応を行ってい
きます。

具体的なテーマとしましては、保安の一層の
強化推進があります。こちらは炭酸ガス保安講
習会等の開催準備を進めております。産業保安
のスマート化では新認定事業所や自主保安高度
化事業所制度の運用状況を確認しながら対応し
ていきます。

容器RFタグの普及と容器管理については、
従来のとおり容器管理指針の発行促進、容器使
用料の契約化推進と放置容器の撲滅に取り組み
ます。安全・環境・エネルギー問題への取り組
みでは、日本経団連の低炭素社会実行計画の
フォローアップ調査を継続し、また国際整合化
の活動も進めてまいります。

以上、医療ガス部門、産業ガス部門のテーマ
を申し上げました。高圧ガス事故の撲滅、安心・
安全の確立に向け、業界を取り巻く環境は予断
を許さない状況の中、会員各社の皆様に必要と
されるJIMGAを目指してまいりたいと思って



産業ガスレポート vol.393 産業ガスレポート vol.39

おります。
最後になりましたが、本日の定時総会での活

発な意見交換と、ご出席の皆様方のご健勝とそ

れぞれの会社のご発展を祈念いたしまして、私
の挨拶とさせていただきます。

定時総会の模様

会長挨拶
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産業ガス部門　新役員

理事

代表理事（会長）
　今井　康夫（いまい　やすお）

　エア・ウォーター株式会社

　取締役副会長

理事（副会長）
　永田　研二（ながた　けんじ）

　大陽日酸株式会社

　取締役専務執行役員

理事（副会長）
　矢原　史朗（やはら　しろう）

　日本エア・リキード株式会社

　代表取締役社長 兼 CEO

理事（副会長）
　上羽　尚登（うえは　ひさと）

　岩谷産業株式会社

　取締役副社長

理事（副会長）
　小池　英夫（こいけ　ひでお）

　小池酸素工業株式会社

　常務取締役

理事（副会長）
　澁谷　信雄（しぶや　のぶお）

　高圧ガス工業株式会社

　代表取締役社長

理事（副会長）
　石井　敏康（いしい　としやす）

　東京ガスケミカル株式会社

　代表取締役社長

理事（副会長）
　川本　健一（かわもと　けんいち）

　大阪ガスリキッド株式会社

　代表取締役社長

理事（副会長）
　賢持　善英（けんもち　よしひで）

　日本液炭株式会社

　代表取締役社長

専務理事
　加藤　尚嗣（かとう　なおつぐ）

　日本産業・医療ガス協会

　

監事

代表監事
　柳下　政道（やぎした　まさみち）

　昭和電工株式会社

　執行役員

監事
　山本　泰夫（やまもと　やすお）

　東邦アセチレン株式会社

　代表取締役社長

平成30年7月1日現在
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産業ガス部門　評議員・顧問

評議員
 今井　康夫 エア・ウォーター株式会社　取締役副会長
 永田　研二 大陽日酸株式会社　取締役専務執行役員 産業ガス事業本部長
 矢原　史朗 日本エア・リキード株式会社　代表取締役社長 兼 CEO
 上羽　尚登 岩谷産業株式会社　取締役副社長 兼 執行役員
 小池　英夫 小池酸素工業株式会社　常務取締役 グローバル販売部長 兼 ガス部統括
 澁谷　信雄 高圧ガス工業株式会社　代表取締役社長
 石井　敏康 東京ガスケミカル株式会社　代表取締役社長
 川本　健一 大阪ガスリキッド株式会社　代表取締役社長
 賢持　善英 日本液炭株式会社　代表取締役社長
 加藤　尚嗣 一般社団法人日本産業･医療ガス協会　専務理事
 柳下　政道 昭和電工株式会社　執行役員 情報電子化学品事業部長
 山本　泰夫 東邦アセチレン株式会社　代表取締役社長
 波多野和彦 エア･ウォーター炭酸株式会社　代表取締役社長
 財満　正憲 大陽日酸ガス＆ウェルディング株式会社　代表取締役社長
 田畑　　実 イビデンケミカル株式会社　取締役 ガス事業部長
 高木　正治 大陽日酸株式会社　執行役員 産業ガス事業本部 副本部長
 臼井　賢司 昭和電工株式会社　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チームリーダー
 和田　光浩 三井化学株式会社　工業薬品事業部 特殊ガスグループリーダー
 津吉　　学 岩谷産業株式会社　常務執行役員 水素本部 水素ガス部長
 松原　幸男 エア・ウォーター株式会社　取締役副社長 産業カンパニー長
 西間木邦夫 昭和電工ガスプロダクツ株式会社　取締役執行役員 事業本部長
 曽我部　康 エア・ウォーター株式会社　常務取締役 北海道代表 北海道支社長
 日向野正行 大陽日酸株式会社　東北支社長
 飯塚　義浩 東邦アセチレン株式会社　上席執行役員 営業本部長
 柳田　裕久 大陽日酸株式会社　常務執行役員 関東支社長
 今井　智仁 東海溶材株式会社　ガス管理部長
 飯田　哲郎 名古屋酸素株式会社　代表取締役社長
 谷屋　五郎 宇野酸素株式会社　代表取締役社長
 塩見　由男 エア・ウォーター株式会社　常務取締役 近畿代表 近畿支社長 
 大岡　久晃 株式会社大岡酸素商会　取締役会長
 瀬戸　和義 日本エア・リキード株式会社　中四国支社長
 藤井　基博 藤井商事株式会社　取締役会長
 野村　　茂 土佐酸素株式会社　代表取締役社長
 大橋　正明 四国アセチレン工業株式会社　代表取締役社長
 栗下　敏一 大陽日酸株式会社　執行役員 九州支社長
 道志　年章 エア・ウォーター株式会社　執行役員 九州支社長

顧問
 於㔟好之輔 元・大陽日酸株式会社　
 田口　　博 元・大陽日酸株式会社　
 豊田　昌洋 エア・ウォーター株式会社　代表取締役会長・CEO
 間　　邦司 大陽日酸株式会社　特別顧問

平成30年8月1日現在
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産業ガス部門　組織表

平成30年7月1日現在

監事
医療ガス部門本部事務局 産業ガス部門

緊急時対策研究WG

部門総会

部門評議員会

総会

理事会

技術審議委員会

倫理委員会

総務部会

産業ガス部門

部門理事会（産業･医療）

医療ガス部門

以下組織省略

地域本部

広報委員会 産業ガスレポート編集WG
広報タスクフォース

EDI運営委員会 EDI運営WG

企画部会
物流WG

長期停滞容器回収推進WG

水素企画委員会

容器処理WG
特殊ガス企画委員会

技術・保安部会

ヘリウム技術WG

教育・研修WG
安全統計WG

水素技術WG

炭酸ガス技術WG

超低温貯槽WG
充塡技術WG
保安対策WG

特殊ガス技術WG
水素スタンドプロジェクト

容器技術WG

溶解アセチレン技術WG

環境・安全部会

地球温暖化対策WG化学品安全WG
省エネフォローアップ小委員会

技術サブＷＧ

環境保全WG

国際部会 IHC対応WG
規制改革WG

容器RFタグ運営委員会 容器RFタグ運営WG
技術サブWG
普及推進サブWG
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総務部会
部会長 永田　研二 大陽日酸㈱　取締役専務執行役員 産業ガス事業本部長
副部会長 中村　英己 エア・ウォーター㈱　執行役員 産業カンパニー 産業ガス関連事業部長
委　員 平田　恭清 高圧ガス工業㈱　執行役員 ガス事業本部 業務部長
委　員 堀口　　誠 岩谷産業㈱　常務取締役 産業ガス・機械事業本部長
委　員 中尾幹一郎 大阪ガスリキッド㈱　取締役 企画部長
委　員 福澤　秀志 東邦アセチレン㈱　代表取締役 常務執行役員 経営企画・連結経営部長
委　員 臼井　賢司 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チームリーダー
委　員 冨岡　恭三 小池酸素工業㈱　代表取締役副社長 兼 管理部長
委　員 青山　　俊 東京ガスケミカル㈱　取締役 常務執行役員
委　員 豊山　　俊 日本エア・リキード㈱　広報部長
委　員 小林　雅人 昭和電工ガスプロダクツ㈱　総務部長 兼 CSR部
事務局 岩戸　康人 日本産業・医療ガス協会
  　

広報委員会	 	 	 　
委員長 川本　健一 大阪ガスリキッド㈱　代表取締役社長
副委員長 於㔟　久卓 大陽日酸㈱　管理本部 広報・IR部長
副委員長 井上喜久栄 エア・ウォーター㈱　執行役員 社長室 広報・IR部長 兼 東京広報室長
副委員長 豊山　　俊 日本エア・リキード㈱　広報部長
委　員 堀口　　誠 岩谷産業㈱　常務取締役 産業ガス・機械事業本部長
委　員 鈴木　欣秀 ㈱トリケミカル研究所　取締役
委　員 青山　　俊 東京ガスケミカル㈱　取締役 常務執行役員
委　員 尾崎　史朗 高圧ガス工業㈱　東京事務所 管理本部 総務人事部 次長
委　員 西口　　大 小池酸素工業㈱　ガス部 部長代理
委　員 道脇　　悟 日本液炭㈱　管理本部 総務・人事部長
委　員 石岡　信也 昭和電工ガスプロダクツ㈱　経営企画部 主事
委　員 府川　澄雄 ㈱鈴木商館　取締役 管理本部 副本部長
委　員 吉川　勝英 帝人ファーマ㈱　在宅医療営業部門 特命プロジェクト 担当部長
事務局 岩戸　康人 日本産業・医療ガス協会
  　

広報委員会	産業ガスレポート編集ＷＧ		 	 　
ＷＧ長 於㔟　久卓 大陽日酸㈱　管理本部 広報・IR部長
委　員 鎌田　暁子 大陽日酸㈱　管理本部 広報・IR部 広報・IR課長
委　員 井上喜久栄 エア・ウォーター㈱　執行役員 社長室 広報・IR部長 兼 東京広報室長
委　員 野田　優子 エア・ウォーター㈱　東京広報室 課長
委　員 豊山　　俊 日本エア・リキード㈱　広報部長
委　員 永田　敦子 日本エア・リキード㈱　広報部 マネージャー
委　員 津田　健二 岩谷産業㈱　産業ガス・機械本部 エアガス部 マネージャー
委　員 鈴木　欣秀 ㈱トリケミカル研究所　取締役
委　員 道脇　　悟 日本液炭㈱　管理本部 総務・人事部長
委　員 石岡　信也 昭和電工ガスプロダクツ㈱　経営企画部 主事
事務局 岩戸　康人 日本産業・医療ガス協会  　

平成29年8月1日現在



8産業ガスレポート vol.39 産業ガスレポート vol.39

常置部会・委員会・ワーキング（WG）名簿

広報委員会	広報タスクフォース	 	 	 　
委　員 津田　健二 岩谷産業㈱　産業ガス・機械本部 エアガス部 マネージャー
委　員 鎌田　暁子 大陽日酸㈱　管理本部 広報・IR部 広報・IR課長
委　員 野田　優子 エア・ウォーター㈱　東京広報室 課長
委　員 永田　敦子 日本エア・リキード㈱　広報部 マネージャー
事務局 岩戸　康人 日本産業・医療ガス協会
  　

企画部会	 	 	 　
部会長 小池　英夫 小池酸素工業㈱　常務取締役 グローバル販売部長 兼 ガス部統括
副部会長 前田　久雄 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部長
副部会長 町頭　禎之 岩谷産業㈱　常務執行役員 産業ガス・機械本部 副本部長 
  兼 代理店部長
委　員 永田　研二 大陽日酸㈱　取締役専務執行役員 産業ガス事業本部長
委　員 高木　正治 大陽日酸㈱　執行役員 産業ガス事業本部 副本部長
委　員 松原　幸男 エア・ウォーター㈱　取締役副社長 産業カンパニー長
委　員 林　　智志 小池酸素工業㈱　取締役 ガス部長
委　員 黒木　幹也 高圧ガス工業㈱　専務取締役 東京事務所長 兼 経営企画本部長 
  兼 ガス事業本部長
委　員 臼井　賢司 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チームリーダー
委　員 高野　義文 東京ガスケミカル㈱　取締役 常務執行役員
委　員 陶国　　昇 大阪ガスリキッド㈱　常務取締役
委　員 石岡　信也 昭和電工ガスプロダクツ㈱　経営企画部 主事
委　員 秋山　利一 東邦アセチレン㈱　執行役員 産業機材営業部長
委　員 川崎　　透 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部長
委　員 三浦　　浩 昭和電工ガスプロダクツ㈱　業務部長
事務局 岩戸　康人 日本産業・医療ガス協会
  　

企画部会	長期停滞容器回収推進ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 川崎　　透 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部長
委　員 林　　智志 小池酸素工業㈱　取締役 ガス部長
委　員 中内　寛文 日本液炭㈱　執行役員 経営企画室長
委　員 和田　　彰 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業営業部長
委　員 平野　正博 エア・リキード工業ガス㈱　安全・品質保証部長
委　員 澤井　淳巳 高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 関東地区長
委　員 松澤　義明 高千穂商事㈱　本社営業部 次長
委　員 津田　健二 岩谷産業㈱　産業ガス・機械本部 エアガス部 マネージャー
事務局 岩戸　康人 日本産業・医療ガス協会
  　

企画部会	物流ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 三浦　　浩 昭和電工ガスプロダクツ㈱　業務部長
委　員 伊藤　弘文 日本エア・リキード㈱　工業事業本部 
  バルクオペレーション＆プロダクト統括部 部長
委　員 宮原　誠一 大陽日酸㈱　生産・物流本部 ロジスティクスセンター所長
委　員 木村　伸哉 岩谷産業㈱　業務部 部長 物流担当
委　員 本郷　暁洋 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業ガス部 物流グループ 課長
委　員 高橋　将智 エア･ウォーター炭酸㈱　営業部 営業企画グループ 課長
委　員 須賀　勝彦 日本液炭㈱　事業統括本部 業務統括部長
事務局 大沼　倫晃 日本産業・医療ガス協会  　
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企画部会	容器処理ＷＧ		 	 　
副部会長 前田　久雄 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部長
ＷＧ長 林　　智志 小池酸素工業㈱　取締役 ガス部長
委　員 鈴木　康春 ㈱新東 　取締役会長
  ［全国高圧ガス溶材組合連合会 保安委員長］
委　員 関口　武尚 一般社団法人全国高圧ガス溶材組合連合会　事務局長
委　員 伊藤知佳子 ㈱伊藤高圧瓦斯容器製造所　代表取締役社長
  ［全国高圧ガス容器検査協会 理事］
委　員 飯島　孝文 ㈱旭製作所　容器技術部 部長代理 ［高圧容器工業会］
委　員 鈴木　宏之 ㈱鈴木商館　取締役 営業副本部長
委　員 和田　　彰 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業営業部長
委　員 万木　啓司 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部 特販営業部 
  シリンダーガス営業課長
事務局 岩戸　康人 日本産業・医療ガス協会
  　

企画部会	水素企画委員会	 	 	 　
委員長 永田　研二 大陽日酸㈱　取締役専務執行役員 産業ガス事業本部長
副委員長 西間木邦夫 昭和電工ガスプロダクツ㈱　取締役執行役員 事業本部長
副委員長 津吉　　学 岩谷産業㈱　常務執行役員 水素本部 水素ガス部長
副委員長 松原　幸男 エア・ウォーター㈱　取締役副社長 産業カンパニー長
委　員 成田　昌信 尼崎水素販売㈱　代表取締役社長
委　員 西村　長之 新潟水素㈱　代表取締役社長
委　員 近藤　　茂 伊藤忠工業ガス㈱　代表取締役社長
委　員 中牟田正彦 岩谷瓦斯㈱　専務取締役 ガス事業部長
委　員 垣見　康浩 エア・ウォーター・ハイドロ㈱　代表取締役社長
委　員 小出　哲也 新日鉄住金化学㈱　コールケミカル事業部 ガス部長
委　員 鈴木　慶彦 ㈱鈴木商館　代表取締役社長
委　員 山田　容敬 東亞テクノガス㈱　代表取締役社長
委　員 吉田　和広 東曹ダイスイ㈱　取締役
委　員 明畠　正実 東邦アセチレン㈱　取締役 常務執行役員
委　員 福田　寛一 福岡酸素㈱　代表取締役社長
委　員 森本　直和 北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
委　員 尾川　知 丸由工材㈱　専務取締役
委　員 佐藤　昭彦 ㈱渡商会　常務取締役 兼 COO 営業本部 本部長
事務局 山本　卓也 日本産業・医療ガス協会
  　

企画部会	特殊ガス企画委員会	 	 	 　
委員長 高木　正治 大陽日酸㈱　執行役員 産業ガス事業本部 副本部長
副委員長 臼井　賢司 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チームリーダー
副委員長 和田　光浩 三井化学㈱　工業薬品事業部 特殊ガスグループリーダー
委　員 藤澤　茂樹 ㈱ＡＤＥＫＡ　取締役 兼 執行役員 化学品営業本部長
委　員 村主　　光 関東電化工業㈱　営業本部 精密化学品第2部 部長
委　員 綿貫　耕平 宇部興産㈱　化学カンパニー電池材料･ファイン事業部 
  高純度化学薬品グループ 主席部員
委　員 松澤　義明 高千穂化学工業㈱　カスタマーサービスセンター室次長
委　員 藤村　尚志 ジャパンファインプロダクツ㈱　常務取締役
委　員 七井　秀寿 セントラル硝子㈱　電子材料営業部長
委　員 田村　篤史 東亞合成㈱　高純度無機化学品部 部長
委　員 大杉　宏信 ㈱トリケミカル研究所　取締役
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常置部会・委員会・ワーキング（WG）名簿

事務局 山本　卓也 日本産業・医療ガス協会
  　

容器RFタグ運営委員会	 	 	 　
委員長 白井　清司 エア・ウォーター㈱　代表取締役社長・COO
委　員 及川　　哲 エア・ウォーター・ソフテック㈱　代表取締役社長
委　員 澤井　淳巳 高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 関東地区長
委　員 住友　繁之 高圧ガス工業㈱　経営企画本部 システム管理部 次長
委　員 木村　秀成 高圧ガス工業㈱　ITソリューション事業本部 営業部長
委　員 津田　健二 岩谷産業㈱　産業ガス・機械本部 エアガス部 マネージャー
委　員 平井　信一 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業機材・シリンダーガス部長
委　員 鴻巣　　実 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
　　  産業機材・シリンダーガス部 課長
委　員 河原　英昭 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部長
委　員 出利葉　繁 エア・リキード工業ガス㈱　事業推進本部 プロダクトマネージメント部 部長
委　員 万木　啓司 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部 特販営業部 
  シリンダーガス営業課長
委　員 久保　充司 大陽日酸㈱　技術本部 品質保証部長
委　員 平尾浩二郎 大陽日酸㈱　メディカル事業本部 品質･安全管理部  品質保証課長
委　員 長谷川正泰 小池酸素工業㈱　ガス部 技術開発グループ 部長代理
委　員 田中　　誠 日本液炭㈱　管理本部 経理部長 兼 情報システム部長
委　員 三戸　勇一 ㈱巴商会　環境安全部 容器管理課 課長
委　員 伊藤知佳子 全国高圧ガス容器検査協会　理事 
  （㈱伊藤高圧瓦斯容器製造所 代表取締役社長）
技術担当委員 村上　泰之 岩谷情報システム㈱　理事 技術本部 副本部長
技術担当委員 佐々木陽一 岩谷情報システム㈱　事業本部 第二事業部 開発部 シニアマネージャー
事務局 山本　卓也 日本産業・医療ガス協会  　

容器RFタグ運営ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 及川　　哲 エア・ウォーター・ソフテック㈱　代表取締役社長
委　員 住友　繁之 高圧ガス工業㈱　経営企画本部 システム管理部 次長
委　員 木村　秀成 高圧ガス工業㈱　ITソリューション事業本部 営業部長
委　員 津田　健二 岩谷産業㈱　産業ガス・機械本部 エアガス部 マネージャー
委　員 平井　信一 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業機材・シリンダーガス部長
委　員 鴻巣　　実 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業機材・シリンダーガス部 課長
委　員 河原　英昭 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部長
委　員 出利葉　繁 エア・リキード工業ガス㈱　事業推進本部 プロダクトマネージメント部 部長
委　員 万木　啓司 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部 特販営業部 
  シリンダーガス営業課長
委　員 久保　充司 大陽日酸㈱　技術本部 品質保証部長
委　員 平尾浩二郎 大陽日酸㈱　メディカル事業本部 品質･安全管理部 品質保証課長
委　員 長谷川正泰 小池酸素工業㈱　ガス部 技術開発グループ 部長代理
委　員 三戸　勇一 ㈱巴商会　環境安全部 容器管理課 課長
委　員 伊藤知佳子 全国高圧ガス容器検査協会　理事 
  （㈱伊藤高圧瓦斯容器製造所 代表取締役社長）
委　員 村上　泰之 岩谷情報システム㈱　理事 技術本部 副本部長
委　員 佐々木陽一 岩谷情報システム㈱　事業本部 第二事業部 開発部 シニアマネージャー
事務局 山本　卓也 日本産業・医療ガス協会
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容器RFタグ技術サブＷＧ	 	 	 　
サブＷＧ長 佐々木陽一 岩谷情報システム㈱　事業本部 第二事業部 開発部 シニアマネージャー
委　員 村上　泰之 岩谷情報システム㈱　理事 技術本部 副本部長
委　員 樋渡　英一 大陽日酸システムソリューション㈱　ソリューション本部 
  システムサービス統括部長
委　員 木村　秀成 高圧ガス工業㈱　ITソリューション事業本部 営業部長
委　員 森　　友紀 エア・ウォーター・ソフテック㈱　大阪事業部 事業システムグループ 
事務局 山本　卓也 日本産業・医療ガス協会

容器RFタグ普及推進サブＷＧ		 	 　
サブＷＧ長 万木　啓司 大陽日酸㈱　産業ガス事業本部 企画・特販事業部 特販営業部 
  シリンダーガス営業課長
委　員 住友　繁之 高圧ガス工業㈱　経営企画本部 システム管理部 次長
委　員 鴻巣　　実 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業機材・シリンダーガス部 課長
委　員 津田　健二 岩谷産業㈱　産業ガス・機械本部 エアガス部 マネージャー
委　員 出利葉　繁 エア・リキード工業ガス㈱　事業推進本部 プロダクトマネージメント部 部長
委　員 石黒　和也 小池酸素工業㈱　ガス部 技術開発グループ
事務局 山本　卓也 日本産業・医療ガス協会
  　

EDI運営委員会		 	 　
委員長 永田　研二 大陽日酸㈱　取締役専務執行役員 産業ガス事業本部長
委　員 梶田　浩司 大陽日酸㈱　経営企画室 情報システム部長
委　員 園田　正樹 岩谷産業㈱　産業ガス・機械本部 調達部長
委　員 及川　　哲 エア・ウォーター・ソフテック㈱　代表取締役社長
委　員 遠藤　裕一 高圧ガス工業㈱　経営企画本部 システム管理部 システム管理課 課長
委　員 佐藤　輝彦 小池酸素工業㈱　管理部 情報システムグループ 課長
委　員 三戸　勇一 ㈱巴商会　環境安全部 容器管理課 課長
委　員 上田　智仁 ㈱鈴木商館　営業本部 ガス営業部 副部長
事務局 岩戸　康人 日本産業・医療ガス協会
  　

技術審議委員会	 	 	 　
委員長 矢原　史朗 日本エア・リキード㈱　代表取締役社長 兼 CEO
委　員 上羽　尚登 岩谷産業㈱　取締役副社長 兼 執行役員
委　員 石井　敏康 東京ガスケミカル㈱　代表取締役社長
委　員 前田　久雄 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部長
委　員 町頭　禎之 岩谷産業㈱　常務執行役員 産業ガス・機械本部 副本部長 兼 代理店部長
委　員 谷澤　博幸 大陽日酸㈱　常務執行役員 技術本部長
委　員 松山　岳之 エア・ウォーター㈱　執行役員 産業カンパニー 
  エレクトロニクス事業部長
委　員 古本　理郎 日本エア・リキード㈱　常務執行役員 北東アジアパシフィック 
  ラージインダストリー インダストリアルディレクター
事務局 岡田　恵二 日本産業・医療ガス協会
  　

技術・保安部会	 	 	 　
部会長 矢原　史朗 日本エア・リキード㈱　代表取締役社長 兼 CEO
副部会長 前田　久雄 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部長
副部会長 町頭　禎之 岩谷産業㈱　常務執行役員 産業ガス・機械本部 副本部長 
  兼 代理店部長
副部会長 谷澤　博幸 大陽日酸㈱　常務執行役員 技術本部長
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委　員 三宅　博之 大陽日酸㈱　技術本部 本部長附
委　員 細谷　公憲 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー エンジニアリング事業部 課長
委　員 角山　義樹 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 生産部 生産・製品技術担当部長
委　員 八幡　剛史 岩谷産業㈱　監査部 部長（保安監査担当・東京）
委　員 前田　和也 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 課長
委　員 館　　良知 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 係長
委　員 平野　正博 エア・リキード工業ガス㈱　安全・品質保証部長
委　員 末松　　寿 昭和電工ガスプロダクツ㈱　生産本部長付
委　員 杉岡　孝雄 高圧ガス工業㈱　常務取締役 技術本部長 兼 生産管理部長 
  兼 品質保証部長
委　員 片岡　稔治 大陽日酸㈱　開発本部 プロジェクト推進統括部 
  水素ステーションプロジェクトマネジャー
委　員 澁澤　裕二 高千穂化学工業㈱　町田事業所 半導体ガス工場 工場長
事務局 岡田　恵二 日本産業・医療ガス協会
  　

技術・保安部会	容器技術ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 三宅　博之 大陽日酸㈱　技術本部 本部長附
委　員 澤田　裕一 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 品質保証部 課長代理
委　員 菊池　敏明 日本高圧ガス容器バルブ工業会（㈱ハマイ 府中工場 
  技術開発マネージャー）
委　員 三戸　勇一 ㈱巴商会　環境安全部 容器管理課課長
委　員 原　　利彦 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部 
  シリンダーサプライチェーンマネジメント部長
委　員 成宮　俊則 高圧ガス保安協会　機器検査事業部 検査企画課
事務局 岡田　恵二 日本産業・医療ガス協会
  　

技術・保安部会	超低温貯槽ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 細谷　公憲 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー エンジニアリング事業部 課長
委　員 平山　晃生 大陽日酸㈱　エンジニアリング本部 PEC 設計部 プラント設計課 
  第一チームリーダー
委　員 石川　敦司 超低温機器協会　日本化学機械製造㈱  低温機器班部長
委　員 別府　亮彦 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 エンジニアリング部
  （ガス供給技術担当） マネージャー
事務局 岡田　恵二 日本産業・医療ガス協会
  　

技術・保安部会	充塡技術ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 角山　義樹 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 生産部 生産・製品技術担当部長
委　員 廣地　憲明 エア・リキード工業ガス㈱　オペレーション本部
  シリンダーサプライチェーンマネジメント部主事
委　員 飯塚　謙之 大陽日酸㈱　エンジニアリング本部 ガスエンジニアリングセンター
  （GEC） エンジニアリング部 供給技術課長
委　員 前田　和也 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 課長
委　員 熊田　純一 東邦アセチレン㈱　生産・技術本部 技術部長
委　員 吉田　智徳 相模アセチレン㈱　工場長
委　員 阿部　久志 大陽日酸㈱　関西支社 技術部長
委　員 森本　直和 北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
委　員 浜本　聖隆 宇野酸素㈱　取締役 技術本部 本部長
委　員 笠井　勇人 中部エア・ウォーター㈱　　技術グループ グループ長
委　員 河野　直史 呉ガスセンター㈱　取締役 工場長
委　員 濱口　健二 土佐酸素㈱　技術部長
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委　員 長家　　茂 福岡酸素㈱　取締役 技術統括部長
委　員 出村　憲二 豊田ガスセンター㈱　常務取締役工場長
事務局 岡田　恵二 日本産業・医療ガス協会
  　

技術・保安部会	保安対策ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 八幡　剛史 岩谷産業㈱　監査部 部長（保安監査担当・東京）
委　員 三好　伸二 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部 
  安全・環境管理部 部長
委　員 土屋　　茂 大陽日酸㈱　技術本部 保安・環境統括部 保安管理部 保安管理課長
委　員 吉岡　治夫 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部長
委　員 末松　　寿 昭和電工ガスプロダクツ㈱　生産本部長付
事務局 岡田　恵二 日本産業・医療ガス協会  　

技術・保安部会	教育・研修ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 館　　良知 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 係長
委　員 西川　　徹 昭和電工㈱　川崎事業所 製造部 次長
委　員 中尾幹一郎 大阪ガスリキッド㈱　取締役 企画部長
委　員 古賀　孝之 高圧ガス工業㈱　技術本部 技術部 兼 生産管理部 次長
委　員 柴田　善弘 大陽日酸㈱　技術本部 テクニカルアカデミー 技術教育課長
委　員 三浦　　章 東邦アセチレン㈱　生産・技術本部 技術部 課長
委　員 住浦　康弘 エア・ウォーター炭酸㈱　取締役 品質保証室長 兼 技術部長 
  兼 生産・技術グループリーダー
事務局 岡田　恵二 日本産業・医療ガス協会
  　

技術・保安部会	安全統計ＷＧ	 	 	
ＷＧ長 前田　和也 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 課長
委　員 三好　伸二 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部 
  安全・環境管理部 部長
委　員 田中　純一 大陽日酸㈱　技術本部 保安・環境統括部 保安管理部 保安管理課 
  担当課長
委　員 細山田　学 東京炭酸㈱　製造部長 兼 品質保証室長 兼 管理部長
委　員 篠田　康則 高圧ガス保安協会　高圧ガス部 事故調査課
事務局 大沼　倫晃 日本産業・医療ガス協会
  　

技術・保安部会	ヘリウム技術ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 平野　正博 エア・リキード工業ガス㈱ 　オペレーション本部 安全・品質保証部長
副ＷＧ長 福永　尚玄 日本ヘリウム㈱　取締役
副ＷＧ長 飯塚　謙之 大陽日酸㈱　エンジニアリング本部 ガスエンジニアリングセンター
  （GEC） エンジニアリング部 供給技術課長
委　員 臼井　賢司 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チームリーダー
委　員 豆田　武士 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 プロジェクト部 部長
委　員 野村三千昭 ㈱ジャパンヘリウムセンター　常務補佐
委　員 井出　正明 ㈱巴商会　環境安全部 ガスターミナル 課長
委　員 大山　裕之 ㈱鈴木商館　生産部 部長
委　員 大川　邦生 日本ヘリウム㈱　総務部長
委　員 島田　寿郎 東京ガスケミカル㈱　エンジニアリング・サービス部
  エンジニアリングＧマネージャー
事務局 大沼　倫晃 日本産業・医療ガス協会
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技術・保安部会	炭酸ガス技術ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 山下　　勉 日本液炭㈱　理事 技術開発本部長 兼 技術管理部長
副ＷＧ長 住浦　康弘 エア・ウォーター炭酸㈱　取締役 品質保証室長 兼 技術部長 
  兼 生産・技術グループリーダー
副ＷＧ長 末松　　寿 昭和電工ガスプロダクツ㈱　生産本部長付
委　員 澤田　裕一 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 品質保証部 課長代理
委　員 矢田　　潔 近畿炭酸㈱　技術部長
委　員 長谷川光一 知多炭酸㈱　本社工場長
委　員 細山田　学 東京炭酸㈱　製造部長 兼 品質保証室長兼管理部長
委　員 市川　敏之 宇部興産㈱　工薬製造グループリーダー
委　員 内田　　睦 大阪ガスリキッド㈱　ガス企画業務部長
委　員 翁長　　健 ㈱おきさん　取締役
委　員 石本　範章 共同炭酸㈱　工場長
委　員 西川　隆浩 高圧ガス工業㈱　神奈川工場長
委　員 今村　信夫 国際炭酸㈱　常務取締役 管理部長
委　員 坂本　三夫 上毛天然瓦斯工業㈱　群馬ガスセンター長
委　員 松葉　　昇 大洋化学工業㈱　工場長
委　員 山田　修三 東亞テクノガス㈱　取締役 業務本部長 兼 技術統括部長
委　員 加藤　　要 東京ガスケミカル㈱　メンテナンス・サービス部長
委　員 田中　伸一 福岡酸素㈱　保安管理部 課長
事務局 原　　浩一 日本産業・医療ガス協会
  　

技術・保安部会	溶解アセチレン技術ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 杉岡　孝雄 高圧ガス工業㈱　常務取締役 技術本部長 兼 生産管理部長 
  兼 品質保証部長
副ＷＧ長 斎藤　祐輝 東邦アセチレン㈱　上席執行役員 環境保安・品質保証部長
委　員 真藤　英明 関東アセチレン工業㈱　取締役 工場長
委　員 茨木　隆之 岩谷瓦斯㈱　理事 ガス事業部 溶断ガス部長
委　員 新谷　和也 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　技術本部 技術部長
委　員 吉田　智徳 神奈川合同アセチレン㈱　取締役工場長
委　員 石田　恒美 川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　員 山邉　直樹 小池酸素工業㈱　千葉工場長
委　員 鋤柄　喜彦 大日本アガ㈱　代表取締役
委　員 中西　清三 東海アセチレン㈱　代表取締役社長
事務局 蛭川　剛二 日本産業・医療ガス協会
  　

技術・保安部会	溶解アセチレン技術サブＷＧ	 	 	 　
サブＷＧ長 中西　清三 東海アセチレン㈱　代表取締役社長
委　員 吉田　智徳 神奈川合同アセチレン㈱　取締役工場長
委　員 石田　恒美 川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　員 新谷　和也 大陽日酸ガス＆ウエルディング㈱　技術本部 技術部長
委　員 石坂　文昭 関東アセチレン工業㈱　製造部 次長
委　員 川人　政男 東日本高圧㈱　千葉工場 工場長
委　員 服部　裕次 大日本アガ㈱　常務取締役
委　員 堂元　美樹 小池酸素工業㈱　群馬工場 工場長
委　員 北　　詔仁 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 溶断ガス部 マネージャー
事務局 蛭川　剛二 日本産業・医療ガス協会 
 　

技術・保安部会	水素技術ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 片岡　稔治 大陽日酸㈱　開発本部 プロジェクト推進統括部 
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  水素ステーションプロジェクトマネジャー
ＷＧ事務局 栗田　英次 大陽日酸㈱　エンジニアリング本部 ガスエンジニアリングセンター
  （GEC） エンジニアリング部 エンジ課長
ＷＧ副事務局 福間　淳一 岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 水素・ヘリウムガス部 係長
ＷＧ副事務局 鈴木　秀行 昭和電工ガスプロダクツ㈱　生産本部  エンジニアリング部 主事
委　員 石井　政行 尼崎水素販売㈱　所長
委　員 生原　一樹 伊藤忠工業ガス㈱　技術保安部 部長
委　員 岸本　顕嘉 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 水素設備部長
委　員 時田豊志和 エア・ウォーター・ハイドロ㈱　生産技術部長
委　員 丸山　利和 新日鉄住金化学㈱　広畑製造所 技術グループ グループリーダー
委　員 大山　裕之 ㈱鈴木商館　生産部 部長
委　員 山田　修三 東亞テクノガス㈱　取締役 業務本部長 兼 技術統括部長
委　員 島崎　洋一 東京ガスケミカル㈱　メンテナンス･サービス部 
  水素･オンサイトグループ マネージャー
委　員 折尾　美昭 東曹ダイスイ㈱　四日市工場 取締役工場長
委　員 三浦　　章 東邦アセチレン㈱　生産・技術本部 技術部 課長
委　員 森川　　久 新潟水素㈱　
委　員 那須　昭宣 日本エア・リキード㈱　水素エネルギー事業部 事業部長
委　員 立川　裕康 福岡酸素㈱　ガスエンジニアリング部 部長
委　員 矢郷　篤志 北酸高圧瓦斯㈱　産業ガス事業部 エネルギー推進室長
委　員 澤田　庸介 丸由工材㈱　代表取締役社長
委　員 安久井　満 ㈱渡商会　管理本部 保安管理部 部長
事務局 山本　卓也 日本産業・医療ガス協会
  　

技術・保安部会	特殊ガス技術ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 澁澤　裕二 高千穂化学工業㈱　町田事業所 半導体ガス工場 工場長
委　員 標準ガスチーム長 秦　　智哉 住友精化㈱　品質保証室 千葉品質保証課 品質保証グループ 
  グループリーダー
委　員 市毛　健一 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー エレクトロニクス事業部 
  特殊材料部 つくば特殊化学品センター センター長
委　員 松崎　邦雄 高千穂化学工業㈱　町田事業所 計測ガス工場 JCSS･MRA校正室 
  分析責任者 課長
委　員 池田　　剛 高圧ガス工業㈱　技術本部 理事 技術開発部長
委　員 奥山　高徳 高圧ガス工業㈱　滋賀高圧ガス流通センター 次長 
委　員 倉本　　学 エア・リキード工業ガス㈱　関西工場 スペックガスグループ 主事
委　員 上原　伸二 化学物質評価研究機構　東京事業所 化学標準部 技術第一課長
委　員 森脇　保志 ジャパンファインプロダクツ㈱　小山工場 製造部長
委　員 綿貫　耕平 宇部興産㈱　化学カンパニー 電池材料･ファイン事業部 
  高純度化学薬品グループ 主席部員
委　員 佐藤　祐自 昭和電工㈱　川崎事業所 製造部 ファインガス課
委　員 三澤　一朗 住友精化㈱　ガス事業部 開発部長 
委　員 五十嵐淳也 セントラル硝子㈱　化成品事業企画部 技術グループ 課長
委　員 半材ガスチーム長 村瀬　圭一 日本エア・リキード㈱　エレクトロニクス事業本部 
  アドバンスドマテリアルズ事業部 品質マネージメントグループ グループ長
委　員 薄木　瑞代 東亞合成㈱　横浜工場 管理部 品質保証課 主事
委　員 鈴木　　英 ㈱トリケミカル研究所　第一製造部 製造一課 課長
委　員 谷岡　　貴 関東電化工業㈱　技術本部 品質管理部 マネージャー
委　員 永沢　陽子 三井化学㈱　基盤素材事業本部 工業薬品事業部 主席部員
事務局 山本　卓也 日本産業・医療ガス協会  　
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常置部会・委員会・ワーキング（WG）名簿

環境・安全部会	 	 	 　
部会長 石井　敏康 東京ガスケミカル㈱　代表取締役社長
副部会長 谷澤　博幸 大陽日酸㈱　常務執行役員 技術本部長
副部会長 坂本　公昭 エア・ウォーター㈱　上席執行役員 産業カンパニー オンサイト事業部長
副部会長 前田　久雄 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部長
副部会長 安藤　憲雄 岩谷産業㈱　常務執行役員 環境保安部長
事務局 大沼　倫晃 日本産業・医療ガス協会
  　

環境・安全部会	環境保全ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 甲斐　　守 大陽日酸㈱　技術本部 保安・環境統括部 環境管理部長
委　員 細川　純一 大陽日酸東関東㈱　ガスビジネス統括本部 製造技術担当部長
委　員 半田　　梓 岩谷瓦斯㈱　環境保安部 係長
委　員 矢田　　潔 近畿炭酸㈱　技術部長
委　員 武内　幸祐 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 環境推進部長
委　員 石垣　克浩 日本エア・リキード㈱　ラージインダストリー事業本部
  エネルギー管理マネージャー
委　員 加藤　　要 東京ガスケミカル㈱　メンテナンス・サービス部長
事務局 大沼　倫晃 日本産業・医療ガス協会
  　

環境・安全部会	省エネフォローアップ小委員会	 	 	 　
リーダー 甲斐　　守 大陽日酸㈱　技術本部 保安・環境統括部 環境管理部長
委　員 野口　直樹 大陽日酸㈱　生産・物流本部 プロダクト技術部 SC管理課 担当課長
委　員 石垣　克浩 日本エア・リキード㈱　ラージインダストリー事業本部 
　　  エネルギー管理マネージャー
委　員 宮﨑　　優 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー オンサイト事業部 生産技術部 係長 
委　員 長井　　龍 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 品質保証部 シニアマネージャー
事務局 大沼　倫晃 日本産業・医療ガス協会
  　

環境・安全部会	化学品安全ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 近藤　喜則 東京ガスケミカル㈱　品質保証部長
委　員 桑野　晃一 岩谷産業㈱　技術・エンジニアリング本部 品質保証部 シニアマネージャー
委　員 武内　幸祐 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 環境推進部長
委　員 菊地　一弘 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チーム 兼
  RCチーム マネージャー
委　員 福田　　靖 大陽日酸㈱　技術本部 品質保証部 品質管理課長
委　員 三好　伸二 日本エア・リキード㈱　リスクマネジメント本部 
  安全・環境管理部 部長
委　員 長谷川光一 知多炭酸㈱　本社工場長
事務局 大沼　倫晃 日本産業・医療ガス協会
  　

国際部会	 	 	 　
部会長 上羽　尚登 岩谷産業㈱　取締役副社長 兼 執行役員
副部会長 松山　岳之 エア・ウォーター㈱　執行役員 産業カンパニー 
  エレクトロニクス事業部長
副部会長 古本　理郎 日本エア・リキード㈱　常務執行役員 北東アジアパシフィック 
  ラージインダストリー インダストリアルディレクター
委　員 野澤　史和 日本エア・リキード㈱　エレクトロニクス事業本部 
  インダストリアル・マネージメント部 部長
委　員 山西　剛士 大陽日酸㈱　技術本部 グローバル技術推進部 技術推進課長
事務局 羽坂　　智 日本産業・医療ガス協会
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国際部会	IHC対応ＷＧ		 	 　
ＷＧ長 山西　剛士 大陽日酸㈱　技術本部 グローバル技術推進部 技術推進課長
委　員 西江　秀夫 岩谷産業㈱　産業ガス・機械本部 アドバンスガス部 部長
委　員 町野　　彰 東京ガスケミカル㈱　産業ガス生産部長
委　員 堀尾　素博 大阪ガスリキッド㈱　ガス製造部 担当部長
委　員 竹田　　勝 ㈱ネリキ　理事 技術部長
事務局 羽坂　　智 日本産業・医療ガス協会
  　

国際部会	規制改革ＷＧ		 	 　
ＷＧ長 野澤　史和 日本エア・リキード㈱　エレクトロニクス事業本部 
  インダストリアル・マネージメント部 部長
委　員 渡部　浩明 岩谷瓦斯㈱　理事 環境保安部長 
委　員 倉田　克哉 岩谷産業㈱　環境保安部 担当部長
委　員 中野　真一 エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 係長
委　員 三戸　勇一 ㈱巴商会　環境安全部 容器管理課 課長
委　員 久保田裕士 大陽日酸㈱　技術本部 保安・環境統括部長
委　員 末松　　寿 昭和電工ガスプロダクツ㈱　生産本部長付
委　員 日比　勝巳 高千穂商事㈱　海外営業部 貿易部 課長
委　員 井口　充弘 高圧ガス保安協会　高圧ガス部
事務局 羽坂　　智 日本産業・医療ガス協会
  　

緊急時対策研究ＷＧ	 	 	 　
ＷＧ長 岩田　宏之 日本エア・リキード㈱　工業事業本部 バルクサプライチェーン統括部 
  プロダクトグループ 部長
副ＷＧ長 鹿子島亮介 カンサン㈱　業務課長
副ＷＧ長 佐川　裕海 エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 
  産業ガス部 エアガスグループ
委　員 日野　　淳 大陽日酸㈱　生産・物流本部 プロダクト管理部 バルクガス計画課長
委　員 園田　正樹 岩谷産業㈱　産業ガス･機械本部 調達部長
委　員 奥田　尚希 小池酸素工業㈱　ガス部 係長
委　員 臼井　賢司 昭和電工㈱　基礎化学品事業部 管理グループ 企画・業務チームリーダー
委　員 細川　純一 大陽日酸東関東㈱　ガスビジネス統括本部 製造技術担当部長
委　員 阿部　朋文 東京ガスケミカル㈱　産業ガス企画部 産業ガス企画グループマネージャー
事務局 岩戸　康人 日本産業・医療ガス協会
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産業ガス部門　事務局

専 務 理 事 	 	 加藤　尚嗣
常務執行役員	 	 羽坂　　智
常務執行役員	 	 大沼　倫晃
常務執行役員	 	 岩戸　康人
常務執行役員	 	 岡田　恵二
常務執行役員	兼	総務部長	 原　　浩一
溶解アセチレン担当業務部長	 蛭川　剛二
特殊ガス・水素・RFタグ担当業務部長	 山本　卓也
経 理 部 長 	 	 渡邉　一也
	 	
北海道地域本部	 事 務 局 長 	 高橋　宏史
東北地域本部 	 事 務 局 長 	 栗橋　健治
関東地域本部 	 事 務 局 長 	 蛭川　剛二
東海地域本部 	 事 務 局 長 	 倉本　明彦
北陸地域本部 	 事 務 局 長 	 中村　　孝
近畿地域本部 	 事 務 局 長 	 徳冨栄一郎
中国地域本部 	 事 務 局 長 	 髙橋　良知
四国地域本部 	 事 務 局 長 	 陶山　和紀
九州地域本部 	 事 務 局 長 	 桑木野順朗

平成30年8月1日現在
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開催日時：平成30年6月12日（火）13:00 ～ 15:00

開催場所：経団連会館

技術・保安部会部会長　矢原　史朗（挨拶要旨）

平素から皆様には、

当協会の活動に対し多

大なるご理解とご協力

を賜り、この場をお借

りして厚くお礼申し上

げます。

日常的に高圧ガスと接する会員各社におかれま

しては保安・安全の確保は何よりも優先すべきこと

であると考えます。自主保安を掲げ、JIMGAでは

産業ガス部門・医療ガス部門でさまざまなワーキン

ググループで精力的に活動し、これまでに多くの基

準指針類、安全ニュース、DVDやe-ラーニングな

どの安全教育ツール等を作成してまいりました。こ

れらはJIMGA会員各社様の大きなご協力とご支援

を得て完成したものでございます。誠にありがたく

感謝申し上げます。

本日のJIMGAセミナーは 6 つのテーマで講演

していただきます。本日のセミナーが、皆様の日

頃の業務のお役にたてることを切に願うところで

ございます。今後とも皆様のご理解とご協力をお

願いしご挨拶に代えさせていただきます。

プログラム

1．「消費税軽減税率制度の説明」

東京国税局            米澤　靖子殿

2．「リスクアセスメントの必要性について」

高圧ガス保安協会      及川　裕幸殿

3．「自主保安高度化事業者について」

高圧ガス保安協会      永井　秀行殿

4．「水素スタンドプロジェクト報告」

岩谷産業㈱            岩井　　健殿

5．「医療用ガス容器表示指針について」

㈱小池メディカル      鈴木　義博殿

6．「卸売販売業医薬品適正管理業務手順書の改訂」

日本エア・リキード㈱  松本　仁美殿

以下に、聴講者の皆様からお答えいただいたアン

ケートの一部を紹介いたします。

「産業・医療と普段関わりの少ない幅広いテーマ

の講演があり、参考になった。」

「発表項目を減らして、掘り下げて説明してはど

うか？」

「文字ばかり読むのではなく、動画や画像をおり

まぜて欲しい。」

「タイムリーな内容として欲しい。現在のホット

なテーマを盛り込んで欲しい。」

アンケートへのご協力、ありがとうございまし

た。今後の参考にさせていただきます。

平成30年度JIMGA医療・産業ガス合同セミナー

矢原部会長

セミナーの模様
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平成30年度　定時総会

日　時：平成30年6月12日（火）15:30 ～ 16:38

場　所：経団連会館 2F　国際会議場

　　　　議決権総数　　1,025個

　　　　出席議決件数　782個（委任状を含む）

議　長：間　邦司　会長

議　事

定款21条に基づき総会の開会が宣言された。出

席者および委任状を有する代理人の出席者の総数

は、議決権総数の過半数以上となっており、定款

第23条により本総会が成立していることが事務局

より報告された。

間会長が議長席に着き、直ちに議案の審議に

入った。定時総会に先立ち、医療ガス部門総会お

よび産業ガス部門総会が開催された。

＜産業ガス部門総会＞

第1号議案　産業ガス部門評議員選出の件

評議員の所属会社での異動等による退任に伴

い、後任として産業ガス部門の評議員13名が推薦

され、議場に諮ったところ全員の賛成により承認

された。

＜定時総会＞

第1号議案　�平成29年度事業報告及び収支決算の

承認を求める件

平 成29年 度（平 成29年4月1日 ～ 平 成30年3月31

日）事業報告および収支決算を議場に諮ったとこ

ろ、全員の賛成により原案どおり承認された。

第2号議案　�平成30年度事業計画及び予算（案）の

承認を求める件

平 成30年 度（平 成30年4月1日 ～ 平 成31年3月31

日）事業計画および予算（案）を議場に諮ったとこ

ろ、全員の賛成により原案どおり承認された。

第3号議案　評議員、理事及び監事選任の件

退任される評議員の後任として、定款第34条に

基づき、部門総会にて選任された医療ガス部門評

議員10名、産業ガス部門評議員13名の選任を議場

に諮ったところ、全員の賛成により承認された。

本総会終結の時をもって退任する理事の後任

として、次の各位の選任を議場に諮ったところ、

全員の賛成により承認され、選任された理事は就

任を承諾した。

　理　事：永田 研二、大井 常義、賢持 善英、

　　　　　加藤 尚嗣

報告事項

事務局より以下の報告があった。

（1）電力問題への対応

（2）会員の動静

（3）今後の主要日程

閉　会

議長は以上で本総会における審議および報告

事項を全て終了したことを告げ、16時38分閉会を

宣した。

定時総会の模様

定時総会
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6月12日開催の定時総会終了後、表彰式を行い

ました。表彰式では協会の事業に貢献し顕著な功

績をあげた、産業ガス部門・医療ガス部門22 の

個人および組織の代表者の方々へ、間会長より功

労賞、安全賞として表彰状と記念品が贈呈されま

した。また会場の皆様より盛大な拍手が贈られま

した。

受賞者の一覧は下記をご参照ください。

平成30年　表彰式

＜産業ガス部門＞
賞区分 受賞者（敬称略） 功績内容

安全賞

城南共同酸素株式会社

20年間無事故無災害を継続。東京都高圧ガス
防災事業所として活動すると共に、地域防災
協議会城南支部の中心となり保安講習会を企
画・運営している。

新潟高圧ガス株式会社
39年間無事故無災害を継続。自主保安の重要性
を深く認識し、5S活動やKY活動を通じて、手
順などの見直しを怠ることなく実施している。

四国アセチレン工業株式会社　
　丸亀事業所

40年間無事故無災害を継続。毎月定例の社内安全
教育を実施し社員の保安意識向上に努めるほか、
顧客に対しても保安教育、安全講習会を実施して
いる。

貴船商事株式会社

40年間無事故無災害を継続。社内の定例会議
を通じて社員への保安に対する意識付けを徹
底し、高圧ガス消費者向けには年4回「貴船
ニュース」を発行するなど保安の啓発活動にも
積極的である。

災害
功労賞

東北地域
鳥インフルエンザ防疫活動
対応会員（※）

平成28年11・12月に青森県内で発生した鳥イン
フルエンザ事例（2.3万羽）、平成29年3月に宮城
県内で発生した鳥インフルエンザ事例（22万羽）
において、容器、ガスの緊急調達を実施。劣悪
な環境下、夜を徹した炭酸ガスの納入活動で殺
処分完了に協力し、鳥インフルエンザの蔓延防
止に大きく貢献した。

標準化
功労賞

国際部会 IHC対応WG
『空気液化分離装置の安全運転指針』
JIMGA基準化委員
　前田　久雄（リーダー）
　豆田　武士、浅野　　道、仲山　一郎

JIMGA会員の強い要請を受け、特別チームを
結成し、日本の法律や日本の実情を考慮し完成
させた。
基礎知識をはじめ、機器各論、保守や教育訓練
について広く網羅しており、空気液化分離装置
運転作業者の教科書として使用できる内容に
なっている。

技術・保安部会ヘリウム技術WG
　谷口　周作（WG長）、
　臼井　賢司、平野　正博、大川　邦生、
　井出　正明、福永　尚玄、豆田　武士、
　野村三千昭、加藤　　要、上田　智仁、
　飯塚　謙之、大山　裕之

2013年発行の「液化ヘリウムの取り扱い」にヘ
リウムガスや安全対策を追加し、「ヘリウムガ
スおよび液化ヘリウムの安全な取り扱い　事
故事例と安全対策」として全面見直しをした。
基礎データから取り扱い方法、事故事例、予
防策を一貫してまとめ、業界にとって有意義
な資料を完成させた。
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表彰式の模様

賞区分 受賞者（敬称略） 功績内容

保安教育
功労賞

関東地域本部エア・ガス技術グループ
　原田　裕司（グループ長）、
　國分　　聡、細川　純一、長谷川正泰、
　石坂　英一、関　　啓助、大西　孝好、
　膳瀬　雄司、今村　清隆、舘田　英明

2009年度以降、独自企画の講習会を無償で継続
開催している。様々な部門、階層の受講者に対
し、産業ガスの基礎知識、保安の基礎、事故事
例を中心とした分かり易い講習で、受講者は毎
年70名以上である。関東地域本部の保安教育活
動に大きく貢献した。

中国地域本部炭酸ガス技術WG
　青木　孝之（WG長）
　小林　靖昌、石葉　光伸、佐藤　　孝、
　北　健太郎、小林　　統

3年毎の炭酸ガス保安講習会の未開催年度に、
中国地域各所で独自に「中国地域 炭酸ガス保安
講習会」を開催。講習内容は法令、安全に加え
地場企業の保安活動講演を組み込むなど、受
講者の理解を深める工夫を凝らし、地域の保
安教育活動に貢献した。

地域活動
功労賞

佐波　　充
（相模アセチレン㈱　代表取締役）

前身の関東酸素工業会（1991年）より現在まで協
会活動に従事。現在は関東地域本部の要職にあ
り産業ガス部門の運営に携わっている。また、
充塡保安部会長として長期停滞容器の撲滅や早
期回収の推進に尽力するなど、地域活動に大き
く貢献した。

※青森県：㈱東酸、㈱工藤酸素店、八戸共同酸素㈱　　以上3社
　宮城県：㈱佐藤酸素、日本液炭㈱、東北エア・ウォーター㈱、岩谷産業㈱、高圧ガス工業㈱、
　　　　　エネックスジャパン㈱、カガク興商㈱、㈱小野酸素、㈲クボタ商会、㈱巴商会、㈱千代田、㈱渡辺酸素、
　　　　　㈱田沼酸素商会、㈱荒川七衛商店、朝日産業㈱、気仙沼酸素㈱、日酸TANAKA㈱　　以上17社
　安全賞：4事業所、功労賞：6件（20社＋33名）
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＜医療ガス部門＞
賞区分 受賞者（敬称略） 功績内容

会長賞

715通知改正要望検討WG
715講習会対応WG
点検整備記録帳改訂WG
　大杉　　隆（代表）、
　髙澤　正樹､ 川西　裕治､ 岡田　　正､
　田本　孝次､ 中田　尚宏､ 前田　康男､
　岡本　　剛､ 矢野健太郎､ 川谷　宗男､
　元田　忠麿､ 長島　健一､ 小松　友彦､
　小林　和哉､ 木村　達也

医療ガス設備管理のバイブル “715通知”を改正
すべく5年にわたり粘り強く厚生労働省と協議
を継続し、新通知「医療ガスの安全管理につ
いて」（96通知）の発出を実現した。また、医療
機関向けの講習会で新通知の周知を行うととも
に、新通知を反映した点検整備記録帳を発行し、
医療機関における医療ガスの安全管理に大きく
貢献した。

安全賞

光酸素株式会社
39年間無事故無災害を継続し、危険予知訓練、
実機を用いた実地訓練を実施し体系的な保安教
育を実践し、地域の範となっている。

株式会社百一酸素
36年間無事故無災害を継続し、日常業務に安全
最優先の文化を浸透させ、保安教育・防災訓練
を通じて自主保安を確立している。

ツチダ産業株式会社
26年間無事故無災害を継続し、岡山北部地区の
リーダーとして保安教育を積極的に推進し、医
療ガスの安全使用を啓発している。

北島酸素株式会社　本社
50年間無事故無災害を継続し、製造から消費ま
でサポートするシステムを構築、医療ガス安全
教育にも熱心に取り組んでいる。

サツマガス工業株式会社
37年間無事故無災害を継続し、代表者自ら率先
して保安教育を推進するなど、地域の保安活動
の範となっている。

受賞者の皆様
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賞区分 受賞者（敬称略） 功績内容

業　務
功労賞

在宅酸素特別部会手引書検討チーム
　河島修一郎（WG長）
　古海　敏恵､ 加藤　文之､ 神田　修一､
　大竹　　清､ 加藤　俊康､ 水嶋　勝幸､
　境谷　武久､ 中井　沙耶､ 五味　昌浩､
　藤原　香代､ 一ノ瀬　真､ 田邊　節治､
　南野　哲司､ 林　　達男

厚生労働省の要請により災害時の在宅酸素事業
者の対応手順書を作成し、在宅酸素事業者・行
政等に広く頒布。またその内容を実務に浸透さ
せるべく医療関連サービスマークの認定基準の
改訂を支援しており、在宅酸素事業における災
害対策の充実に貢献した。

標準化
功労賞

医療ガス製造・充塡部会合同
3者取決めWG
　平尾浩二郎（WG長）、
　小野　　浩､ 北村　一巳､ 長谷川正泰､
　藤森　俊樹､ 伊達　恒雄､ 西本　敬輝

医療用ガス特有の取引形態に即したJIMGA基
準を、法令改正や市場環境の変化を反映した内
容に改訂。会員の適正な業務遂行に貢献した。

医療ガス製造・充塡部会合同
医療ガス医薬品ラベル表示WG
　瓦井　浩之（WG長）、
　伊藤　大介､ 北原　英明､ 杉浦　孝行､
　伊達　恒雄

医療用ガスの医薬品ラベルの適用品目を拡大
し、厚生労働省の定めるコード体系に則った医
薬品製品情報コードマニュアルを整備。会員の
業務効率化に貢献した。

既設配管停止工事施工指針改訂WG
　川西　裕治（WG長）、
　岡本　　剛､ 水谷　紀明､ 川谷　宗男､
　長島　健一､ 小松　友彦､ 島田　　孝､
　大杉　　隆､ 髙澤　正樹､ 小林　和哉､
　木村　達也

既存の基準の見直しにむけて3年にわたり細部
にわたる検討を行い理解しやすい内容・表現に
努め、工事の際の事故の未然防止に役立つ改訂
版の発行を実現した。

医療ガス製造部会 
滅菌ガス分科会技術WG
　中田　尚宏（WG長）、
　柿崎　幸一､ 本村　智彰､ 山本　知行､
　芳村　健治

滅菌ガス全般にわたる豊富な知識と経験を傾
け、JIMGA自主基準に則った滅菌ガスの品質
標準書を作成。滅菌ガスの品質管理の標準化に
貢献した。

地域活動
功労賞

藤井　基博
（藤井商事㈱）

35年にわたり中国地域の医療ガスの業界活動を
リードし、地域本部副本部長兼広島支部長とし
て広島県との災害時協定締結に尽力した。

保安教育
功労賞

上西誠四郎
（㈱タイガーメディカルガス）

長きにわたり和歌山県下の医療機関の院内研修
を支援していることに加え、同県の医療ガス安
全講習会の毎年開催に尽力している。

会長賞：1件（15名）、安全賞：5事業所、功労賞：7件（45名）
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日　時：平成30年6月12日（火）17:30 ～ 19:00

場　所：経団連会館

参加人数：約340名

会長挨拶

会長　今井　康夫

本日は皆様方、大変お忙しい

中をJIMGAの懇親会にご参加い

ただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 また平 素 よりJIMGA

の活動に御尽力を賜りまして、誠にありがとうご

ざいます。厚く御礼を申し上げます。

この総会後の懇親会には、恒例によりまして日

頃より大変お世話になっております諸官庁・諸団

体の方々にも御臨席をいただいております。厚く

御礼申し上げます。

皆様の絶大な御支援、御賛同のお陰をもちまし

て、先ほど定時総会が無事終了いたしましたこと

を、まずもってご報告申し上げます。また、総会

後の理事会におきまして、私は間前会長の後を引

き継ぎ、JIMGAの会長に選任されました。

日本医療ガス協会と日本産業ガス協会の歴史的

な合 併 によりJIMGAが誕 生 してから10年 という

節目の年に、錚々たる歴代会長の後を引き継ぐこ

とになりました。誠に身の引き締まる思いでござ

います。歴代会長が目指されましたように、常に

発信するJIMGA、皆様に頼りにされるJIMGA、存

在感のあるJIMGAをモットーに、コンプライアン

スの徹底を最優先としながら、我々の業界の社会

的地位の一層の向上をはかってまいりたいと思い

ます。

さて、JIMGAが発足して10年ですが、この間に

東日本大震災、消費税の引き上げをはじめ、さま

ざまな出来事がございました。そして、我々の業

界とJIMGAは難しい問題に直面する都度、存在感

を高めてまいりました。現在のJIMGAの課題は、間

前会長が極めて明快に定義されておりますが、国内

外の多岐にわたっております。

国内ビジネスに関しては、コンプライアンスの

徹底を大前提に、医療ガス部門における課題とし

ましては、医療事故の防止、法・規制への対応、

MGR制度の充実と公的地位の向上、災害時医療

ガス供給協定の一層の充実があります。産業ガス

部門では、保安の一層の強化による安心・安全

の確保、RFタグの普及・促進と容器保安の確保、

環境・エネルギー問題への取り組み等の課題がご

ざいます。

グローバルな視点では、医療であれ産業であ

れ、国際整合化が課題でございます。産業であれ

ば、国際的動向に沿った規制緩和継続への取組

み。医療であれば、時として医薬品としての規制

強化が求められますが、PIC/Sへの一層の対応や、

将来的にはGDP（医薬品の適正流通基準）への対

応が求められております。

我々の産業にとって死活的な重要性を持つ電

力料金の上昇や、FIT賦課金への対応、来年10月

に実施予定の消費税の引き上げへの対応も求めら

れております。 私 とJIMGAは皆 様 のご支 援 を得

て、以上申し上げましたような課題に全力で取り

組む所存でございます。

現在JIMGAにおきまして、医療および産業の両

部門は合わせて40を超える部会、委員会、ワーキ

ンググループが活動しております。これらを構成

する委員は、会員各社から手弁当で派遣していだ

だいております。今この時点で1,000人を超えてお

ります。その方々の質の高い成果物が、JIMGAの

成果物として発信されている訳でございます。皆

様に改めて御礼を申し上げるとともに、JIMGAの

活 動 を我 が活 動 のごとくお考 えいただきまして、

引き続きご協力をお願いしたいと思います。また

大いに注文を出していただきますようお願い申し

懇親会
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上げます。

更に、豊田会長時代に始まり、間会長が毎年開

催されました本部と地域本部との懇談会を更に深

め、地域の声をJIMGAの政策に反映させまして、

会員各社の社業繁栄に繋げてまいりたいと考えて

おります。

また、種々の課題を解決するためには、諸官庁・

諸団体の方々や、全溶連様をはじめ、日本医療ガ

ス学会様、日本麻酔科学会様などの諸団体の方々

と共に取組むことが必要でございます。今後も各

団体と意見交換を密にしてまいりたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。

昨今の我々の業界の経営環境は、医療も産業も

厳しいものとなっております。主力のセパレート

ガスの販売数量は、JIMGAが発足した10年前に比

べましても産業、医療共に減少しております。一

方で私は、この10年間で、さまざまな事態に直面

する中で、我々の事業が経済的・社会的なインフ

ラそのものであること、我々の製品が重要なサプ

ライチェーンを構成するものであり、またライフ

ラインそのものであるとの世の中の認識が浸透し

てきていると感じております。このように我々の製

品の特性に加えて、これらを供給する私たちの事

業自体も、社会的により一層高く評価され、ひい

てはそれが製品や事業に対する経済的な評価にも

反映されていくよう、そのために何をなすべきか、

皆様と一緒に考えていきたいと思っております。

最後に、会員各社の益々のご発展と、本日ご臨

席の皆様方のご健勝を祈念いたしまして、私の挨

拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い

申し上げます。

ご来賓祝辞

厚生労働省　医政局長

武田　俊彦　殿

本日は大変盛大な定時総会懇

親会にお招きいただき、今井新

会長のご挨拶に感銘を深くした次第です。ご盛会

誠におめでとうございます。

日本産業・医療ガス協会、JIMGAさんには経済

課長の頃から大変お世話になっております。また

我が国の医療提供に多大なご尽力・ご支援をいた

だいておりますことに敬意を表したいと思います。

いま日本の医療環境全体を見渡しますと大き

な転換期を迎えているところで、全国約300か所

の二次医療圏ごとに地域医療構想の実現が大きな

課題になっております。これは地域の医療機関が

高齢化対応に変化していかなければならないとい

うことで、急性期医療に関しては集約化の流れで

すし、機能分化・連携で地域密着型の病院が各地

で必要とされているところです。

また病院中心の医療から地域で支える医療と

いうことで在宅医療に力を入れているところでご

ざいます。そういう中にあってそれぞれの病院へ

の安定した医療ガスの提供に加え、在宅医療にも

積極的に取り組んでいただいているということで

ございます。

私はたまたま、消防庁に2年間出向しておりま

したが、そこでも大変お世話になりまして、医療

の安全確保という面でも、在宅酸素療法ではたま

に火の不始末で事故が起きますが、医療の安全確

保という面でも事故防止にご尽力いただいており

ます。

そういった中でJIMGAさんは大変積極的に取り

組みを進められていらっしゃることに心強く思っ

ております。先ほど伺いましたところ40を超える

部会・委員会活動を展開しておられるということ

で大変素晴らしいことと感じております。

厚生労働省としましても重大な事故防止とい

うことで医療ガスの安全管理につきまして昭和

63年の通知を昨年改めて発出いたしまして、新

たに医療職員の研修指針も示した次第です。こう

いう中で医療ガス設備の保守点検に係る点検項目

の精査、チェックリストの追加を図ったところで
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ございますので、一層安全管理の充実にご尽力い

ただきますようお願い申し上げます。

協 会 の活 動 につきましてはかねてより伺 っ て

おり、各種講習会の開催、自治体との災害時医療

ガス供給協定も最近はずいぶん進んでいるようで

ございます。災害時の在宅酸素供給装置の保守点

検につきましては東日本大震災の際には大変奔走

していただいた訳ですが、その後災害時の保守点

検体制は大変進んでおります。引き続きご支援を

賜りたいと思っております。

先ほどの今井会長のご挨拶にもございましたが、

学会との連携にも積極的に取り組んでいただいて

おり、医療ガスに関わる医療機関従事者に対する

基本的な考え方、事故防止についての具体的方策

として医療ガス安全管理研修プログラムの策定と

いったことにも取り組んでいただいております。

こうした取り組みはすべて安全安心な医療サー

ビスの提供に不可欠でございます。これらの取り

組みを通じて我が国の医療の発展、保健医療水準

の向上、国民の安全安心に寄与していただきたい

と考えております。

最 後 ではございますが、 貴 協 会 の益 々 のご発

展、本日ご参集の皆様の益々のご健勝を祈念いた

しまして、挨拶とさせていただきます。本日は誠

におめでとうございます。

経済産業省　製造産業局長

多田　明弘　殿

日本産業・医療ガス協会の会

員各社の皆様には、日頃から安

定的で安全なガスをしっかり供

給していただき、我々国民の暮

らし、あるいは産業活動を支えていただいている

ことに、この場をお借りしまして厚く御礼を申し

上げます。また日々の活動に従事されている皆様

方に対しまして、深く敬意を表する次第です。

業界全体としてはもちろんまだらな部分がある

と思いますが、日本経済全体としてアベノミクス

の効果で少しずつ堅調な動きを取り戻しつつある

中で業界全体としても明るい話が増えているのか

なと考えております。通商関係やさまざまな不透

明の部分が一方にはありますが、皆様方のご尽力

により是非とも力強いものにしていっていただけ

ればと思います。政府も皆様方の投資活動を後押

しするために、税制面やさまざまな政策を用意さ

せていただいております。是非いろいろなところ

でお伝えいただければと思う次第です。

また、さまざまな事業活動のなかで、いろいろ

な意味でのコンプライアンスが非常に重要になっ

てこようかと思います。もちろん安全、保安とい

うものもありますし品質と存在感の問題もあるか

もしれません。是非、世界のSDGsという流れの

中で、そういったものに則った経営が世界で評価

されていくという流れでございます。すでに取り

組まれているとは思いますけれども、改めて私か

らもお願いをしたいと思います。

本日付で今井新会長が誕生されたと伺ってお

ります。間前会長におかれましては、4年間業界

をリードしていただきまして本当にありがとうご

ざいました。今井新会長におかれましては、間前

会長のリーダーシップを是非引き継いでいただき

まして、益々この業界が発展し、国民の暮らし、

活動に産業ガスを安定的供給に貢献していただけ

る業界であり続けていただきたいと思います。

お集まりの方々の益々のご健勝とご発展、業界

のご発展を心からお祈りいたしまして、私からの

挨拶とさせていただきます。

高圧ガス保安協会

市川　祐三　殿

日頃より高圧ガス保安協会の

活動に際しまして、ご協力を賜

り心から感謝を申し上げます。

今 回JIMGAの会 長 の交 代 が



28産業ガスレポート vol.39 産業ガスレポート vol.39

平成30年度　定時総会

あったと伺っております。間前会長には在任中に

は大変なご支援をいただきまして誠にありがとう

ございました。間前会長の任期の間には、産業保

安が大きく舵取りを変えた時代でした。一言で言

えばスマート化ということで、かなりパラダイム

が変わったと感じております。そのような中で、

KHKは具 体 的 な制 度 をどのように作 るかという

ことについてお役所から役割を担ったわけです。

その際、間会長の率いるJIMGAの皆様には全面

的にご協力をいただき大変ありがたく思っており

ます。そのおかげで実効性のある制度を作ること

ができたと考 えております。 またその延 長 です

が、本日は総会前に合同セミナーがあり、その場

をお借 りしてKHKの職 員 が新 しい制 度 について

説明をする機会を与えていただきました。心から

感謝を申し上げます。

先ほどの今井会長のお話では、1000人の方が

委員会活動に参加されているということで、大変

すごい数 字 だと思 っ た次 第 でございます。KHK

の立場からJIMGAを見ますと、信頼できる組織、

あるいは信頼できる仲間だと思っております。そ

のようなJIMGAの実 力 の後 ろには、 やはりその

ような業界をあげての一致した努力があってのこ

とだと分かり、大変敬服する次第でございます。

これからさまざまな難 題 があろうかと思 います

が、皆様方の一致団結した力をもってすれば克服

できると思いますし、また安全という観点から見

ても我々にとって引き続き頼りがいのある仲間と

してご協力いただけるのではないかと思っており

ます。

このような総 会 におきましては、 乾 杯 かご挨

拶を申し上げるのが私の仕事でございますが、最

近 申 し上 げていることがあります。 平 成30年 と

いうことでございますと、私がこのような形でご

挨拶を申し上げるのは平成ではおそらく最後にな

る。そういう機会でございますので、最近は平成

とはどういう時代だったのかを顧みるということ

をしています。保安の観点から言いますと、平成

の時代とは人的な被害では比較的安定した状況を

業界あげた努力により実現することができたとい

う時 代 ではなかっ たかと思 っ ております。KHK

のデータを見ますと、昭和40年代半ば頃には年

間50 ～ 60人の人的な被害が生じた時もあり、ま

たその中で亡くなられる方が二桁を超える年もあ

りました。

翻って平成を見ますと、約10 ～ 20人の人的被

害が計上されておりますが、幸いにして亡くなら

れる方 の数 がゼ ロ という年 が少 なからずありま

す。それ自身あってはならないことですが、そう

いう状況まできたということが、皆様方あるいは

先人のご努力の結果であり、改めて敬意を表した

いと思います。

平 成 の次 の御 代 がどうなるか私 にも分 かりま

せんが、安全という観点から二つの点だけは避け

ては通れないと思います。一つは高齢化の更なる

進展です。これは皆様方の立場あるいはKHKの

立場から見ましても、製造および消費の両方の段

階において、高齢化の問題は大きな影響を与えて

くるだろうと思っております。

もう一つは労働力が非常に多様化するのでは

ないかと思っております。高齢者あるいは女性の

方が労働市場に参画するのは当然ですが、加えて

最近の政府の政策などを見ますと50万人の外国

の方を入れることが計画されているようです。つ

まり、日本語の分からない方が労働市場にそれだ

けの規模で入ってくる。また保安の観点からは、

日本語が分からない方が保安の現場に立つ可能性

があるという時代になってくると思われます。こ

れは現場においては大変大きなインパクトがあろ

うかと思います。おそらく今まで以上の工夫が必

要になってくるのではないかと思います。そのよ

うな新 しい時 代 におきましてもKHKは皆 様 方 と

連携してこのような時代を乗り切っていくと固く

決意している次第です。
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新しい時代を迎えまして、KHKについて申し

上げます。私達も昨年、総合研究所を全面改築し、

日本で最高水準の設備を整えております。皆様方

のニーズに十分応えられる設備であると思ってお

ります。 また行政から預かっている、 昭和42年

から蓄積されている事故に関するデータがござい

ますが、数えてみますと約1万5千件のデータで

す。事故の観点から見ると情報の宝庫ですので、

AIを使ってこれを処理して皆様方の現場に役立

つような形 で提 供 できないか検 討 を始 めていま

す。このようなことを始めるにあたり従来の試験

や検定、検査などの公的業務は当然、一生懸命や

りますが、加えて自ら持っている設備あるいは知

見、情報などを活用し、皆様方の安全確保に関す

る努力に対して貢献していきたいと切に願ってい

る次第です。

そのような立場からJIMGAをはじめとする主

なユーザー業界の皆様方にご出席いただきまし

て、皆様の声を聞く場を設けさせていただいてお

ります。そのような意味でJIMGAの皆様と連携す

る機会はこれからも益々多くなり、また深くなる

と確 信 しております。KHKとして意 のあるとこ

ろを申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。

乾杯挨拶

副会長　永田　研二

本日は大変ご多忙のところ、

JIMGA部門総会、 定時総会に

ご参集賜りまして誠にありがと

うございます。

先ほどの理事会で今井新会長が選出され、JIMGA

の新体制が発足いたしました。私も新任として副

会長・理事の大役を仰せつかりました。この乾杯

の発声が副会長としての初仕事でございます。今

後は今井新会長のもとで歴代会長が課題として取

り組んでこられましたコンプライアンスの徹底、

事故撲滅と安心・安全の確立のこの二つを通じて

業 界 の地 位 向 上 に努 めていくというJIMGAの

理 念を執行部一同で頑張ってまいりたいと思い

ます。

また併せて、今日は業界のリーダーの方がお

集まりです。業界の共通の課題を明確にして、そ

の解決を通じて社会、産業界の発展に貢献してい

く。そして産業の業界の健全な発展に努めていく

ということについて、 本 日 お集 まりの皆 様 と引

き続き一緒に取り組んでまいりたいと思います。

JIMGAの活動へのご理解、ご支援、ご協力をお

願いいたします。

それでは今日お集まりの会員各社様、また組織

の皆様方のご繁栄そしてご多幸、ご健勝を祈念し

まして乾杯をいたしたいと思います。

中締め挨拶

副会長　鈴木　慶彦

先ほどの総会前の理事会で間

前会長が、「本日は6月12日と

いうことで、シンガポールでト

ランプ大統領と金正恩委員長の

会談がある。どうなるかは別として、歴史的に忘

れられない日になるだろう。そういう日にJIMGA

の総会があるということで忘れられない総会にな

る」というお話をされておられました。

その後の速報で、朝鮮半島の完全非核化と北

朝鮮の体制保証が共同声明に盛り込まれたようだ

と聞いております。そこまでは想定内ですが、あ

とは具体的にどこがどう詰まってくるのか。そう

簡 単 にはいかないぞということはあるのですが、

今までなかったことが起きたということで、それ

はそれで歴史の変わり目だなという気がいたしま

す。これがトランプ大統領流のディールだとする

と、これで済むかどうか。これから注視していか

なければいけないと思っております。

そういう時代に我々のJIMGAも新会長になり

ました。JIMGAも新しく変わり、変わっていか
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なければいけない。また今まで積み上げたものの

上 に更 に新 しいものを積 み上 げて、 良 いJIMGA

を創っていかなければならない。我々の目的は、

協会の発展ではなく、協会がしっかり発展するこ

とによって日本の産業界が元気になっていくこと

です。そのために精いっぱい頑張っていきたいと

思っております。

懇親会の模様
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平成29年度　事業報告
1．主要会議

産業ガス部門総会・定時総会 

平成29年6月14日

理事会 

第1回：平成29年5月26日

第2回：平成29年6月14日

第3回：平成29年6月14日

理事会・評議員会合同会議 

第1回：平成29年5月26日

第2回：平成29年11月28日

賀詞交歓会 

平成30年1月11日

全国事務局長会議 

平成29年6月15日

2．総務部会

第1回会議（平成29年4月28日開催）

（議題）

　・ 平成28年度産業ガス部門決算報告書及び平

成29年度予算案について

　・ 平成29年度第1回理事会、部門理事会・評議

員会合同会議開催について

　・ 平成29年度第2回理事会、部門総会、定時総

会開催について

　・ 会費検討WG検討結果について

　・ 消費税の転嫁等に関する基準一部改正の件

　・ 入会希望事業者および退会会員について

（報告事項）

　・ 電力問題への対応について

　・ 高圧ガス保安のスマート化について

　・ セキュリティ関連情報サービスについて

　・ 表彰選考委員会推薦者について

　・ 事務局職員の異動について

　・ 今後の主要行事予定、会員の現状について

第2回会議（平成29年11月20日開催）

（議題）

　・ 平成29年度産業ガス部門上期収支計算書に

ついて

　・ 平成29年度第2回部門理事会・評議員会合同

会議の開催について

　・ 入会希望事業者および退会会員について

（報告事項）

　・ 電力問題への対応について

　・ 農林水産大臣感謝状交付について

　・ 事務局職員の異動について

　・ 今後の主要行事予定、会員の現状について

3．広報委員会

定例の発信機会とメディアからの取材依頼に

的確に対応し情報発信に努めた。また、JIMGA

発足10周年に合わせた広報活動として、活動記

録の整理と産業ガスレポートの座談会企画を実施

した。

（1）協会ウェブサイトの内容の充実

セミナー開催や統計データを中心とする

JIMGAオリジナル情報と行政からの情報を

迅速に発信することに努めた。また、協会

沿革や、定款・主要基準の掲載、会議記録

の更新等を実施した。

（2）会報誌、ニュースレターの発行

定 時 総 会 および協 会 本 部 および地 域 本 部

の活動・事業報告、統計データ等を掲載

した産業ガスレポートを年2回発行し、ま

た、 本 部 の部 会・WGの活 動 や成 果 物 の

紹介、ニュース、会員紹介等を掲載した

JIMGAnewsを偶数月末に発行した。

（3）マスコミへの発信

定時総会開催時に定例記者会見を開催、ま
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た、第2回理事会･評議員会合同会議開催

時に記者懇談会を開催し、協会の活動状況

や成果、方針を協会トップや役員から直接

発信した。また、特集記事向けの会長イン

タビューや挨拶文寄稿依頼に積極的に対応

し、協会の意見を発信した。

（4）広報活動の連携強化

JIMGAnewsと会報医療の記事交換、医療･

産業双方に関係する行政情報を相互に協会

ウェブサイトの会員ページで提供する等、

医療ガス部門･産業ガス部門のワンボイス

での情報発信に努めた。

4．企画部会

平成29年5月22日～ 25日（メール交換による開

催）、および平成29年11月21日に会議を開催し、

各WGの活動報告や活動計画について審議した。

会議での報告事項としては、①電力問題への対応

について、②保安法施行令等一部改正の件、③鳥

インフルエンザ問題への対応、④今後の主要行事

日程などであった。

4-1．長期停滞容器回収推進WG

（1） 「容器使用料の考え方について」の活用は、

一部地域で容器使用契約の推進に向け取

り組みが始まったものの、各社の考え方に

委ねられている。

（2） 地域行政による「容器管理指針」は、新た

に宮城県および島根県にて発行され、これ

までに43都道府県で発行済みとなった。未

だ発行されていない行政に対する取り組み

と、返却期限の記載のない指針について記

載の働きかけを継続する。

（3） JIMGAウェブサイトの会員ページに容器

管理指針の最新の発行状況を公開すると

ともに、医療ガス部門の容器保安対策の

推進及び容器点検キャンペーンでの活用

に協力した。

4-2．物流WG

（1）CO2 排出量統計の実施

　・ 平成28年度の総輸送量は、3,973千トン（平

成27年3,910千トン）と前年から2％増となっ

たが、排出量（103％）、燃料原単位（101％）

についても増えており悪化傾向にある。

　・ 生産プラントの稼働影響を受けた炭酸ガス

ローリは、長距離輸送が増えたため、燃料原

単位の悪化が継続している。（前年11.41kL／

千トン→11.72kL／千トン）

　・ 今年度以降、新たな炭酸ガス生産拠点の稼働

が、CO2 排出量の削減・原単位の改善に寄与

していくものと思われる。

（2）効率化に向けた取り組み

　・ CE単独荷おろしについては、保安WGでの検

討内容を確認する共に、実務的な懸念事項等

について意見を出し合った。

（3）物流全般に対する情報交換

　・ 直近のヒヤリハット事例について、原因・対

応策等について協議を行った。

　・ 各委員の業務や保安（監査等）への取り組み

内容や課題について、情報交換を行った。

　・ 姫路安全スクールを見学し、バルブ、CE、

搭載タンク等の基本的構造や車両の特性につ

いて理解を深めた。

　・ 緊急対策WGで作成する「プラント定修予定

表」の共有化を図った。

4-3．容器処理WG

平成29年8月1日に高圧ガス容器特別回収プ

ロジェクト（他団体:　全国高圧ガス溶材組合連

合会、日本ソーダ工業会、日本肥料アンモニア

協会、日本フルオロカーボン協会）との合同会

議を開催し、10月の全国一斉特別回収運動の

依頼文書、回収要領、回収場所調査票、ポスター

について議論した。

平成29年10月1日～ 31日で実施された全国
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一斉特別回収運動では、前年に引き続いて取り

組みを強化し、①特に消費量の少ない客先への

周知と確認、②回収運動の訪問先軒数の集計、

③事故情報、法的取扱い情報のチラシを配布

し、25,840軒を訪問、1,410本の放置・不明容器

を回収した。

5．容器RFタグ運営委員会

（1）普及・促進活動の強化

平成30年3月末時点で78万本の容器にRF

タグが装着され、75社277拠点において運用

が行われている。

（2）普及・促進活動の強化

6社の運用拡大を確認し、各社の課題につ

いて情報交換を実施した。説明会について

は地域本部の実情と要望に応じて開催する

こととし、平成29年度は、中国地域本部（2017

年10月12日 51名参加）、近畿地域本部（2018

年2月7日　29名参加）、関東地域本部（2018

年2月21日　67名参加）で開催した。

（3）技術的課題の解決

小容器用RFタグの試用を行い、評価アン

ケートを実施した。また、高圧ガス業界以

外での利用に対応し、ミドルウェア利用料

金を設定した。利用料は1,200円／台・年（会

員は1,000円／台・年）

6．EDI運営委員会

EDI利用がまだ本格化していないため、運営委

員会としての会議開催は見送り、説明会開催等の

導入支援と、利用状況の確認および課金管理に注

力した。

（1）普及促進活動

JIMGA会員－非会員間における取引での

利用を可とし、利用料金を設定した。

（2）EDIシステム運用

JIMGA-EDI利用状況を確認し、管理費用

の入金管理を実施した。

　　・ データ交換利用会社数： 6社（契約8社）

　　・交換データ件数累計：21,687件

7．技術審議委員会

第1回会議（平成29年6月29日開催）

（上程案審議）

　①「炭酸ガス CE設備の取扱い」動画

　②「カードル自主技術指針」改訂版

　③労働災害統計調査報告

（報告事項）

　　・ NEDO成果報告書　「2種製造設備に相当す

る水素供給設備の技術基準の整備に関する

検討報告書」

第2回会議（平成29年12月21日開催）

（上程案審議）

　①e-ラーニング「水素の安全な取扱い」更新

　② CE附属品の取り扱い方法（真空用附属品）

追加

　③JIMGA安全ニュース No.12

　④ ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全

な取り扱い事故事例と安全対策

　⑤IHC-Doc/14/14「ガスの廃棄指針」

　⑥ IHC-Doc/17/14「空気液化分離装置の安全

運転指針」

　⑦ IHC-Doc/39/17「PSA及び膜式酸素及び窒

素発生装置の安全な設置及び取扱い」

　⑧SDS改訂（特殊ガス）

　⑨SDS作成（標準ガス）

8．技術・保安部会

平成29年4月21日および平成29年11月17日に

開催し、各WGの活動報告や活動計画について審

議した。

8-1．容器技術WG

（1）ISO/TC58国内委員会への参加
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平成29年6月2日および平成30年1月30日

に開催し、国際会議の参加および規格原案

等への投票状況を報告した。

（2）ISO規格原案等への対応（以下の18案件）

　　・ DIS 5145 （Ed 4）、ISO 11114-1:2012 （Ed 2）

　　・ ISO 10692-1:2001、ISO 10692-2:2001 （vers 3）

　　・ ISO 15245-2:2001 （vers 3） 、ISO 32:1977 

（vers 4）、

　　・ TS 15453、DIS 19016、DIS 19016CIB（2回）

　　・ CD 10961（以上、前回済み）

　　・ DIS 10460（溶接容器の定期検査方法）棄権

投票

　　・ NP 23088　棄権投票

　　　 （1000L以下の鋼製溶接圧力ドラムの再検

査方法）

　　・  TR 22694　SR棄権投票

　　　 （継目なし容器の再検査時におけるキズの判

定基準）

　　・ FDIS 20475（容器バンドルの定期検査方法）

賛成投票

　　・ DIS 19016.3　棄権投票　3回目のDIS投票

　　　 （高圧ガス複合容器のMAEによる定期検査

方法）

　　・ FDIS 18119（継目なし容器の再検査基準）

賛成投票

　　・ ISO 10961　CIB賛成投票　スコープ変更

　　　（容器バンドルの製造および検査基準）

（3） TC58/SC4国 際 会 議（平 成30年2月12日 ～

15日：スウェーデン規格協会にて開催）へ

の参加

関連WGおよびSC4全体会議に参加した。

（4）AE作業部会活動

　① 日本非破壊検査協会規格「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」への意見提出と規格案修正状況の

把握を行った。本規格は平成29年11月28

日に制定された。

　② 容器則、容器再検査告示および容器則関係

運用および解釈の改正案パブリックコメ

ント募集に対応した。本規則は平成30年3

月30日に改正された。

　③ 大型容器AE/UT検査、水素環境下のき裂

進展速度の検討課題が残るが、日本非破壊

検査協会の委員会は閉会となった。

8-2．超低温貯槽WG

（1）JIMGA自主基準の制定

「CE附属品の取り扱い要領（液面計）」に真

空機器関係を拡充した改訂版が第二回技術

審議委員会で承認され、JIMGAウェブサイ

トで公開した。

（2）国内法関連

中断していた低温容器の膨張試験の廃止に

ついての要 望 を再 開 するため、 規 制 改 革

WGと協議し、 協力して交渉していくこと

となった。

（3）ISO／ TC220国内委員会活動

　a）同委員会への参画とTC220関連基準検討

　① ISO/FDIS 23208（超低温における清浄度）：

賛成投票

　② ISO/DIS 21012（フレキシブルホース）：賛

成投票

　③ ISO/SR 21013-4（圧力逃し弁）：賛成投票

　④ ISO/FDIS 21010（ガ ス ／ 材 料 の適 合 性）：

賛成投票

　⑤ ISO/FDIS 21208-2（材料の靭性要求：-80 ～

-20℃）：賛成投票

　⑥ ISO/CD 21014（断熱性能）：賛成投票

　⑦ ISO/FDIS 21029-1（1000L以下の可搬式容器）：

賛成投票

　⑧ ISO/SR 12991（車載用燃料LNG容器）：賛成

投票

　⑨ ISO/DIS 21012 ed2（フレキシブルホース）：

賛成投票

　b）ISO基準検討国際会議への参加
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TC220国際会議（平成29年6月12日～ 14日：

米国ヒューストンにて開催）に参加し、規

格検討、情報の収集と発信に努めた。また、

会議の内容を国内委員会に報告し情報共有

を図った。

（4）保安セミナーでの講演

東海・北陸地域本部において「CE附属品

の取扱い指針（液面計）」に関する講演を実

施した。　

（5）WG研修

平成29年11月13日にKHK総合研究所（東

京／町田）にて見学研修会を開催し、知見を

広めた。

8-3．充塡技術WG

（1） 高圧ガス充塡フレキシブルホース（可とう

管）に関連して会員各社の現状の情報を収

集、平成30年度の技術審議委員会への上程

に向けて研究レポートを作成中である。

（2） 「酸素ガス充てん所作業基準」（追補）の普

及セミナーを北海道、東海･北陸、近畿、

四国各地域本部にて実施した。

8-4．保安対策WG

（1）基準・テキスト類の見直し、整備

CEへのローリ単独荷おろし実施要件につ

いて、平成30年2月に最終案を経産省に提出

した。今後、経産省の意見収集後にJIMGA

基準としての制定手続を進める予定である。

<主な内容>　単独荷おろしに必要な要件、安

全対策設備、各事業者の責務、教育訓練

（2）地域本部との連携

下記の地域本部主催保安セミナーに講師

を派遣した。

　　・ 関東地域本部　平成29年9月15日開催　

販売事業所自己診断指針

　　・ 四国地域本部　平成29年8月24日開催　

CE実務保安Ｑ＆Ａ

（3）スキルアップ研修

平成30年1月29日に、姫路安全スクール

にて、ローリやCE設備の実物やカットモデ

ルを用いた研修を受講し、ローリ運行およ

び荷おろし等における保安管理の注意事項

について理解を深めた。

（4）法令改正対応

認定事業所制度の一つとして自主保安高

度化事業所制度が新設されるにあたり、産

業ガス業界にメリットのある制度となるよ

う意見要望を取りまとめKHKに提言した。

8-5．教育・研修WG

（1） e-ラーニング 「溶解アセチレンの安全な取

扱い」の新規リリース

平成29年4月にリリースを完了した。

（2）既存e-ラーニングの内容点検

既存のe-ラーニングについて、法令改正や

近年の技術動向に鑑みて、平成23年度に作

成された「水素の安全な取扱い」について

内容の更新、改訂作業を行った。ウェブ上

でのプログラム修正を行い、平成30年度に

リリースする予定である。

（3）WGメンバーによる現地研修会

平 成30年3月16日 に、 水 素 関 連 設 備 であ

る「しかおい水素ファーム」（北海道鹿追町）

のバイオガス由来の水素製造設備の見学を

行った。 （5名参加）

（4）会員等への利用促進

北海道、東北、近畿、中国各地域本部にて

開催されたJIMGA地域本部セミナーにおい

てe-ラーニングの説明会を実施した。

8-6．安全統計WG

（1）事故情報の収集と活用について

会員、外部ソースより数件の事故情報が

あり、JIMGA ウェブサイトに1件（工業用酸

素充塡配管より出火）掲載した。

（2）労働災害統計について

平成28年労働災害統計調査報告をJIMGA
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ウェブサイトに掲載した。会員250社より報

告をいただき、JIMGA度数率は0.61、強度率

0.015であった。当該数値は、全国製造業平均、

化学工業平均、EIGA平均（欧州産業ガスメ

ジャー 6社）の何れも下回っている。

（3） 高圧ガス関連事故（災害）の分類、解析につ

いて

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った。

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

向分析を行った。

定常作業（状態）における高圧ガス事故が

75%と多いことからも、通常業務における高

圧ガス関連設備等の維持管理不良、誤操作・

誤判断に結びつく保安教育等のあり方に課

題があると考えられる。会員各社（事業所）、

また販売先である製造事業者・消費事業者

は、高圧ガス取扱の基本となる適切な設備

の維持管理、および保安教育・指導の強化

が重要である。

（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、 上 記（3）の傾 向 分 析 を踏 まえた安 全

ニュースを作成し、平成29年12月の技術審

議委員会を経て、安全ニュース No.12として

発行した。

（5）平成29年度の保安セミナーについて

過去の事故情報、ヒヤリハット事例等を

活用し、各地域本部の保安セミナー等での

発表を通じて情報の共有化と、安全情報に

係る教育活動を支援した。

8-7．ヘリウム技術WG

（1） 昨 年 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、JIMGAウェブサイトに掲載した。

（2） 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たことに

伴い、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った。

（3） ヘリウムソース、海外情報の収集・分析、

また用途に関する技術開発動向等について

情報収集を行い、知見や情報を共有化した。

（4） 平成29年10月19日に宮城県の角田宇宙セ

ンターを訪れ、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ん

だ。

8-8．炭酸ガス技術WG

（1） 東北、関東、東海、近畿、中国各地域本部

の炭酸ガス WG/Gに出席し、情報提供、情

報共有を行った。

（2） 東海地域本部の産業保安セミナー、中国地

域本部の炭酸ガス保安講習会に講師を派遣

した。

（3） 炭酸ガス事故事例の教育資料を作成し、平

成30年度の保安講習会で使用する予定で

ある。

（4） WG研修会として、三菱重工長崎造船所資

料館を代表8社メンバーで訪問した。

8-9．溶解アセチレン技術WG

（1） 平成28年8月に起こったアセチレン工場火

災事故に対し、事故防止対策2点を業界と

して推奨することとし、各アセチレン製造

事業所にJIMGA推奨基準の運用依頼文書を

送付、アンケート調査を実施した。

（2） 38年容器の周知の啓発として、ノンアスベ
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スト容器とアスベスト容器の所有本数を調

査した。この調査は今後2年毎に実施する

こととする。

（3） 運営規程の改訂、溶解アセチレンのイエ

ローカードの見直しを行った。

8-10．水素企画委員会・水素技術WG

（1） 平成29年（暦年）の圧縮水素出荷実績につ

いて、仕向先・荷姿別の出荷実績を集計し

た。また、「圧縮水素出荷実績5年推移（暦年：

平成24年～平成28年）」を作成し、JIMGA

ウェブサイトに統計資料として掲載した。

（2） 「平成30年度水素プラント定修予定表」を

作成し、企画部会、物流WG、各地域本部

へ情報を提供した。

（3） WG委員の知識向上のため、平成29年9月

29日に、しかおい水素ファームの見学研修

を実施した。

（4） 高圧ガス保安協会、経産省高圧ガス保安室

と協議し、「圧縮水素運送自動車用附属品

の技術基準」を廃止した。

（5） 平成29年7月21日に九州地域本部において

「水素取扱上の基礎知識」講習会を開催し

た。（44名受講）

8-11．特殊ガス企画委員会・特殊ガス技術WG

（1） 「主要半導体材料ガス等国内販売実績5年

推移（平成24年～平成28年）」および「標

準ガス国内販売実績5年推移（平成24年～

平成28年）」をJIMGAウェブサイトに掲載

した。また、統計作成タスクフォースを設

置し、それぞれの平成29年（暦年）の統計

を作成した。

（2） CRC西日本より、容器種類別処理本数に関

するデータを得て、 過去10年の推移表を

JIMGAウェブサイトに稼働実績として掲載

し、公共の安全確保・環境保全への同社の

貢献を報告した。

（3） 国際整合化文書「ガス廃棄指針」の改訂に

伴うJIMGA技術基準改訂作業について、環

境保全WGに協力した。

（4） WG委員のスキルアップのため、平成29年

10月26日に、バルブメーカーの㈱ハマイ府

中工場の見学を行った。

（5） 前年度に引き続き、東京工業大学の特殊材

料ガス安全管理講習会に講師を派遣した。

（6） 容器基本通達（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、経産省へ

改訂の申し入れを行った。

（7） JCSS対象製品で混合ガス（JISZ7253対応）の

SDSについて6種類14文書を新規に作成し、

平成29年度第2回技術審議委員会にて承認

された。

（8） 特 殊 ガ ス WGにて維 持 管 理 する63物 質 の

SDSのうち49物 質 につい改 訂 を行 い、 平

成29年度第2回技術審議委員会にて承認さ

れた。また、これに伴いイエローカードの

フォーマット見直しも含め改訂を行った。

8-12．水素スタンドプロジェクト

NEDOプロジェクト（液体水素による貯蔵・

水素スタンド規制・基準の整備に関する検

討）における技術基準作成に資する資料とし

てのJIMGA基準案を、規制当局側主催の有

識者委員会「燃料電池自動車及び圧縮水素

スタンド等の普及拡大に伴う技術的な課題

の検討委員会（KHK主催）」に提案し、省令・

例示基準・業界自主基準、それぞれで規定

すべき内容について結論を出した。

省令・例示基準が措置され次第、必要に応

じて、これらを補完する安全対策をJIMGA/

T/Sとして策定し、技術審議委員会の審議・

承認を経て発行する。
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9．環境・安全部会

平成29年5月24日および平成29年11月27日に

開催し、各WGの活動報告や活動計画について審

議した。

9-1．環境保全WG

（1） 経団連低炭素社会実行計画フォローアップ

調査として、2016年度のエネルギー使用量

等をまとめ、日本化学工業協会への報告を

行った。参加企業64社（セパレートガス62

社、液化炭酸ガス2社）

　　・ エネルギー量（原油換算）245万ｋL（前年度

225万kL）

　　・ 電力使用量96.0億kWh（前年度88.1億kWh）

　　・ CO2 排 出 量417万 ト ン -CO2（前 年 度383万

トン -CO2）

（2） 地球温暖化、省エネルギーの諸施策に関し

て、電気料金の値上げ、燃料調整費の変動

状況、省エネ補助金についての情報収集を

行った。また、FIT賦課金減免制度見直し

対応状況の確認を行った。

　　・ 2018年 度 賦 課 金 単 価2.90円/kWh（2017年

度2.64円/kWh）

（3） 「ガスの廃棄指針」（JIMGA-T-S/23/17）につ

いて、フロン排出抑制法に関連する事項に

つき、加筆を行った。

9-2．化学品安全WG

（1） 窒素（JIS K 1107: 2005）の改定に備え、検討

作業を開始した。WG委員、空気分離プラ

ント工場および充塡工場等に対し、窒素JIS

に関し分析法等の追加・改訂の項目の有無

の問合せを行い、追加・改訂の項目はない

事を確認した。

（2） SDSについては、酸素と混合ガス（支燃性）

の「輸送上の注意」で「海上輸送」の見直

しを行った。イエローカードについては、

アセチレンに関してアセチレン技術WGの

添削を受けて見直し、JIMGAウェブサイト

に掲載した。

（3） 厚生労働省のリスクアセスメント資料や各

種団体・協会の資料、また富山県の「高圧

ガス事業所リスクアセスメント・ガイド」

等資料収集を実施した。また、本WG会員

各社のリスクアセスメント実施状況の調査

を行い、リスクアセスメントの普及状況を

確認した。

（4） JIMGA合同セミナーや地域本部セミナー（2

回）で「酸素、アルゴン JIS改訂」の説明を

実施した。

10．国際部会

平 成29年4月19日 および平 成29年11月1日 に

開催し、各WGの活動報告や活動計画、並びに国

際会議への対応について審議した。

10-1．国際整合化委員会（IHC）対応WG

（1） 国際整合化プロジェクトのJIMGA基準化活

動を進め、参考文書として新規2件、改訂

13件を発行した。

（2） JIMGA主導プロジェクト文書である「セレ

ン化水素の安全な取扱い指針」と「特殊ガ

スのヒヤリハット」については終了、「ア

ルシンの安全な取扱い指針」と「ホスフィ

ンの安全な取扱い指針」について対応を継

続している。

（3） 特殊ガス（自燃性ガス）ギャップ分析につい

て、4協会で合意し、新規プロジェクト取

組み課題を検討中である。

（4） 平成29年12月に、 次のJIMGA基準類・指

針類を発行した。

　　・ T-S/107/17「空気液化分離装置の安全運転

指針」　

　　・ T-S/47/17「PSA及び膜式酸素及び窒素発
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生装置の安全な設置と取扱い」

　　・ T-S/23/17「ガスの廃棄指針」

（5） AIGA、CGA、EIGA、IOMA等 との技 術 交

流会の促進と協調関係の継続・強化として、

第41回IHCデ ン バ ー 会 議（平 成29年7月11

日 ～ 13日）、 第42回IHC神 戸 会 議（平 成30

年3月13日 ～ 15日）、IOMA-GC　Web会 議

（平成29年5月9日）、IOMA-GC　ドバイ会

議（平成29年11月12日～15日）に参加した。

10-2．規制改革WG

（1） 保 安 対 策WGによる「CEの単 独 荷 おろし 」

の規制改革案を作成し、経産省高圧ガス保

安室へ提出した。

（2） 規制改革案件であったモノシランの毒性

（急性毒性）の緩和については特殊ガス WG

にて中断、超低温容器の膨張測定試験の廃

止については超低温貯槽WGにて規制緩和

対応を開始した。

（3） 容器再検査へのUT-（超音波探傷試験）の適

用、NDIS（日本非破壊検査協会規格）-2430

（平成30年）の発行、高圧ガス保安法関連

省 令 等 の改 正（平 成30年3月30日）が行 わ

れた。ファスト・トラック制度の運用把握

（KHK情報収集）、新認定事業所制度の運用

把握（KHK情報収集）を行った。

（4） 高圧ガスの燃焼性試験方法等および高圧ガ

スを利用した各種製品に関する法的課題の

検討会を開催し、一般産業ガスの可燃性ガ

ス定義の変更がないことを確認した。

（5） 平成29年8月9日に高圧ガス保安協会総合

研究所を見学した。

（6） 海外の規制、基準の調査、情報の発信とし

て、CGA安全セミナー（平成29年10月17日

～ 18日：米フロリダ州タンパ）、EIGA安全

セミナー（平成30年1月24日～ 25日）に参

加し、また、超音波探傷試験（UT検査）の

アメリカでの実態調査を行った。
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平成30年度　定時総会

平成29年度　会議開催記録

　理事会・総会・賀詞交歓会等

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

1 第1回理事会 平成29年5月26日 平成29年度定時総会招集の件

2 第1回部門理事会･
評議員会合同会議

平成29年5月26日 1）平成28年度事業報告及び収支決算報告の件
2）平成29年度事業計画及び収支予算の件
3）評議員及び理事候補者選任の件
4）消費税の転嫁等に関する基準の一部改正の件
5）入会希望事業者審査の件
6）平成29年表彰対象者決定の件
7）平成29年度定時総会招集の件

報告事項
1）電力問題への対応
2）会員の動静及び今後の主要日程

3 第2回理事会 平成29年6月14日 平成29年度定時総会付議議案確認の件

4 部門総会・定時総会 平成29年6月14日 産業ガス部門総会 決議事項
産業ガス部門評議員選任の件
定時総会 決議事項
1）平成28年度事業報告及び収支決算の承認を求める件
2）平成29年度事業計画及び予算（案）の承認を求める件
3）評議員及び理事選任の件

報告事項
1）電力問題への対応
2）消費税の動向
3）会員の動静について
4）今後の主要日程

5 第3回理事会 平成29年6月14日 1）副会長の選任並びに部門別理事会所属理事の選任の件
2）副会長の業務担当の件

6 第2回部門理事会・
評議員会合同会議

平成29年11月28日 報告事項
1）平成29年度上期活動報告の件
2）平成29年度中間収支計算書の件
3）電力問題への対応
4）内部監査報告､ 会員の動静及び今後の主要日程

7 平成30年賀詞交歓会 平成30年1月11日 （経団連会館にて開催）

　総務部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

1

第1回総務部会 平成29年4月28日 1）平成28年度産業ガス部門決算報告書及び平成29年 度予算案について
2）平成29年度第1回理事会、部門理事会・評議員会 合同会議開催につ

いて
3）平成29年度第2回理事会、部門総会、定時総会 開催について
4）会費検討WG検討結果について
5）消費税の転嫁等に関する基準一部改正の件
6）入会希望事業者、退会会員について

報告事項
1）電力問題への対応について
2）高圧ガス保安のスマート化について
3）セキュリティ関連情報サービスについて
4）表彰選考委員会推薦者について
5）事務局職員の異動について
6）今後の主要行事予定、会員の現状について
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　総務部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

2

第2回総務部会 平成29年11月20日 1）平成29年度産業ガス部門上期収支計算書について
2）平成29年度第2回部門理事会・評議員会合同会 議の開催について
3）入会希望事業者及び退会会員について

報告事項
1）電力問題への対応について
2）農林水産大臣感謝状交付について
3）事務局職員の異動について
4）今後の主要行事予定、会員の現状について

　広報委員会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

1 第1回広報委員会 平成29年5月10日 1）JIMGAウェブサイトについて
2）産業ガスレポート発行について
3）JIMGAnewsについて
4）マスコミへの発信について
5）医療ガス部門広報活動について
6）平成28度活動報告・平成29年度活動計画について
7）広報活動全般について（意見交換）

2 第2回広報委員会 平成29年11月22日 1）JIMGAウェブサイトについて
2）産業ガスレポート発行について
3）JIMGAnewsについて
4）マスコミへの発信について
5）医療ガス部門広報活動について
6）平成29年度上期活動報告について
7）広報活動全般について（意見交換）

3 産業ガスレポート編集WG 平成29年9月6日 メールにて情報を共有し産業ガスレポートの編集作業を実施

4 平成30年3月7日 メールにて情報を共有し産業ガスレポートの編集作業を実施

5 広報タスクフォース 平成29年8月22日 産業ガスレポート初校読み合わせ

6 平成30年2月23日 産業ガスレポート初校読み合わせ

　企画部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

1 第1回企画部会 平成29年5月22日 1）WG・委員会 平成28年度活動報告・平成29年度 活動計画

報告事項
1）保安法施行令等一部改正の件
2）今後の主要行事日程

2 第2回企画部会 平成29年11月21日 1）WG・委員会 平成29年度上期活動報告

報告事項
1）鳥インフルエンザへの対応
2）電力問題への対応
3）今後の主要行事日程

3 長期停滞容器回収推進WG 平成30年1月31日 1）「容器使用料の考え方について」公表後の状況
2）容器管理指針発行状況について
3）医療ガス部門の取り組みについて
4）容器関連事故情報
5）今後の取り組み、その他
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平成30年度　定時総会

　企画部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

4 物流WG 平成29年4月17日 1）各委員より業務の紹介
2）定修情報
3）ヒヤリハット：事故データベースより抽出
4）CO2排出量の確認予定
5）陸上貨物運送事業荷役作業の安全対策

5 平成29年7月3日 1）活動計画報告
2）定修情報
3）ヒヤリハット：分担／作成方法の検討
4）CO2排出量の確認
5）CE単独荷おろし要望について

6 平成29年10月27日 1）CO2排出量の確認コメント確認
2）業界事故情報
3）ヒヤリハット：各委員より事例発表
4）運送約款改正
5）CE単独荷おろしについて

7 平成30年1月19日 1）企画部会内容報告
2）業界事故情報
3）ヒヤリハット：各委員より事例発表
4）バラ瓶積載方法について
5）CE単独荷おろし進展状況

8 高圧ガス容器特別回収
プロジェクト　
及び容器処理WG合同会議

平成29年8月1日 1）平成28年度特別回収運動結果資料審議
 （回収本数及び回収場所集計結果報告）
2）平成29年度特別回収運動配布文書審議
 （配布文書確認、ポスター決定）
3）放置容器処理事業特別枠実施状況報告
4）不明容器、放置容器撲滅について
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　容器RFタグ運営委員会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

1 容器RFタグ運営委員会 平成29年5月19日 1．全国展開 
 1）活動の振り返り
 2）全国展開の状況
 3）各社の進捗状況
 4）各社の装着本数推移
 5）容器RFタグ運用会社一覧
 6）課金実績
2．容器RFタグ運営WG
 1）今年度WG主要取り組みテーマ
 2）WG課題取り組み状況
 3）小型容器用RFタグの試用
 4）周波数帯移行状況
3．容器RFタグ技術サブWG
 1）技術サブWG課題の取り組み状況
 2）EPCフィルタ機能拡張について
4．容器RFタグ普及推進サブWG
 1）容器RFタグ説明会開催
 2）今年度普及推進策
5．2017年度の重要課題
 1）普及・促進活動の継続

2 平成29年10月26日 1．全国展開 
 1）全国展開の状況
 2）各社の装着本数推移
 3）容器RFタグ運用会社一覧
2．容器RFタグ運営WG
 1）今年度WG主要取り組みテーマ
 2）WG課題取り組み状況
 3）小型容器用RFタグの試用
 4）装着状況／目標のアンケート実施について
 5）周波数帯移行状況
3．容器RFタグ技術サブWG
 1）技術サブWG課題の整理状況
 2）㈱サトー製貼り付けタグ読み取り距離について
4．容器RFタグ普及推進サブWG
 1）容器RFタグ説明会開催
 2）普及推進の取り組み
5．2017年度の重要課題
 1）普及・促進活動を継続
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平成30年度　定時総会

　容器RFタグ運営委員会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

3 容器RFタグ運営WG 平成29年7月21日 1．全国展開
 1）全国展開の状況
 2）各社の進捗状況
 3）各社の装着状況推移
 4）容器RFタグ運用会社一覧
 5）周波数帯移行状況
2．容器RFタグ運営WG
 1）今年度WG主要取り組みテーマ
 2）装着状況／目標のアンケート実施について
 3）小型容器用RFタグの試用
 4）高圧ガス業界以外のミドルウエア使用料
 5）WG課題の取り組み状況
3．容器RFタグ技術サブWG
 1）㈱サトー製貼り付けタグの読み取り距離について
 2）EPCフィルタ機能拡張について
 3）課題管理表
4．容器RFタグ普及推進サブWG
 1）説明会の開催
 2）普及推進の取り組み
5．2017年度の重要課題
 1）普及・促進活動の継続

4 平成30年2月19日 1．全国展開
 1）全国展開の状況
 2）各社の装着本数推移
 3）容器RFタグ運用会社一覧
2．容器RFタグ運営WG
 1）装着状況／目標のアンケート実施について
 2）周波数帯移行状況
3．容器RFタグ技術サブWG
 1）㈱サトー製貼り付けタグの読み取り距離について
 2）2017年12月版公開資料配布について
 3）課題管理表
4．容器RFタグ普及推進サブWG
 1）容器RFタグ説明会開催
 2）普及推進の取り組み

5 容器RFタグ技術サブWG 平成29年6月16日 ㈱サトー製貼り付けタグ読み取り距離不足について

6 平成29年9月5日 ㈱サトー製貼り付けタグ読み取り距離不足について

7 平成29年12月18日 ㈱サトー製貼り付けタグ読み取り距離不足について

8 平成30年2月26日 ㈱サトー製貼り付けタグ読み取り距離不足について

9 平成30年3月26日 平成30年度活動テーマについて

10 容器RFタグ普及推進
サブWG

平成29年7月6日 平成29年度活動方針・行動計画について
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　技術審議委員会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

1 第１回技術審議委員会 平成29年6月29日 1．国際会議出席旅費一部負担実績
2．上程案（3件）の審議
 1）「炭酸ガスCE設備の取扱い」動画
 2）「カードル自主技術指針」改訂版
 3）労働災害統計調査報告
3．報告事項
　NEDO成果報告書　「2種製造設備に相当する水素供給 
　設備の技術基準の整備に関する検討報告書」

2 第２回技術審議委員会 平成29年12月21日 1．国際会議出席旅費一部負担実績
2．上程案（9件）の審議
 1）e-ラーニング「水素の安全な取扱い」更新
 2）CE付属品の取り扱い方法（真空用附属品）追加
 3）JIMGA安全ニュースNo.12
 4） ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全な取り扱い事故事例と安

全対策
 5）IHC-Doc/14/14「ガスの廃棄指針」
 6）IHC-Doc/17/14「空気液化分離装置の安全運転指針」
 7） IHC-Doc/39/17「PSA及び膜式酸素及び窒素発生装置の安全な設置

及び取扱い」
 8）SDS改訂（特殊ガス）
 9）SDS作成（標準ガス）

　技術・保安部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

1 第１回技術・保安部会 平成29年4月21日 1）平成28年度活動実績及び平成29年度活動計画
2）報告事項
　・平成28年度第２回技術審議委員会審議結果
　・平成28年度JIMGA地域本部主催セミナー実施状況
　・定時総会（6月14日開催）セミナー講演予定内容
　・JIMGA　技術・保安部会表彰候補
　・平成29年秋号産業ガスレポート原稿依頼

2 第２回技術・保安部会 平成29年11月17日 1）平成29年度活動計画及び平成29年度上期活動実績
2）報告事項
　・平成29年度第１回技術審議委員会審議結果
　・平成29年度第２回技術審議委員会予定
　・平成29年度JIMGA地域本部主催セミナー実施状況
　・平成30年春号産業ガスレポート原稿依頼

3 容器技術WG 平成29年5月12日 1）今年度活動計画
2）容器再検査検討委員会について
3）ISO規格投票状況
4）IHC規格「残圧保持弁の使用」について

4 平成29年6月21日 AE作業部会／高圧ガス容器の再検査に関する調査研究

5 平成29年6月21日 1）TC-58国内委員会
2）ISO規格投票状況

6 平成29年7月6日 AE作業部会／高圧ガス容器の再検査に関する調査研究

7 平成29年8月8日 AE作業部会／高圧ガス容器の再検査に関する調査研究

8 平成29年10月5日 AE作業部会／高圧ガス容器の再検査に関する調査研究
パブリックコメントについて

9 平成30年3月2日 AE作業部会／経済産業省容器保安規則等の一部を改正する
パブリックコメントについて
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平成30年度　定時総会

　技術・保安部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

10 超低温貯槽WG 平成29年5月25日 1）CE附属品の取扱い要領第2版
2）TC-220進捗

11 平成29年7月31日 1）CE附属品の取扱い要領第2版
2）TC-220進捗
3）今年度研修先

12 平成29年9月19日 1）CE附属品の取扱い要領第2版
2）TC-220進捗（国内委員）

13 平成29年11月10日 1）CE附属品の取扱い要領第2版
2）TC-220進捗

14 平成30年1月26日 1）CE付属品の取り扱い方法（真空用附属品）
2）来年度活動テーマ
3）TC-220進捗

15 平成30年3月26日 1）送ガス蒸発器使用に関する注意事項
2）TC-220進捗

16 充塡技術WG 平成29年5月30日 全体会議
1）カードル指針見直し最終案
2）平成29年度活動テーマ
3）技術・保安部会報告

17 平成30年1月21日 メーカー会議／今期テーマ（フレキ基準）

18 平成30年3月8日 メーカー会議／今期テーマ（フレキ基準）

19 保安対策WG 平成29年4月20日 1）技術・保安部会報告内容
2）今期活動テーマについて
3）新認定事業所制度
4）CEへのローリ単独荷おろし
5）CE保安検査基準・定期自主検査指針のKHKS共同規格

20 平成29年7月5日 1）今期活動テーマについて
2）CEへのローリ単独荷おろし

21 平成29年9月12日 CEへのローリ単独荷おろし

22 平成29年10月20日 CEへのローリ単独荷おろし

23 平成30年1月30日 1）CEへのローリ単独荷おろし
2）来期活動テーマについて

24 教育・研修WG 平成29年6月26日 今期活動テーマについて

25 平成29年8月1日 水素今期活動テーマについて

26 平成29年9月22日 水素e-ラーニング

27 平成29年11月6日 水素e-ラーニング

28 平成29年12月4日 水素e-ラーニング

29 平成30年1月25日 水素e-ラーニング

30 平成30年3月16日 1）水素e-ラーニング進捗状況
2）来年度活動計画
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　技術・保安部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

31 安全統計WG 平成29年4月18日 1）会員からの事故情報の分析について
2）平成29年度活動計画について
3）平成28年分　労働災害統計調査について
4）高圧ガス事故事例の分析（安全ニュースNo.12）
5）「アセチレン／酸素ガス容器（器具）の取扱注意事項」掲載報告
6）平成28年度JIMGA地域本部保安セミナー対応

32 平成29年7月5日 1）会員からの事故情報の分析について
2）溶解アセチレン技術WGからの周知について
3）平成28年分　労働災害統計調査について 
4）高圧ガス事故事例の分析（安全ニュースNo.12）
5）平成29年度のJIMGA地域本部保安セミナー対応
　資料案 「労災統計H28 ／安全ニュースNo.11」

33 平成29年9月26日 1）会員からの事故情報の分析について
2）高圧ガス事故事例の分析（安全ニュースNo.12）　
3）平成29年度のJIMGA地域本部保安セミナー対応
　資料案 「労災統計H28 ／安全ニュースNo.11」

34 平成29年12月5日 1）会員からの事故情報の分析について
2）高圧ガス事故事例の分析（安全ニュースNo.12）
3）平成29年度のJIMGA地域本部保安セミナー対応
　資料案 「労災統計H28 ／安全ニュースNo.11」

35 平成30年2月27日 1）会員からの事故情報の分析について
2）平成29年分労働災害統計について
3）安全ニュースNo.12承認報告
4）平成29年度のJIMGA地域本部保安セミナー対応

36 ヘリウム技術WG 平成29年4月12日 1）平成29年度取組事項について
2）ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全な取り扱い
3）その他　連絡事項　情報交換

37 平成29年7月13日 1）ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全な取り扱い
2）その他　連絡事項　情報交換

38 平成29年10月19日 1）平成29年度第2回技術・保安部会資料
2）ヘリウムガスおよび液化ヘリウムの安全な取り扱い
3）その他　連絡事項　情報交換

39 平成30年2月2日 1）技術審議会報告
2）ヘリウム既存添加物について
3）次年度活動計画／産業ガスレポート春号
4）その他　連絡事項　情報交換



48産業ガスレポート vol.39 産業ガスレポート vol.39

平成30年度　定時総会

　技術・保安部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

40 炭酸ガス技術WG全体会議 平成29年5月16日 1）平成28年度活動報告
2）平成29年度活動計画
3）炭酸ガス保安講習会補助資料制作の報告

41 炭酸ガス技術WG会議 平成29年4月20日 1）平成29年度全体会議開催内容について
2）他の参画WG活動報告

42 平成29年6月23日 1）食品業に対するHACCP義務化について
2）他の参画WG活動報告
3）地域本部炭酸ガス技術WG/G活動報告

43 平成29年11月1日 1）平成29年度上期活動報告まとめ
2）炭酸ガス事故事例教育資料制作の進め方
3）他の参画WG活動報告

44 平成29年12月15日 1）炭酸ガス事故事例教育資料制作の進捗確認
2）他の参画WG活動報告
3）地域本部炭酸ガス技術WG/G活動報告

45 平成30年1月23日 1）炭酸ガス事故事例教育資料制作の進捗確認
2）他の参画WG活動報告
3）平成30年度全体会議日程等について

46 平成30年3月28日 1）平成29年度活動実績および平成30年度活動計画
2）炭酸ガス事故事例教育資料制作の進捗確認
3）炭酸ガス容器破裂事故の周知検討

47 炭酸ガス技術サブWG 平成29年8月21日 1）CEへのローリ単独荷おろしに係る作業手順について
2）現地研修会の開催について

48 平成29年11月22日 1）炭酸ガス事故事例教育資料の内容、構成
2）中国地域本部炭酸ガス保安講習会の参加報告

49 平成30年1月15日 1）炭酸ガス事故事例教育資料掲載事例の決定
2）資料のページ構成、掲載情報等検討

50 溶解アセチレン技術WG 平成29年4月14日 1）技術WG平成29年度活動計画
2）アセチレン工場火災事故についての報告及び今後の対応
3）ISO/TC58 の規格検討に対する回答の報告

51 平成29年9月12日 1）アセチレン工場への推奨基準の配布
2）イエローカードの作成

52 平成29年12月12日 1）アセチレン容器本数調査
2）製造事業所の安全対策調査
3）技術WG運営規程の改訂

53 水素企画委員会・
水素技術WG代表者会議

平成29年4月18日 1）平成28年度活動報告
2）平成29年度活動計画

54 水素技術WG 平成29年5月12日 「圧縮水素運送自動車用附属品の技術基準」の改訂

55 平成29年9月29日 1）「圧縮水素運送自動車用附属品の技術基準」の改訂
2）しかおい水素ファームにて研修

56 平成29年12月8日 「圧縮水素運送自動車用附属品の技術基準」の改訂

57 平成30年3月9日 1）平成30年度活動テーマ
2）研修地検討

58 特殊ガス企画委員会・特殊ガ
ス技術WG定時代表者会議

平成29年4月26日 1）平成28年度活動報告
2）平成29年度活動計画

59 統計作成タスクフォース 平成30年2月27日 平成29年（暦年）統計資料作成

60 平成30年3月28日 平成29年（暦年）統計資料作成



49 産業ガスレポート vol.39

　技術・保安部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

61 特殊ガス技術WG 平成29年4月20日 1）半材・標準両チーム活動報告
2）平成29年度活動計画

62 平成29年6月6日 1）半材・標準両チーム活動報告
2）研修地検討

63 平成29年9月5日 1）半材・標準両チーム活動報告
2）国際部会協力

64 平成29年10月26日 1）半材・標準両チーム活動報告
2）㈱ハマイにて研修

65 平成29年12月15日 1）半材・標準両チーム活動報告
2）キガリ改正（経産省）

66 平成30年3月6日 1）半材・標準両チーム活動報告
2）国際部会協力

67 半材ガスチーム会議 平成29年6月6日 容器警告表示ラベル・SDS改訂について

68 平成29年12月15日 容器警告表示ラベル・YC改訂について

69 標準ガスチーム会議 平成29年4月20日 基本通達改定要望案・SDS作成について

70 平成29年9月5日 基本通達改定要望案・SDS作成について

71 平成29年12月15日 基本通達改定要望案・SDS作成について

72 水素スタンドプロジェクト
漏洩実験・シミュレーショ
ンWG会議

平成29年5月29日 1）JAXA能代ロケット実験場での実験データ等の妥当性
2）火気離隔距離、敷地境界距離の根拠として合理的であることの審議

73 水素スタンドプロジェクト
リスク評価検証会議

平成29年6月1日 液化水素ポンプおよび送ガス蒸発器の安全対策代替策について

74 液化水素ポンプ昇圧型圧縮
水素スタンド基準整備検討
会

平成29年6月8日 安全対策49（+3）件の審議

75 平成29年9月28日 技術基準作成に資する資料（省令案・例示基準案・自主基準案）の審議

　環境・安全部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

1 第１回環境・安全部会 平成29年5月24日 1）平成28年度活動報告
2）平成29年度活動計画
3）環境保全WG    
　a）省エネルギー関係
　・低炭素社会実行計画について
　・平成29年度省エネ補助金について 
　b）エネルギー政策・電力問題関係 
　・エネルギー地球温暖化問題主要動向
　・FIT賦課金減免措置関係について
　・平成29年度JIMGA会員減免対応状況 　　　　　
　c）経団連：「長期低炭素ビジョン」（素案）に対する意見
4）化学品安全WG
　a）産業ガスのJIS 改訂について 
　・低炭素社会実行計画について
　・JIS酸素、JISアルゴン改訂／JIMGA表彰
　b）リスクアセスメントについて　安衛法・保安法改正
　・「リスクアセスメントの基本／保安法改正」 
　c）セミナー対応について   
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　環境・安全部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

2 第2回環境・安全部会 平成29年11月27日 1）平成29年度上期活動報告　 
2）環境保全WG    　
　a）省エネルギー関係
　b）電力問題関係
　c）エネルギー政策
　d）地球温暖化対策関連
　e）JIMGA発刊資料の充実／「ガスの廃棄指針」改訂
3）化学品安全WG
　a）JIS／SDS／イエローカード関係について
　b）リスクアセスメントについて　

3 化学品安全WG 平成29年4月24日 1）平成29年度活動計画について
2）JIS改訂について 
　・JIS官報公示／JSA発行報告
3）SDS関係
　・高酸素時の有害性エビデンスについて
4）高圧ガスのリスクアセスメントについて
5）JIMGA地域本部セミナーについて

4 平成29年6月23日 1）JIS改訂について 
　・窒素（N2）改訂の準備
2）炭酸ガスHACCP対応について
3）高圧ガスのリスクアセスメントについて

5 平成29年9月19日 1）アセチレンイエローカードについて
2）高圧ガスのリスクアセスメントについて
3）計量法改正について

6 平成29年12月1日 1）環境安全部会報告
2）高圧ガスのリスクアセスメントについて
3）SDS酸素の海上輸送　
　・危険物等級2.1 と副次危険物等級5.1 について
4）平成29年度地域本部セミナー予定

7 平成30年2月23日 1）高圧ガスのリスクアセスメントについて
2）食品添加物関係 
　・HACCP導入の手引書 基準Ｂ（ガス充塡）
　・既存添加物の販売等調査について
3）SDSについて
4）産業ガスレポート掲載原稿報告
5）JIMGA地域本部セミナー対応
6）次年度活動計画について
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　環境・安全部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

8 環境保全WG 平成29年5月12日 1）環境・安全部会資料　今期活動計画について 
2）FIT賦課金減免制度見直し対応状況について　
　・H28対応、エネルギー動向、電力料金負担増 
3）JIMGA低炭素社会実行計画平成29年度調査予定
4）平成29年度補助金関係
5）「ガスの廃棄指針」について 特殊ガスWG対応状況

9 平成29年8月25日 1）JIMGA低炭素社会実行計画調査結果報告
2）FIT賦課金減免制度見直し対応状況について
　・電力多消費団体打ち合わせ資料
　・賦課金の動向について
3）「ガスの廃棄指針」について
4）環境関連ニュース

10 平成29年10月24日 1）カーボンプライシング問題について
2）FIT賦課金減免制度見直し対応状況について
3）経団連 エネルギー、環境問題動向
　・経産省温暖化対策
　・経団連 温暖化提言（案）
　・経団連 環境基本計画
　・低炭素関連情報
　・炭素社会実行計画日化協報告書修正
4）環境省SBT説明会／SC排出量セミナー資料

11 平成30年2月2日 環境エネルギー関連情報について
1）電力エネルギー問題関係
　FIT賦課金減免措置関係について
　・電力料金の値上げと影響
　・FIT賦課金対応情報
　・送配電網の維持・運用費用の負担について
2）地球温暖化対策関連
　経団連 低炭素社会実行計画 速報版と目標見直し
　・カーボンプライシングについて
　・COP23環境省報告／経団連の活動
　・経産省　モントリオール議定書キガリ改正
　・森林環境税をめぐる動向について
3）環境関連
　化審法エチレンオキシド

その他
　・「ガスの廃棄指針」改正 技術審議会報告 
　・来期活動概要について 
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平成30年度　定時総会

　環境・安全部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

12 省エネフォローアップ
小委員会

平成29年7月21日 1）低炭素社会実行計画 　  
　・低炭素社会実行計画フォローアップ調査結果 
　・日化協 提出資料
　・LCIパラメータ
2）FIT賦課金減免制度の対応状況について
　・賦課金の動向について
　・電力多消費団体打ち合わせ資料
　・FIT対応資料

13 平成29年11月11日 1）低炭素社会実行計画／エネルギー関連情報
2）JIMGA物流WG　CO2排出量
3）環境省　サプライチェーン排出量算定の考え方
4）FIT賦課金減免制度の対応状況について
　・Q&Aリニューアル／対応窓口
　・各社賦課金の対応状況について　
5）電力多消費産業　カーボンプライシング問題
6）経産省 冬季の省エネルギーの取組について

14 平成30年3月9日 1）FIT賦課金減免制度対応状況について 
　・電力近況　燃調費・賦課金計算のまとめ
　・H30FIT対応状況
　・平成30年度以降の調達価格等に関する意見 
2）低炭素社会実行計画関連
　・経団連　2017結果について
　・JIMGA低炭素社会実行計画2018年度予定
3）その他
　a）電力エネルギー関連
　・カーボンプライシング問題について
　・送配電網の維持・運用費用の負担について
　b）地球温暖化対策関連
　・経産省 モントリオール議定書キガリ改正
　・森林環境税をめぐる動向について
　c）環境問題関連
　・化審法エチレンオキシドについて
　d）補助金関連

　国際部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

1 国際部会 平成29年4月19日 平成28年度活動実績および平成29年度活動計画

2 平成29年11月1日 平成29年度上期活動実績

3 IHC対応WG 平成29年4月10日 1）平成28年度活動実績
2）平成29年度活動計画
3）特殊ガスギャップ分析進捗
4）国際整合化活動紹介Webページ確認

4 平成29年6月28日 1）第40回IHCバンコック会議
2）IOMA-GC Web会議報告
3）第41回アメリカデンバー会議議事次第報告
4）特殊ガスギャップ分析進捗

5 平成29年10月25日 1）第41回IHCデンバー会議報告、
2）IOMA-GCドバイ会議議事次第紹介
3）特殊ガスギャップ分析進捗
4）IOMA Broadcaster岩谷産業の記事紹介

6 平成30年2月21日 1）IOMA-GCドバイ会議報告
2）第42回IHC神戸会議議事次第紹介と開催要領説明
3）平成30年度JIMGA基準化候補決定
4）IOMA国際整合化活動功労賞推薦

7 第41回IHCデンバー会議 平成29年7月11日
～ 13日

1）各協会報告
2）IOMA-GC　Web会議報告
3）IHCプロジェクト進捗・新規プロジェクト確認
4）他協会基準の影響とその対応
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　国際部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題
8 第42回IHC神戸会議 平成30年3月13日

～ 15日
1）各協会報告
2）IOMA-GC　ドバイ会議報告
3）IHCプロジェクト進捗・新規プロジェクト確認
4）国際整合化活動功労賞

9 IOMA-GC　Web会議 平成29年5月9日 1）IHC活動のリソースについて
2）国際整合化プロジェクト進捗確認
3）ギャップ分析進捗確認
4）他協会基準の影響とその対応
5）国際整合化功労賞決定

10 IOMA-GCドバイ会議 平成29年11月12日
～ 15日

1）IOMA総会参加
2）IHC活動のリソースについて
3）国際整合化プロジェクト進捗確認
4）ギャップ分析進捗確認
5）他協会基準の影響とその対応

11 R1-1074-2014-J　アルシン
　JWG Web会議

平成29年7月7日 改訂1版最終案確認

12 平成30年2月20日 改訂1版の修正提案対応

13 R1-1075-2014-J　ホスフィ
ン　JWG Web会議

平成29年7月5日 改訂1版最終案確認

14 平成30年3月5日 改訂1版の修正提案対応

15 規制改革WG 平成29年4月11日 1）ファスト･トラック制度
2）第11回高圧ガス小委員会会議報告
3）JIMGA表彰候補推薦
4）平成28年度活動報告
5）平成29年度活動計画

16 平成29年6月29日 「CEの単独荷おろし」新規採番、新認定事業所セミナー報告

17 平成29年10月24日 1）日本非破壊検査協会規格（NDIS）パブリックコメント
2）平成29年度上期活動報告

18 平成30年2月21日 1）容器再検査高圧ガス保安法パブリックコメント
2）経団連規制改革要望紹介

19 経済産業省
高圧ガス小委員会

平成30年3月23日 1）高圧ガスの事故状況
2）自主行動計画フォローアップ
3）高圧ガス保安のスマート化
4）水素社会実現に向けた高圧ガス保安法の見直し動向
5）Connected Industriesの取り組み

20 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

平成29年6月2日 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
―日本非破壊検査協会規格NDIS原案作成

21 平成29年6月30日 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
―日本非破壊検査協会規格NDIS原案作成

22 平成29年7月21日 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
―日本非破壊検査協会規格NDIS原案作成

23 平成29年8月21日 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
―日本非破壊検査協会規格NDIS原案作成

24 高圧ガス保安規制及び高圧
ガスを利用した各種製品に
関する法技術的課題の検討
委員会

平成29年9月25日 可燃性ガス判断の実験方法について基準を検討

25 平成30年1月16日 新冷媒に関する可燃性判断を行うための試験方法を検討
（一般産業ガスに関する可燃性試験は変更なし、可燃性、不燃性の対
象の変更なし）
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　国際部会

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

26 JIMGA基準化会議
（Web／面談）

平成29年4月18日 「空気液化分離装置の安全運転指針」確認

27 平成29年5月24日 「空気液化分離装置の安全運転指針」確認

28 平成29年6月20日 「空気液化分離装置の安全運転指針」確認

29 平成29年7月3日 「空気液化分離装置の安全運転指針」確認

30 平成29年7月20日 「空気液化分離装置の安全運転指針」確認

31 平成29年8月18日 「空気液化分離装置の安全運転指針」確認

32 平成29年9月8日 「空気液化分離装置の安全運転指針」確認

33 平成29年10月6日 「空気液化分離装置の安全運転指針」確認

34 平成29年11月9日 「空気液化分離装置の安全運転指針」確認

35 平成29年12月12日 「空気液化分離装置の安全運転指針」確認

　地域本部、本部長、事務局長会議

№ 会議・WG会議名称 開催年月日 議　　　　題

1 全国事務局長会議 平成29年6月15日 1）各地域本部の懸案事項
2）本部連絡事項
　a）医療ガス部門
　・医療ガス容器保安対策指針の推進に向けた取り組み
　・医療ガス誤認防止策の推進に向けた取り組み
　b）産業ガス部門
　・FIT賦課金・減免制度状況について
　・JIS発行の案内について
　・液化水素ポンプを使用した圧縮スタンドの技術基準の整備について
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1．主要会議

産業ガス部門総会・定時総会 

平成30年6月12日

理事会 

第1回：平成30年5月29日

第2回：平成30年6月12日

第3回：平成30年6月12日

理事会・評議員会合同会議 

第1回：平成30年5月29日

第2回：平成30年11月28日

賀詞交歓会 

平成31年1月15日

全国事務局長会議 

平成30年6月13日

2．総務部会

理事会・評議員会および総会に諮る以下の事項

について審議する。

　・ 平成29年度産業ガス部門決算報告書および

平成30年度予算案について

　・ 平成30年度理事会、部門理事会・評議員会

合同会議開催について

　・会員の入退会、事務局職員の異動について

　・表彰選考委員会推薦者について

　・その他、規定の改定等

3．広報委員会

JIMGAが果たす社会的責任やコンプライアン

スへの取り組みを的確に情報発信し、協会の地位

向上を図り、協会全体の事業活動を支援するため

に以下の取り組みを行う。

（1） 協会ウェブサイトの内容の充実

会員へのタイムリーな情報提供に努め、発

信するJIMGAを意識した情報発信を行う。

また、各ページを点検し、陳腐化した情報

の更新や必要な情報の提供に努める。

（2）会報誌、ニュースレターの発行

活動・事業の記録および広報誌として、協

会 の活 動 と事 業 の報 告、 重 要 課 題 への取

り組み、トピックス、 統計データ等を内

容 として、 これまでどおり、 会 報 医 療 を

毎月、産業ガスレポートを9月と3月の年

2回発行する。また、協会解説、ニュース

等の通信紙として、活動や事業の報告ダイ

ジェスト、ニュース、会員紹介等を内容に、

JIMGAnewsを偶数月末に発行する。

（3）マスコミへの発信

協会の動向や意志を協会トップや役員から

直接発信するべく、記者会見や記者懇談会

等を通じて、情報発信の機会をより一層広

げ、パブリシティの充実を図る。6月、11

月の年2回を定例記者会見とし、適時臨時

記者会見を開催し、情報発信を行う。

（4）広報活動の連携強化

社会インフラとしての産業・医療ガスの

認知度の向上を目指し、医療ガス部門･産

業ガス部門のワンボイスでの情報発信に努

め、広報活動を強化する。

4．企画部会

各WG間で情報を共有し、保安確保のための活

動を継続する。

4-1．長期停滞容器回収推進WG

（1） 一昨年度に公表した、「容器使用料の考え

方について」の活用状況を情報共有し、容

器使用料の契約化推進を図る。

（2） 貸出容器の有償化に関して、考え方の整理

を完成させ、対外的に公表することによっ

て、延滞料から容器使用料への移行を促進

平成30年度　事業計画



56産業ガスレポート vol.39 産業ガスレポート vol.39

平成30年度　定時総会

する。

（3） 地域行政の「容器管理指針」発行について、

未だ発行されていない行政に対する取り組

みを更に強化する。また返却期限の記載の

ない指針について、記載を働きかける取り

組みも強化する。

（4） JIMGAの会報、ウェブサイト等を活用し、

長期停滞容器を回収するための各種資料の

周知に努める。

（5） 容器RFタグ運営委員会およびEDI運営委員

会との連携を行い、RFタグによる容器管理

およびJIMGA-EDI活用による容器使用料徴

収の実例紹介を検討する。

4-2．物流WG

産業ガスの物流において、保安と配送効率化

（CO2 排出量削減）という二つのテーマに対し、幅

広く意見交換を行っていく。

（1） CO2 排出量統計を継続して行う。拠点の減

少等により配送効率が悪化している炭酸ガ

スローリについての状況を把握、業界全体

として輸送効率の検討を行い、更なるCO2

排出量の低減に向けた意見交換を行う。

（2） 引き続き各社共通のヒヤリハット事例に対

し意見交換を行う。各社の保安教育に活か

すと共に、業界としての取り組みに繋がる

ような内容について協議を行う。

（3） 産業ガス業界以外の物流の取り組み状況（共

同物流・配送システム等）について情報収

集し、外部講師招聘等により理解を深める。

（4） 緊急対策WGで作成する「プラントの定修

予定表」について、本WGでも情報共有化

を図る。

（5） 物流関係の事故情報の交換や保安法改正に

関する情報共有を図る。

4-3．容器処理WG

主な活動を「高圧ガス容器特別回収プロジェク

ト」との合同会議とする。WGとして解決すべき

課題が発生した場合は、随時会議を開催する。

5．容器RFタグ運営委員会

（1）普及・促進活動の強化

　・ 各社のグループ内で未導入の会社・充塡所に

ついて、また、販売店への導入を促進するた

めに情報交換を実施する。

　・ 地域本部の実情と要望に応じて説明会を開催

する。

　・ タグメーカーに対して、小容器用RFタグの

評価結果をフィードバックする。また、新形

状タグの開発の推進や、コストダウンを図る

ための技術的な方策を検討する。

（2）各種課題への対応の継続

　・ 高圧ガス業界以外での利用を目指し、異業種

へのアプローチを実施する。

　・ 容器検査所におけるRFタグの取付け拡大を

支援するため、全国高圧ガス容器検査協会の

講習会計画に合わせR Fタグの説明を計画

する。

6．EDI運営委員会

（1）普及促進活動

JIMGA－EDIの採用拡大に向けて、会員各

社 の導 入 に障 害 となっ ている条 件 を確 認

し、解決策を検討する。また、地域本部の

要望等、必要に応じて説明会を開催する。

（2）EDIシステム運用

システム運用会社からの報告による課金管

理を確実に実施する。

（3）他のWGとの連携

容器RFタグの情報交換事例や容器使用料徴

収への利用事例を収集し、紹介する。

7．技術審議委員会

年2回開催し、JIMGAの活動の中心である技術、

保安、環境、安全等に関し、上程された案件を審
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議する。

8．技術・保安部会

年2回開催し、各WG間の情報を共有し、技術、

保安に関する取り組みを推進する。

8-1．容器技術WG

（1） 国内保安規則、例示基準およびKHK基準等

への対応を行い、必要に応じて、意見提出、

改正要請を行う。

（2） 法令の改正、ISOやJIS規格改訂等があった

場合、必要に応じて見直しや制定を行う。

（3） 制度化された超音波探傷試験（UT検査）に

よる容器再検査方法への対応を検討する。

（4） ISO/TC58国内委員会への参画とISO規格原

案等の検討、また、平成31年2月11日の週

にイタリア・ミラノで開催されるイタリア

規格協会主催のTC58/SC4国際会議に参加

する。

（5） 容器再検査へのAE、UT検査導入への対応

を行う。

8-2．超低温貯槽WG

（1） JIMGA自 主 基 準 として、CEと一 緒 に使 用

される蒸発器の取扱注意事項に関する内容

をまとめ、会員に情報提供するための資料

を作成する。

（2） 高圧ガス保安法の各種規則・同例示基準及

びKHK基準等を検討し、基準に不合理が

あった場合、外国基準の引用も含め対応を

検討する。

（3） ファスト・トラック制度活用案件として、

「超低温容器用材料としてSUS304N1/N2の

採用」については、経産省の意向を確認し、

情報開示等を行う。また、「低温容器の膨

張試験の廃止について」については、海外

規格との比較、国内規則の車載用燃料LNG

容器との不整合等を説明し、再度交渉して

いく。

（4） ISO/TC220国内委員会活動へ参画とTC220

関連基準検討、また、平成30年6月2日～

4日にパリで開催されるTC220国際会議へ

参加し、情報の収集と発信に努める。

（5） 各地域本部の要望に応じて、「CEの構造と

安全な取扱い、日常巡回点検記録表への記

載要領等」、「超低温液化ガス（酸素、窒素、

アルゴン）充塡用ステンレス製フレキシブ

ルホースに関する取扱い自主指針」、「CE設

置事業所・ローリー運行事業所関係基準」、

「CE附属品の取り扱い要領（改訂版））」に

ついての講演を行う。

8-3．充塡技術WG

「高圧ガス充塡フレキシブルホース（可とう管）

に関する研究・検討及びレポート作成」を完成す

る。また、地域本部主催の保安セミナー等の講師

の要請があれば対応し、地域本部との連携を図る。

8-4．保安対策WG

（1） CEへのローリ単独荷おろし実施要件につい

て、経産省での検討結果に応じて内容を修

正し、並行してJIMGA基準としての制定に

向け取り組む。

（2） 充塡所を保有する会員にリスクアセスメン

トの実施を促進し、重大事故の防止に活用

できるリスクアセスメント資料を作成する。

（3） 地域本部との連携として、地域本部主催保

安セミナー等への講師派遣や、法律解釈や

トラブル対応への支援を行う。

8-5．教育・研修WG

（1） e-ラーニング「水素の安全な取扱い（改訂版）」

を平成30年6月を目途にリリースする。

（2） 既存e-ラーニングのうち、高圧ガスの安全

基礎知識（平成27年改訂版）およびダイジェ

スト版（平成26年初版）、炭酸ガス（二酸化

炭素）の安全な取扱い（平成24年初版）につ

いて、内容の見直しを行う。
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8-6．安全統計WG

（1） 会員各社に対し、高圧ガス事故、高圧ガス

作業に関連する労災事故の情報提供を呼び

かけ、必要に応じJIMGA ウェブサイトに

掲載する。

（2） 従来通り、労働災害情報の分析・検討を進

め、労働災害指標である度数率、強度率、

事故の傾向分析等を行う。調査報告は6 ～

7月頃に発行する。

（3） KHKの高圧ガス事故統計資料（平成22年～

29年）およびJIMGAの事 故 情 報 について、

本年度は高圧ガス移動時における事故の原

因と傾向を分析し、安全ニュースを発行す

る。

（4） 過去の事故情報、ヒヤリハット事例等を活

用し、各地域本部の保安セミナー等での発

表を通じて情報の共有化と、安全活動に係

る教育活動を支援する。

8-7．ヘリウム技術WG

（1） 業界向けだけでなく、消費者・使用者へも

情報提供できるよう、ヘリウムの供給・動

向・用途・信頼性・安全性・事故事例等に

ついて、幅広く情報収集を行い、都度WG

内で検討・討議を行う。

（2） 水深40mを超える潜水業務における潜水用

ガスの使用状況について、継続して実態調

査を行う。

（3） ヘリウムソース、海外情報の収集・分析、

また用 途 に関 する技 術 開 発 動 向 等 につい

て、引き続き情報収集を行う。

（4） これまで作成した冊子等の改訂要否を検討

する。

8-8．炭酸ガス技術WG

（1） 各地域本部で開催する炭酸ガス技術WG/

Gの会議に出席し、動画やスライドなど炭

酸ガス保安講習会向け本部制作ツールの説

明、提案を行い、保安講習会での使用を促

進する。

（2） 第18回炭酸ガス保安講習会の準備状況を共

有し、資料の提供や講師派遣等の開催支援

を行う。

（3） 各地域本部の炭酸ガス保安講習会参加報告

とアンケート結果の分析から、次回開催に

向けた課題を抽出し解決策を立案する。

8-9．溶解アセチレン技術WG

（1） 38年容器の周知をより推進させるための方

法を検討するとともに、パンフレットの内

容の見直し等を行う。

（2） アセチレン事業所の保安活動を推進する

とともに、アセチレン事故再発防止策を

JIMGA基準に追加するにあたって内容の見

直しを行う。

（3） KHKのISO/TC58国内審議委員会へ委員派

遣を継続する。

（4） RFタグの普及推進と現状把握を行う。

8-10．水素企画委員会・水素技術WG

（1） 平成30年の圧縮水素出荷実績について仕向

先・荷姿別の出荷実績を集計し、「圧縮水

素出荷実績5年推移（暦年：平成25年～平

成29年）」を作成、JIMGAウェブサイトに

統計資料として掲載する。

（2） 「平成31年度水素プラント定修予定表」を

作成し、企画部会 物流WGや各地域本部へ

情報を提供する。

（3） 各地域本部と連携し、水素ガスの製造、輸

送及び消費に関する保安対策を図っていく。

（4） 平成20年度改訂「水素ガスハンドブック」

について、最新の法規・法令、最新の知見

に基づいて改訂作業を行う。また、国際整

合化原案である「客先に設置した水素配管

システム」の内容を確認し、日本に合致し

ている内容については改訂版に盛り込む。

（5） 研 修 会 の開 催、 他WGへの参 加 を通 じて、

会員会社への技術・安全情報の提供と共有
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化を推進する。

8-11．特殊ガス企画委員会・特殊ガス技術WG

（1） 「主要半導体材料ガス等国内販売実績5年

推移（平成25年～平成29年）」および「標

準ガス国内販売実績5年推移（平成25年～

平成29年）」をJIMGAウェブサイトに掲載

する。また、統計作成タスクフォースを設

置し、それぞれの平成30年（暦年）の統計

を作成する。

（2） CRC西日本より、容器種類別処理本数に関

するデータを得て、 過去10年の推移表を

JIMGAウェブサイトに稼働実績として掲載

し、公共の安全確保・環境保全への同社の

貢献を報告する。

（3） 国際整合化文書「シランの貯蔵と取扱い」

の改訂に伴う、JIMGA技術基準改定作業を

通じて、IHC対応WGに協力する。

（4） JCSS対象製品のうちCH4、C3H8、NO2 の各 

エアバランスのSDS、および特殊ガス技術

WGにて維 持 管 理 する63物 質 のイ エ ロ ー

カードの改訂版について、技術審議委員会

に上程する。

（5） 昨年に引き続き、東京工業大学の特殊材料ガ

ス安全講習会に講師として委員を派遣する。

（6） 昨年に引き続き、経産省へ容器基本通達改訂

進捗の確認を行うと共に、追加資料の要請

があればKHKの協力を得ながら改正に向け

た働きかけを継続する。

9．環境・安全部会

年2回開催し、各WG間の情報を共有し、エネ

ルギー政策の見直しと地球温暖化対策関連動向を

フォローし、電力多消費産業の立場から対応する。

9-1．環境保全WG

（1） 経団連低炭素社会実行計画フォローアップ

調査を実施する。

（2） 地球温暖化、省エネルギーの諸施策に関し

て情報収集し、必要に応じて、会員への周

知、対応等を検討する。特に、昨年度から

始まった「エネルギー基本計画」の見直し

について注視する。

（3） FIT賦課金減免制度に関連する情報収集に

努め、会員への周知を行う。

（4） 環境関連の情報収集を元に、必要に応じて

環境ニュースを発行する。

9-2．化学品安全WG

（1） 窒素（JIS K 1107:2005）について、書きぶり

を平成29年改訂の酸素やアルゴンに合わせ

た改訂案を作成する。

（2） 必要に応じて、SDSやイエローカードの見

直しを行う。

（3） 収集したリスクアセスメント情報をJIMGA

会員に開示する内容や方法等を検討する。

10．国際部会

年2回開催し、WGの活動報告や国際会議参加

状況報告等の情報を共有する。

10-1．国際整合化委員会（IHC）対応WG

（1） 国際整合化プロジェクト JIMGA基準化を推

進する。（新規2件、改訂9件）

（2） 「アルシンの安全な取扱い指針」、「ホスフィ

ンの安全な取扱い指針」について対応を継

続する。

（3） 参考国際整合化文書の「酸素パイプライン

システム」と「シラン及び混合ガスの貯蔵

と取扱い」についてJIMGA基準を作成する。

（4） AIGA、CGA、EIGA、IOMAとの協 調 関 係

の強 化 として、 第43回IHCア ン ト ワ ー プ

会 議（平 成30年8月28日 ～ 29日）、 第44回

IHCアジア会議（平成31年2月）、IOMA-GC 

web会議（平成30年5月16日）、IOMAウィー

ン 総 会（平 成30年9月30日 ～ 10月3日）に
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平成30年度　定時総会

参加する。また、THPGIA（台湾高圧ガス

工業会）との交流（平成30年5月23日～ 24

日）として、関東地区、医療ガス充塡工場

とRF-ID管理充塡工場を見学する。

10-2．規制改革WG

（1） 規制改革要望を発掘・募集し、提案を促進

する。

（2） 次の規制改革要望案件のフォローアップを

行う。

　・ 医療用酸素容器の定期点検期間の緩和

　・在宅酸素用LOX装置の製造届出要件の緩和

　・超低温容器の膨張測定試験の廃止

　・CEの単独荷おろし

（3） 次の規制改革実現と規制改革後の運用把握

を行う。

　・ 容器再検査のAE（音響）/UT （超音波探傷検

査）のNDIS（日本非破壊検査規格）

　・ ファスト・トラック制度および新認定事業所

制度

　・ 高圧ガスの燃焼性試験方法等及び高圧ガスを

利用した各種製品に関する法的課題の検討会
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1．会員の現状
平成30年6月12日現在

医療ガス部門 産業ガス部門 合 計

正 会 員※ 729社 295社 1,024社

賛助会員 － 24社 24社

海外会員 － 5社 5社

合　　計 729社 324社 1,053社

※正会員社数は議決権数を表す。

2．今後の主要日程

開催年月日 開催場所

平成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

平成31年度第1回
部門理事会・評議員会合同会議

平成31年5月28日（火） 
13：00 ～ 経団連会館

平成31年度 定時総会 平成31年6月12日（水） 
15：30 ～ 経団連会館

会員の現状、今後の主要日程
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産業ガスレポート vol.39

‘反脆い’関係づくりへ
～那須岳（三本槍岳）紀行～

JIMGA副会長　石井　敏康

今 年 の6月 のある日、JIMGAの保 坂 常 務
執行役員（当時）から突然JIMGA産業ガスレ
ポートへの寄稿を依頼された。なんでも副会
長の持ち回りの仕事（!?）とのこと。はて、何
を書こうか？締切りは8月末とのこと。なら
ば、夏休みの宿題宜しく、夏休み中の活動を
書こう！

私は、東京ガスに入社して35年、東京ガ
スケミカルの社長になり2年5か月になろう
としている。この間、私自身は働き方改革と
は無縁の会社中心の生活を送ってきた。人生
100年時代（といっても私は「ピンピンころ
り」を切望しており、太く短くが希望である
が、こればかりは自分で決められるものでも
ない）、アフターリタイアメントについても、
少しは気にかけねば。。。日頃より職場では、

「とにかく社内のコミュニケーションが大切
だ！」と言っているが、プライベートはどう
だろうと胸に手を当てる。今春に年下の愚息
が就職し一人暮らしをスタートしたので、26
年 ぶりに妻 との二 人 暮 らしが始 まっ た。 家
庭環境にもさまざまな変化が起こりうる。「ブ
ラック・スワン」の著者ナシーム・ニコラス・
タレブが最近の著書「反脆弱性」の中で記し
ている、 反 脆い（はんもろい）組 織とか、 変
化をチャンスに変える組織とまではいかない
までも、変化に柔軟に対応できる関係づくり
の第一歩を目指してみよう！とはいえ、平日
の生活の見直しは全く考えていないので、今
年の夏休みの課題を妻との関係を「反脆い」
ものとするというか、そんな関係づくりに設
定した。

妻は自称「初級者山ガール」（せめて山レ
ディーだろ？）で、数年前仕事を辞めて以降、
時々ママ友と関東近郊の日帰り山歩きを楽
しんでいる。ならば私が山歩きにトライし、
妻との接点を構築しようと（安直に）考えた。
日頃全く運動していない、腰痛持ちの私でも
耐えられるルート選定も大切だ。

夏休みの前半は、裏
うら

磐
ばん

梯
だい

高原に滞在した
ので、磐

ばん

梯
だい

山
さん

付近の山歩きをもくろんだもの
の、①台風の接近による不安定な天気と、②
弥
や

六
ろく

沼
ぬま

や五
ご

色
しき

沼
ぬま

付近でもクマが頻繁に出没す
るとのことでハイキングコースが閉鎖されて
おり、あえなく断念。なかなかうまくは行か
ないものだ。後半の那須高原でチャンスを
探った。

しかし夏山は、天候が安定しない。ちなみ
に那須高原でも年間降水量の一番多い月は8

山歩きルート（出典：ヤマケイオンライン）
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月だ。知らなかった～。しかも山の天気予報
は日々かなり変わる。滞在予定中には登山に
最適な日は無かったが、消去法で8/12（日）
を登山日とした。

那須連山は、黒
くろ

尾
お

谷
や

岳
だけ

（1589m）、南
みなみ

月
がっ

山
さん

（1776m）、茶
ちゃ

臼
うす

岳
だけ

（1915m）、朝日岳（1896ｍ）、
三
さん

本
ぼん

槍
やり

岳
だけ

（1917m）を那須五岳と呼ぶ。深田
久弥は、「日本百名山」の中で五岳のうちで、
朝日岳、茶臼岳、三本槍岳の三岳を「那須岳」
と記して百名山に挙げている。そのなかでも
茶臼岳はもっとも有名で、栃木県内唯一の活
火山であり、硫化水素の臭いのガスを噴出す
るとともに、麓には那須温泉を擁している。
ロープウェイ山頂駅（1684m）からであれば40
分ほどで頂上まで到達できる。 私も15年ほ
ど前に当時小学生の息子二人と登ったことが
ある。

今回の目標は、那須連山の最も奥にあり、
標高も一番高い三本槍岳に設定した。

8/12の早朝、5時半に峠の茶屋県営駐車場
（1462m）に到着。気温は16℃。真夏の割には
ひんやりと気持ちが良い。登山口にある鳥居
をくぐると、その先に毛糸で編んだ赤い帽子
をかぶった一対の狛犬があり、石畳の坂から、
階段、そして石がゴロゴロとした登山道へと
変わっていく。途中からはほとんど緑はなく
岩がむき出しのルートだ。この時期、日の出
は5時少し前。日の出から30分ちょっと経過
しているが、山々は赤っぽく輝いている。妻
はさっさと進んでいくが、私は先が長いので、
一歩ずつ呼吸を乱さないように慎重に歩を進
める。

山々の峰には白い雲がかかっている。50分
ほどで茶臼岳と剣

けん

ヶ
が

峰
みね

の間の稜線にある真っ
赤な屋根が鮮やかな峰

みね

の茶
ちゃ

屋
や

跡
あと

（1720m）に到
着。稜線を渡る風が気持ち良い。ここは風の
通り道で、時折りかなりの強風が吹くところ
のようである。最初の休憩で、朝食に昆布の

おにぎりを2個食べる。空気が美味しいため
か、おにぎりも美味しく感じられる。

南方に茶臼岳があるのだが、雲が流れてい
て、頂上は見えたり見えなかったり。北には
剣ヶ峰（1799m）の先に、ごつごつした朝日岳
がこちらも時々顔をみせる。お天気がもつこ
とを再度お祈りする。

峰の茶屋からは剣ヶ峰を右から迂回するよ
うに進み、その先はごつごつとした岩山を登
る。踏み外せば転落しそうな場所もあるが、
登山道は整備が行き届いていて、必要な場
所に鉄の杭と鎖が張られている。前の日に雨
が降ったのか、斜面がぬれていて滑りやすく
なっている。登りは問題ないが、下るときは
ちょっと心配。心配性の妻にはプレッシャー
になっ ているようだ。 岩 場 を10分 ほど登 っ
て、峰の茶屋から40分弱で朝日岳分岐場所
に到着。少し広くなっていて、腰を掛ける場
所とかも整備されている。ここから朝日岳山
頂 までは10分 ほど。 しかし、 すぐそこに見
えるはずの頂 上 には雲 がかかっ ていたので、
今回は朝日岳には寄らず、三本槍岳を目指す
ことにする。

7時を過ぎて、時々強い陽射しが降り注ぎ、
暑くなってきた。水分補給も怠りなく。ここ
からは少し下って、少し登り、さらに下ると
1800ｍを超える標高での湿地帯、清

し

水
みず

平
だいら

に出
る。この辺りからは、三本槍岳山頂も含め、
這い松、笹が群生している。湿地帯の中は木
道が整備されていて、歩きやすい。木道の終
わる場所にはベンチとテーブルも用意されて
おり、私たちを抜いて行った小学生のいる家
族がそこで朝食タイムを過ごしていた。

湿原ではちょうどアザミが終わって、紫の
鮮やかなオヤマリンドウがあちこちで咲いて
いる。黄色いオトギリソウや、薄紫のヒメシャ
ジンも可愛らしい（と書くと、植物に造詣が
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あるように思えるが、実際のところは戻って
きてからネットで一生懸命調べた（笑））。色
鮮やかな花々は、笹の途切れた登山道近くに
多く咲いていて、まるで我々を迎えてくれて
いるようだ。

オトギリソウ

湿原を抜け、少し登ってまた少し下るとま
た粘土質の湿地っぽいところを抜け、1時間
弱で突然三本槍岳の頂上に着いた。ここから
は360度のパノラマが望め、北には飯豊山や
磐梯山なども見渡せる。ここまで、朝食の休
憩他計3回の休憩を入れて、3時間弱で目的
地に到着。

三本槍岳は、丸い形の緩やかな形の山。三
本槍岳という名前からとがった岩山を想像し
ていたが全然違う。その名前は、山頂の説明
文によれば、近隣の黒羽藩、白川藩、会津藩
の境にあり、毎年この3つの藩が山頂に槍を
立てて藩の境界を確認したことに由来すると
のこと。ここまでの登山道は非常によく整備

されており、素人の私でも到達可能なルート
だが、同じルートを戻らねばならぬところが
やや不満。ただ、考えようによっては、帰り
のルートがわかっているので、素人の私にも
残りの体力で十分戻れることがわかるのはメ
リットともいえる。同じルートを戻り、12時
前には登山口まで戻って来られた。日ごろの
行いのせいか、無事雨に合わずに、むしろ天
気予報より良い天気のなか、山歩きを楽しむ
ことができた。

三本槍頂上（1917m）にて

初めて二人での山歩きというものをしてみ
て、私の一方的な感想は、お互いにペースを
合わせながら進むので、しゃべらなくてもコ
ミュニケーションができている感じ（幻想か
な?）が嬉しい。そして、身体に適度（時々過度）
な負荷がかかるので、息を整えながら進むこ
とで、無言の時間と程良い量の会話の時間が
持てるのが、予想外に心地よかった。

さて、 果たしてこれが、‘反 脆い’関係づく
りに役立ったのか？？それは、継続と、今後
の努力次第。「ローマは一日にしてならず」で
あろう。（いしい・としやす＝東京ガスケミカ
ル株式会社　代表取締役社長）
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1.　技術・保安部会
容器技術WG

容器技術WGは、容器に関する国内法関連対応、

ISO規格の改訂・新規規格化案件対応および容器

再検査の新技術の採用に向けた動向調査、検討を

中心に活動しています。

新たな容器再検査方法として、企業実証特例制

度の結果を踏まえたUT（超音波探傷検査）やAE

（アコースティックエミッション）が検討されて

きましたが、 本年3月末にUTによる再検査の一

般規制化が行われました。また、並行してUTや

AE/UTによる再検査の特認を取得する事業者も

出ました。いずれも半導体製造用高圧ガス容器が

対象でガス種の指定その他要求事項もあって、そ

の適用範囲はかなり限定的になっています。今後

はこれらの動向（運用状況等）に注視し必要な対

応を行っていきます。

その他ISO関連の取り組み等は従来どおり着実

に実施しています。

超低温貯槽WG

平成30年度前半は以下の内容について活動を

行いました。

（1）自主基準の作成

液化ガス設備で一般的に使用される空温式蒸

発器と温水式蒸発器に関し、周知すべき取扱注意

事項について検討を行っています。今後、会員へ

情報提供できるようにまとめていきます。

（2）規制改革

超低温容器における膨張試験の廃止を再度要

望していくため、海外の主要規格では実施されて

いないことと、国内基準内の矛盾を整理しまし

た。今後、関係各所と協議していきます。

（3）ISO/TC220（超低温貯槽）への参画

2件のISO規格の改定作業に対応しました。ま

た、6月4日～ 6日にパリで開催された国際会議

に出席し、ISO規格案について協議しました。今

後も積極的に参加し、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

8月23日に四国地域本部セミナーにて「CE設

置事業所・ローリー運行事業所関係基準」と「CE

附属品の取扱要領」に関する講演を行いました。

充塡技術WG

充塡技術WGは、9つの地域本部とメーカー 4

社で構成し、活動しています。

平成30年度は、次の三つのテーマに取り組み

活動していく予定です。

一つ目は、昨年度より継続中の「高圧ガス充

塡フレキシブルホース（可とう管）に関する研究・

検討及びレポート作成」の完成を目指し、WG委

員で議論を行っています。最終的に「圧縮ガス（酸

素、窒素、アルゴン）充塡用フレキシブルホース

に関する取扱い自主指針」として取りまとめ、下

期の技術審議委員会に上程・承認を得た後、今年

度中に初版発行できるように進めています。

二つ目は、WG委員の知見を広める目的でスキ

ルアップ研修を計画し、5月に高圧ガス容器メー

カーである㈱ベンカン機工にて見学研修を行い、

高圧ガス容器の製造工程等を学びました。

三つ目は、過去に作成した基準等を含め地域

本部主催の保安セミナーの講師の要請があれば

積極的に対応し、地域本部との連携を図ってい

きます。

保安対策WG

保安対策WGでは、高圧ガス保安に関わる法令

対応や技術基準の検討等を中心に活動しています。

昨年度取り組んできました「CEへのローリの

技術・国際ニュース



66産業ガスレポート vol.39 産業ガスレポート vol.39

技術・国際ニュース

単独荷おろし」は、今年2月に経産省、高圧ガス

保安室にJIMGA自主基準「CE設置事業所への単

独荷おろし実施要件」を作成のうえ提出、6月に

も、再度、高圧ガス保安室への説明も行い基準認

定へ向けて活動を継続しています。今年度は、充

塡所におけるリスクアセスメント実施事例集の作

成に取り組んでいます。リスクアセスメントは産

業事故の有効な防止策のひとつです。近年、KHK

等が製造事業者にリスクアセスメントの導入を促

進していることを踏まえて、充塡所ですぐに使え

る実施事例集を作成し、会員各位の活動に役立て

ていただこうと考 えています。 今 年 度 中 に完 成

し、来年度上期にリリースする予定です。

教育・研修　WG

本年度も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）の内容見直しと改訂作

業を行っています。まず、「水素」について、昨

年度より新しい技術の紹介等も取り入れて改訂の

討議を重ね、①統計データの更新、②技術資料の

見直し、③水素に関する新しい技術の紹介、④理

解度テストの設問見直しおよび追加を中心に見直

しと改定を行い「水素の安全な取扱い」の改訂版

を8月にリリースしました。

また、昨年度リリースしました「溶解アセチレ

ンの安全な取扱い」は、アセチレンに係る業務従

事 者 に幅 広 くご活 用 いただけるよう、JIMGA地

域本部からの要請に応じてe-ラーニングの説明会

を実施しています。

引き続き、既存のe-ラーニング教材のコンテン

ツ内容見直しに着手しており、今年度は「高圧ガ

スの安全基礎知識」について、内容に誤りが生じ

ていないかを確認し、法改正に該当する箇所を改

定します。来年度上期のリリースを目途に取り組

んでいます。

安全統計WG

（1）事故情報の収集と活用

会員各社より高圧ガス事故、高圧ガス作業に

関連する労災事故の情報収集を行い、必要に応じ

JIMGAウェブサイト（会員専用ページ：災害・事

故情報）に掲載するように取り組みます。

（2）労働災害統計

会員各社からの事故報告内容を分析し、会員各

社へ再発防止に活用いただけるよう、年に一度報

告書としてまとめ、配信しています。労働災害指

標である度数率、強度率、および事故内容を災害

発生場所、災害発生時の作業、災害の種類等で分

類し分析を行いました。

平 成29年 労 働 災 害 統 計 調 査 報 告 を6月 に

JIMGAウェブサイトに掲載しました。会員268社

より報告をいただき、JIMGA度数率は0.70、強度

率0.017となり、全国製造業平均、化学工業平均、

EIGA平均（欧州産業ガスメジャー 6社）のいずれ

をも下回っています。

（3）高圧ガス関連事故（災害）の分類、解析

KHKの高圧ガス事故の平成29年報告の事故情

報を含めて、事故の原因と傾向を比較検討しま

す。今年度の分析テーマは、高圧ガス移動に関す

る事故とします。

（4）安全ニュースの発行

KHKと産業ガスの事故比較による分析を行い、

前項（3）の傾向分析を踏まえ平成30年12月に「安

全ニュース No.13」を発行する予定です。

（5）平成30年度の保安セミナーについて

「安全統計資料 ヒヤリハット・事故事例から学

ぶ保安」のテーマで、「平成29年労働災害統計調

査報告」、「高圧ガス関係事故の分析（安全ニュー

ス No.12）」を中心に、過去の事故情報、傾向分

析を活用し、各地域本部の保安セミナーでの発表

を通じて情報の共有化と安全に係る教育活動を支

援します。
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ヘリウム技術WG

昨年度より継続して取り組んでいる活動とし

て、2015年4月に労働安全衛生規則の改正で、水

深40mを超える潜水業務について、ヘリウムを呼

吸用不活性ガスとして用いることが規定されたこ

とに伴い、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を情

報収集しています。

また、ヘリウムソースの情報収集やヘリウム実

績、WG作成冊子の整理を今後改正が必要かどう

かについても継続審議しており、その他、新たに

取り組む案件をWG開催時に都度、検討・討議し

ています。

今年度は研修会として秋（10月頃）に「高温工

学試験研究所」でのヘリウムガスタービン発電施

設の研修を予定しています。

炭酸ガス技術WG

炭酸ガス技術WGは今年度よりWG長が交代し

新しい体制となり、5月16日に開催した会員18社

を対象とする年1回の全体会議で活動計画を決議

して実質的なスタートを切りました。

WGの活動は代表8社の委員を中心として年間

6回の定例会議、個別案件を討議するサブ WG会

議を開催し進めています。

今年度は1970年の第1回以来継続開催している

炭酸ガス保安講習会の第18回開催年度にあたり、

9月～ 11月にかけて各地域で開催する本講習会の

開催支援と講習会への参加、全体総括、次回以降

への課題抽出および解決を個別課題に掲げ活動し

ています。

上期の具体的な活動としては各地域で開催さ

れる炭酸ガス技術WG、技術グループの会議に委

員が分担して出席、地域ごとに開催準備の状況を

確認しつつ、当WGからは一昨年より準備を進め

てきた各種講習用ツールを提案し、相互に情報共

有することで講習会の成功につなげます。

また、昨年発生した炭酸ガス容器破裂事故の周

知と注意喚起については4月よりサブ WGを中心

に検討を進め、5月31日付でJIMGAウェブサイト

に注意喚起文書を掲載しました。

溶解アセチレン技術WG

「溶解アセチレンの製造に関する基準」はJIGA時

代の平成15年3月20日に刊行されたものがありま

す。15年間手つかずのままであったこの基準を見

直すため、多大な労力と時間がかかることを考慮

し、サブ WGを設置し実務レベルの作業を開始し

ました。今年度末の完成を目指して精力的に活動

しています。

また、溶解アセチレン容器の非アスベスト化を

目指して、2006年より啓発活動を行ってきました

が、12年を経て専用のチラシを見直し、再発行

することにより容器所有者の認識を深め、アスベ

ストを含有する容器が完全にゼロになるよう推進

しているところです。

なお、KHKより依頼を受けて、ISO/TC58国内

審議委員会へ委員を継続して派遣しています。

水素技術WG

平成30年度の活動テーマである「水素ガスハ

ンドブック（平成20年度版）」 の改訂について、

最新の法規・法令、最新の知見に基づいて改訂作

業を実施するためにサブ WGを立上げ、改訂作業

を進めています。数回のサブ WGを実施後、9月

28日開催の第2回水素技術WGにて改訂案の最終

確認を実施し、平成30年10月下旬には改訂案を

確定して、12月の技術審議委員会に上程する予

定です。

また、国際整合化原案「客先に設置した水素配

管システム」について、日本に合致している内容

は上記「水素ガスハンドブック」に盛り込む予定

でしたが、検討の結果、盛り込む内容はありませ

んでした。
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今年度の研修会は12月7日に宮古島にて、ス

マート水素ステーションの見学と次世代エネル

ギーパークでの研修を計画しており、WG員の知

識向上、情報共有を図っていきます。

特殊ガス技術WG

（1）容器基本通達の改定

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、同通達の改定案をKHKと協議を行い、

経産省へ改定の申し入れを行い、このほど経産省

より同通達の改定案が提示され、その内容の検討

をしています。

（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3種類

3文書について新規SDSを作成し平成30年度第1

回技術審議委員会にて上程し、うち2種類2文書

について承認を得ました。

（3）イエローカードの見直し

特殊ガス WGが維持管理する63物質のイエロー

カードの改定版を作成し平成30年度1回技術審議

委員会に上程し了承を得ました。

（4）「シランの貯蔵と取扱い」改訂への協力

JIMGA基準類JIGA-T-S/34/10「シランの安全な

取扱指針」の元となるEIGAが作成したCGA G-13-

2006がCGA G-13-2015へと改訂されたため、日本

語版のJIMGA文書を第2版に改訂するための内容

の見直しに協力しています。

（5）研修会の開催

KHK総合研究所において研修会の開催を予定

しております。

（6）その他活動

今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。

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

一般社団法人日本化学工業協会（日化協）を通し

て参加しています。その2017年度の活動実績を

取りまとめ、日化協へ提出しました。引き続き、

JIMGAにおいても地球温暖化対策への対応を進

めていきます。

また、再生可能エネルギー賦課金減免制度に関

し、情報収集を実施しました。

その他、環境関連の情報収集を進め、必要に応

じ環境ニュース等により、会員の皆様へお知らせ

します。

化学品安全WG

（1）産業ガス（窒素）のJIS改訂

窒素（JIS K 1107：2005）は2017年に改訂を行っ

た酸素やアルゴン JISと比べて記述様式が大きく

異なるため、酸素・アルゴンと合わせることを念

頭に改訂窒素JIS（案）作成の準備に入っています。

（2）SDS（安全データシート）の見直し

SDSの中には引用文献が記載されており、現在

この引用文献の出版状況を調査しています。今後

引用文献をどう整理するかなど検討を進めていき

ます。

また、昨年度SDSやイエローカードの一部見直

しを実施しましたが、今年度も継続します。

（3）リスクアセスメント

昨年度は化学物資の「リスクアセスメントの手

法」について調査を実施しました。今年度は収集

した情報を会員に提供する方法などを検討してい

きます。
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3. 国際部会
IHC対応WG

本 年3月13日 ～ 3月14日 にJIMGAがホ ス ト 役

として第42回国際整合化委員会（IHC）会議が神

戸ベイ・シェラトンタワーズで開催されました。

JIMGAの5名に加え、AIGA（アジア）2名、CGA（ア

メリカ）4名、EIGA（ヨーロッパ）4名の総勢15名

の参加となりました。各協会の活動報告として、

JIMGAからは、産業ガス部門では、「規制改革案

件（容器検査へのUT（超音波探傷検査）の適用、

CEへの単独荷おろし）、RFタグ導入状況、長期

停滞容器の回収結果）、医療ガス部門では、「MGR

実績、安全な容器の取扱いキャンペーン」の紹介

を行いました。JIMGA主導のIHC活動である改訂

文書「アルシンの安全な取扱い指針」および「ホ

スフィンの安全な取扱い指針」が間もなく発行さ

れることが確認されました。

また、5月16日 には、IOMA-GC（国 際 委 員 会）

がWeb会議で行われました。IHC活動進捗報告の

他、今後の活動方針を決める戦略会議の必要性が

議論されました。次回は、IOMAウィーン総会（9

月30日～ 10月2日）にて、GC会議が開催されます。

さらに、5月23日～ 24日に台湾高圧ガス産業

協会から26名が参加し、第9回技術交流会・見学

会を行いました。医療ガス製造専用工場（㈱千代

田）とRFタグ管理工場（アイ・テック・サービス㈱）

を見学しました。

会議に加え、JIMGAウェブサイトのIHC活動紹

介ページの更新を行うとともに、出版物として

11件の国際整合化文書（参考文書）が発行されて

います。保安を確保する上で、参考になる技術文

書ですので、閲覧ください。

規制改革WG

法改正関連では、「容器検査へのUT（超音波探

傷検査）の適用」に関し、高圧ガス保安法関連省

令等の改正（3月30日発令）が行われました。 一

昨年以降適用されましたファスト・トラック制

度、高度自主保安認定事業所制度を含め、これら

の運用状況の確認を継続しています。

規制改革案件の活動としましては、産業ガス部

門では、保安対策WGにて検討した「CEへの単独

荷おろし」に関する自主保安基準案をJIMGAよ

り経産省に提案し、省令等の改正の検討を開始い

たしました。「超低温貯槽容器の膨張試験の廃止」

について、経産省へ打診を行いました。医療ガス

部門では、「在宅液化酸素の製造届出」、および「酸

素充塡容器の定期点検期間」の緩和について、改

めて経産省へ申し入れを行いました。

JIMGA会員の皆様からの規制改革ニーズを確

実に拾い上げ提案を行うため、規制改革WGメン

バーにて役割の整理と再認識を行いました。4月

より、JIMGA内の技術WGメンバーとの意見交換

が円滑に行われる体制となっています。
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１．定時総会

日　時�: 平成30年5月7日（月）16:50 ～ 17:40

会　場�: ANAクラウンプラザホテル札幌

議　題

　第1号議案　平成29年度事業報告承認の件

　第2号議案　平成29年度収支決算報告承認の件

　第3号議案　平成30年度事業計画（案）承認の件

　第4号議案　平成30年度収支予算（案）承認の件

　第5号議案　 北海道地域本部役員改選の承認を

求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

本部出席者

　副会長　　　　川本　健一

　専務理事　　　永江　　裕

　常務執行役員　福盛　康宏

曽我部本部長挨拶（要旨）

今年は、明治政府が蝦夷地の名称を「北海道」

と命 名 してから150年 目 に当 たる節 目 の年 で、

150周年記念事業としてさまざまな取り組みがな

されると聞いております。北海道の更なる飛躍に

向けて、新たな一歩を踏み出す年になるよう期待

しています。

さて、今年度、北海道地域本部の活動として産

業ガス部門は、引き続き北海道溶材商業会との共

催にて「保安セミナー」を開催し、一層の保安の

強化・推進の啓発活動に努めていきます。医療ガ

ス部門においては、今年も医療ガス安全講習会を

札幌市内で開催し、更なる保安の啓発活動に努め

ます。また、北海道総務部危機対策課主催の「北

海道防災総合訓練」にも参加し、地域会員の皆様

に協力をいただき、災害時に的確で迅速な対応が

できるように訓練してまいります。今後も引き続

き、更なる活動を通してJIMGAを社会的に広く

周知し、業界の社会的評価を高める必要があると

考えております。

いずれにしても、今後とも皆様方の意見を充分

お聞きしながら、業界また地域の発展のために取

り組んでまいりたいと思いますので、ご協力賜り

ますようお願い申し上げます。

本日、ご出席の皆様方の益々のご発展を祈念し

て、簡単ではありますが、挨拶とさせていただき

ます。

曽我部本部長挨拶

 

川本副会長挨拶

平成30年度北海道地域本部定時総会の開催に

あたり、JIMGA本部を代表して一言ご挨拶申し

上げます。

日頃は、当協会の活動に多大なご支援、ご協力

を賜りまして改めて御礼を申し上げます。

昨年度は、幸いにも我々の業界に関係する大き

な高圧ガス事故の発生はありませんでした。しか

し、放置容器や管理の良くない容器の破裂事故は

いまだに発生しております。高圧ガス容器に関し

ましては、一昨年に放置容器の人身事故が発生し

たことを受け、特別回収運動について徹底した取

北海道地域本部



71 産業ガスレポート vol.39

り組みをいただきましたが、昨年も同様のご協力

をいただきました。この場を借りてご協力に感謝

申し上げます。引き続き高圧ガス事故の撲滅を

目指して、皆さんと協力して取り組みたいと思い

ます。

また、新たな問題として各地域で対応にご苦労

いただいているのが、鳥インフルエンザの問題で

す。一昨年の年末から昨年の初めにかけては、大

流行があり、今年も四国で新たに発生しており、

会員の皆様におかれましては、炭酸ガスの緊急供

給要請への対応に大変ご苦労いただきました。そ

の甲斐もあり、昨年JIMGAは農林水産大臣から

感謝状を交付されました。業界の地位向上に大き

く貢献いただいたものであり、会員の皆様にはあ

らためて敬意を表したいと思います。

さて、我々を取り巻く環境につきまして、ここ

数 年、 二 つのお話 をさせていただいております。

一つは電力料金の問題です。原発停止による電気

料金の値上げは、最近の原燃料価格上昇により、

昨年までは低水準であった燃料費調整単価が大き

く上昇しました。一方、再生可能エネルギー固定

価格買取制度（FIT）賦課金の減免制度は一昨年末

に見直しがなされましたが、FIT賦課金はこの平

成30年5月 より、 昨 年 度 までの1kWhあたり2.64

円から2.90円に改定されました。減免制度が現状

のまま継続することはありませんので、JIMGAと

しましては、引き続き電力多消費産業11団体とし

て連携し、できる限り我々業界の負担が増えない

よう取り組んでまいります。

消費税の問題につきましては、平成31年10月

の実施に再延期された税率10%への再引き上げに

ついて、政局の影響もあり、先行き不透明であり

ます。協会としましては、昨年転嫁カルテルの期

限を延長しましたが、引き続き調査会を活用して

転嫁状況を確認してまいります。

今年度の課題につきましては、後ほど両部門か

らお話ししますが、産業ガス、医療ガス両部門共

通の課題としまして、コンプライアンスと保安の

確保を第一に掲げ、安心・安全を確立し、産業ガ

ス・医療ガス業界の更なる地位向上を目指してい

きたいと思います。

加えて、我々の産業・医療ガスが、社会・産

業のインフラおよびライフラインとして重要な製

品であることを社会の皆様方に御理解いただくた

め、また、会員各社のブレーンとして会員の皆様

から必 要 とされるJIMGAであるために、 絶 えず

発信することを意識してJIMGAのプレゼンス向

上を目指してまいります。

最後に本日ご出席の皆様方の益々のご繁栄と

ご健勝を、またそれぞれの会社のご発展を祈念申

し上げ、挨拶とさせていただきます。

　　

川本副会長挨拶

松岡幹事懇親会乾杯挨拶
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２．平成30年度産業ガス部門活動方針

（1）保安強化、保安啓蒙活動の促進

保安啓発のセミナーを北海道溶材商業会と共

催にて開催します。

技術保安に関する情報提供、技術保安に関する

セミナー、説明会等を実施します。

（2）RFタグ普及の推進

最新情報の提供および普及促進の説明会開催、

関連アンケート調査の実施等、RFタグ普及活動

を推進していきます。

（3）視察会開催による会員の交流

高圧ガスに関連する施設（設備等）の視察会を

開催し会員の交流を図ります。

３．組織図

総 会 

事務局

幹事会 

企画部会

技術保安部会

企画WG

RFタグ推進WG 

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
役　　員

幹　　事� 松岡　喜義　　大陽日酸北海道㈱　代表取締役社長
幹　　事� 坂本　雅博　　函館酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事� 重塚　　穀　　日本エア・リキード㈱　北海道恵庭工場長
幹　　事� 吉澤　尚芳　　東邦アセチレン㈱　札幌営業所長
幹　　事� 笹原　　敦　　エア・ウォーター㈱　総務部 
　� 　　　　　　　　事業所管理グループリーダー
会計監事� 大道　和広　大陽日酸北海道㈱　取締役 生産本部長
事務局長� 高橋　宏史　エア・ウォーター㈱　産業カンパニー　
� 　　　　　　　産業ガス関連事業部 産業ガス部　
� 　　　　　　　エアガスグループ（札幌）担当部長

技術保安部会
部 会 長� 横山　則美　エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部札幌 専任部長 兼
�  総務部 事業所管理グループ（札幌） 技術 専任部長
委　　員� 清水　和美　大陽日酸北海道㈱　技術部長
委　　員� 中山　　稔　函館酸素㈱　製造技術部 部長
委　　員� 重塚　　穀　日本エア・リキード㈱　北海道恵庭工場長
委　　員� 有田　健二　東邦北海道㈱　製造課 課長
委　　員� 三浦　克仁　高圧ガス工業㈱　札幌営業所長

 

　本部長
　曽我部　康
　エア・ウォーター㈱
　常務取締役 北海道代表
　北海道支社長

乾幹事懇親会中締め
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５．活動報告（平成30年2月～ 7月）

北海道地域本部　技術保安部会

日　時�: 平成30年6月5日（火）

場　所�: エア・ウォーター㈱北3条ビル

議　題�:  本年度の保安セミナーのテーマ選定及び

開催日調整

その他�: 北海道指導保安指針の配布

全国事務局長会議

日　時�: 平成30年6月13日（水）

場　所�: JIMGA本部

議　題�:  各地域本部の平成30年度活動計画と地

域WGの活性化、地域の課題、本部への

要望等

北海道高圧ガス容器管理委員会�平成30年度定時

総会

日　時�: 平成30年6月18日

場　所�: ANAクラウンプラザホテル札幌

議　題�: 平成29年度事業報告、収支決算報告

　　　　 平成30年度事業計画（案）、収支予算（案）

承認

　　　　役員改選

委　　員� 山本　和彦　北海道アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員� 深井　義昭　日本液炭㈱　北海道支店長
委　　員� 土田　恭裕　北海道エア・ウォーター㈱　保安技術部 技術グループリーダー
委　　員� 石本　範章　共同炭酸㈱　工場長
委　　員� 三浦　　岳　苫小牧共同酸素㈱　工場長

企画ＷＧ
委　　員� 横山　則美　エア・ウォーター㈱　総務部 事業所管理グループ（札幌）技術グループリーダー
委　　員� 野村　和伯　エア・ウォーター㈱　産業カンパニー 産業ガス関連事業部 産業ガス部　
� 　　　　　　エアガスグループ（札幌） 課長
委　　員� 清水　和美　大陽日酸北海道㈱　技術部長
委　　員� 加藤　展弘　函館酸素㈱　取締役 設備工事部 部長
委　　員� 松永　泰知　エア・リキード工業ガス㈱　東日本オペレーションセンター（恵庭）マネージャー 
委　　員� 有田　健二　東邦北海道㈱　製造課 課長
委　　員� 志田　勝広　北海道エア・ウォーター㈱　医療事業部 設備工事部 部長
委　　員� 河村　俊秋　日本液炭㈱　北海道支店 
委　　員� 山本　和彦　北海道アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員� 橋本　和夫　高圧ガス工業㈱　札幌営業所 課長
委　　員� 澤谷　敬司　エア・ウォーター炭酸㈱　札幌支店長
委　　員� 三浦　　岳　苫小牧共同酸素㈱　工場長
委　　員� 石本　範章　共同炭酸㈱　工場長

注） 平成30年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しています。
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１．合同定時総会

（JIMGA東北地域本部産業ガス部門および医療ガ

ス部門）

日　時�: 平成30年5月23日（水）16:00 ～ 17:15

　　　（医療ガス部門との合同総会）

会　場�: ホテルメトロポリタン山形

議　題

第1号議案　 平成29年度事業報告および収支決

算の承認を求める件

第2号議案　 平成30年度事業計画および収支予

算（案）の承認を求める件

第3号議案　 役員改選の承認を求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

来　賓

関東東北産業保安監督部東北支部

 保安課長　武者　透　殿

 山形県環境エネルギー部危機管理・くらし安心局

危機管理課 

 消防救急主幹　髙梨　学　殿

本部出席者

会長　　　　　間　　邦司

常務理事　　　瀬戸　昭則

常務執行役員　保坂　昭一 

坂本本部長挨拶（要旨）

私は5年前に仙台へ着任しました。5年前を振

り返ってみますと仙台の国分町がゼネコン・建設

業関係の方で大変賑わっておりました。一方、三

陸等の海岸を廻ってみますと震災から2年を経過

しておりましたので瓦礫は殆ど撤去されており、

膨大な敷地に多分相続関係がはっきりしていない

だろう破壊された家屋がポツポツと残っておりま

した。 復 興 特 需 と言 う言 葉 がささやかれたりし

て、私ども業界もある意味部分的ではありますが

潤った時代があったと思います。それ以降、東北

6県それぞれ環境は違うが、それほど景気がどん

どん上向くということが続いたという思い出はご

ざいません。しかしながら国あるいは各県行政の

皆様のご苦労により色々な投資案件が地域に降り

てきており、この山形も駅西口に次々とビルが建

設されて、東口もだいぶ整備されており驚いてお

ります。地域・地域で温度差がありますが若干の

槌音がしていると思います。

この東 北6県 はさまざまな課 題 を抱 えており、

その一つに少子化があります。秋田県も毎年県民

が1万人ずつ減少しており、統計的にはほぼ間違

いない動向です。私ども業界にどのようなことが

起きるかと考えると、色々な形態はあるが、ボン

ベ・LGC等の重量物を運ぶ作業では影響は計り知

れません。各社それぞれ世代交代と新しい若い力

の採用にお悩みになっているものと思います。数

年前ですが入社間もない人間がLGCを配達中に転

倒して下敷きになって死亡するという悲しい事故

が発生しました。これは高圧ガス・重量物を扱う

という業界全体の課題を表している一つの事例だ

と思います。

JIMGAに与 えられた大 きな課 題 の一 つは、 安

全をどのように推進していくかです。業界を挙げ

て国・地方行政と相談しながら進めていかなけれ

ばなりません。もう一つは効率化・合理化です。

次の世代の働く人を満足させられるような業界に

どうやったらなれるのかを考えていかなければな

らないと思います。

私はこの5月末日を持ちまして地域本部長なら

びに会社も退任することになりました。後程、役

員改選の段階では私の名前でありますが6月1日

東北地域本部
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を持ちまして自動的な継承で後任の日向野が次の

地域本部長を務めさせていただくことを前もって

お伝えさせていただきます。

 　　

坂本本部長挨拶

来賓ご挨拶（要旨）

関東東北産業保安監督部東北支部

武者　透　殿

高圧ガスは溶接・溶断・原料・食品・医療用等、

産業分野から生活関連分野まで幅広く利用されて

います。最近は水素自動車や水素スタンド等新た

な分野でも利用され、我が国の産業活動や国民生

活の根幹を担っていることから、高圧ガスによる

事故の防止・撲滅は行政・事業者の重大な使命と

なっています。

平成29年の全国の高圧ガス事故件数は759件と

前年より191件の減少となっています。そのうち

災害は509件と前年より67件の減、また死傷者数

は死亡者1名で3名の減、負傷者は37名で14名の

減となっているが、毎年のように死亡者が発生し

ています。

東北管内の状況は事故件数50件で前年より15

件の減少です。災害は30件で前年より11件減少

となっています。 人的被害については平成24年

以来、1名の死亡がありました。軽傷5名で前年

より4名減となっています。事故の区分では噴出・

漏えいが26件と大部分を占めています。 その他

では火災2件、爆発2件です。爆発の2件は菓子

製造工場でのLPガスによる爆発事故ですが、高

圧ガス保安法および液石法が適用となる事業所で

あり、今後も保安の確保に尽力していただきたい

と思います。

事故発生要因の一つにはプラントの老朽化が

あります。もう一つの要因として、高度な知見を

持ち、保守・安全管理の実務を担っていたベテラ

ン従業員が引退の時期を迎えつつあることが挙げ

られています。今後、重大事故のリスクが増大す

る恐れがあるため、IoTやビックデータ等を活用

して効率的かつ効果的な形で現場の自主保安力を

高めていくことが重要です。これを受けて高圧ガ

ス保安でもスマート化を鋭意進めています。

また、自主保安の高度化を促す制度として創設

した新認定事業所制度では、JXTGエネルギー（川

崎）・（堺）が認定されました。昨年10月から開始

したファスト・トラック制度で、KHKより大型

LPガス容器、FRP容器と特定不活性ガスを使用

した冷媒設備の冷媒ガスが漏えいした場合の燃焼

防止するための追加処置が公表されました。その

他水素ステーション・燃料電池自動車の普及に向

けた規制見直し等の施策も展開しています。

関 東 東 北 産 業 保 安 監 督 部 東 北 支 部 としても

JIMGAをはじめとした関係保安団体や事業者と

連携し、東北管内の保安確保に取り組む所存です

のでご協力をお願いいたします。

武者保安課長ご挨拶
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山形県環境エネルギー部危機管理・

くらし安心局危機管理課

髙梨　学　殿

高圧ガスはさまざまな分野で利用されており、

取り扱いを一つ間違えると重大な事故になりかね

ない一面を持っています。山形県での事故発生状

況は、平成29年は食品工場と半導体製造工場で

漏えい事故が発生しましたが幸い人的被害は発生

しておりません。しかし日頃の点検が重要ですの

で安全への配慮をお願いいたします。

ハイブリッド車の販売が3割程度を占めてきて

おり、イギリス・フランスでは2040年までにガ

ソリン車の販売を禁止する方向で、中国・インド

も同様の方向にあります。政府はFCV普及を視

野において水素ステーションの設置を進めていま

す。トヨタは燃料電池の価格を下げて求めやすい

価格にし、2020 年以降FCVの普及を図ろうとし

ています。

そのような中、 平 成28年 の数 値 ではあります

が、水素ステーションの事故は24件で、全体の

1/3で発生している状況です。水素は無色・無臭

であり、取り扱いにはより一層注意しなければな

りません。皆様方におかれましては社会的な使命

を果たしてもらい、技術面の向上、強化を図り、

事故の防止により一層取り組んでいただくようお

願いいたします。

 

髙梨消防救急主幹ご挨拶

懇親会

間会長挨拶（要旨）

1 ～ 3月 期 のGDPは若 干 のマ イ ナ ス となっ た

が、半導体関連が好調であるので全体の基調とし

ては上向き傾向にあるのではないかと思います。

JIMGAは安全第一です。幸い一般高圧ガスでは

大きな事故が発生せずに来ているが、古い容器の

破裂事故も発生しているので容器管理には充分注

意 をしていただきたい。 これからもJIMGAの課

題 としまして、 皆 様 からの情 報 をできるだけ早

く、正確に伝えるということを念頭に進めてまい

りたいと思います。

最後に本日ご出席の皆様方の益々のご繁栄と

ご健勝を、またそれぞれの会社のご発展を祈念申

し上げ、挨拶とさせていただきます。

間会長挨拶

２．平成30年度活動方針

1）保安対策の推進

　・ 高圧ガス保安法及び関連法規の周知とその

遵守

　・協会自主基準、指針等の普及促進

　・長期停滞容器の回収と放置容器の撲滅

2）各部会活動の推進

3）関係官庁及び関係保安団体との連携強化
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３．組織図

東北地域本部
産業ガス部門

正副本部長会

部門総会

部門会計監査

東北地域本部調査会

部門幹事会

充塡ガス部会

炭酸ガス技術WG

アセチレン技術WG

エアガス技術WG

技術保安部会

RFタグ推進WG

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
日向野正行
大陽日酸㈱
東北支社長

副本部長
大場　正仁
山形酸素㈱
代表取締役社長

副本部長
河合　昌人
エア・ウォーター㈱
執行役員 東北支社長

副本部長
飯塚　義浩
東邦アセチレン㈱
上席執行役員 営業本部長

幹　　事� 大塚　清高　日本エア・リキード㈱　東日本支社東北支店 支店長
幹　　事� 加藤　尊康　高圧ガス工業㈱　仙台工場 理事 東北地区長 兼 工場長
幹　　事� 松川　憲司　岩谷産業㈱　関東支社 仙台支店長
幹　　事� 柿崎　卓也　第一開明㈱　代表取締役社長
幹　　事� 相場　栄利　㈱相場商店　代表取締役社長
会計監事� 熊谷　孝嘉　岩手工業㈱　代表取締役社長
会計監事� 水口　宏之　日本液炭㈱　東北支社長

東北地域本部調査会
会　　長� 日向野正行　大陽日酸㈱　東北支社長
副 会 長� 大場　正仁　山形酸素㈱　代表取締役社長
委　　員� 飯塚　義浩　東邦アセチレン㈱　上席執行役員 営業本部長
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委　　員� 河合　昌人　エア・ウォーター㈱　執行役員東北支社長
委　　員� 葛西　信二　㈱東酸　代表取締役社長
委　　員� 相場　栄利　㈱相場商店　代表取締役社長
委　　員� 笠井　　健　北良㈱　代表取締役社長
委　　員� 柿崎　卓也　第一開明㈱　代表取締役社長
委　　員� 窪田　英一　㈲クボタ商会　代表取締役社長
委　　員� 大塚　清高　日本エア・リキード㈱　東日本支社東北支店 支店長
委　　員� 渡辺　明宏　㈱郡山酸素商会　専務取締役

RFタグ推進ＷＧ
推進責任者� 日向野正行　大陽日酸㈱　東北支社長
推進責任者� 大場　正仁　山形酸素㈱　代表取締役社長
推進責任者� 飯塚　義浩　東邦アセチレン㈱　上席執行役員営業本部長
推進責任者� 河合　昌人　エア・ウォーター㈱　執行役員 東北支社長

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

技術保安部会
部 会 長� 荒木　正器　大陽日酸㈱　東北支社 技術部長
委　　員� 玉井　義明　太平熔材㈱　保安管理部長
委　　員� 中村　成伸　北日本アセチレン㈱　工場長
委　　員� 村上　晃也　岩手工業㈱　専務取締役
委　　員� 藤田　　敦　㈱東酸　製造課長
委　　員� 長岡　貢司　山形酸素㈱　執行役員事業部長
委　　員� 進藤　昌一　荘内ガス㈱　北港充填工場 常務取締役技術部長 兼 北港充填工場長
委　　員� 小山　博幸　仙台日酸㈱　常務取締役
委　　員� 大保　俊明　日本液炭㈱　東北支社　技術サービス課長
委　　員� 安齋　誠治　東邦アセチレン㈱　生産・技術本部技術部 課長
委　　員� 村木　利雅　仙台アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員� 佐藤　　哲　カガク興商㈱　配送センター　高圧ガス保安統括
委　　員� 吉村　雄介　東北エア・ウォーター㈱
委　　員� 池田　　真　㈱福島共同ガスセンター　常務取締役工場長

炭酸ガス技術ＷＧ
グループ長� 只野　英仁　昭和電工ガスプロダクツ㈱　東北支店副主事
委　　員� 柿本　明広　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当（東北駐在）部長
委　　員� 大保　俊明　日本液炭㈱　東北支社 技術サービス課長
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委　　員� 馬場　　剛　エア・ウォーター炭酸㈱　技術部 生産・技術グループ 課長
委　　員� 名取　大輔　高圧ガス工業㈱　仙台工場課長　
　

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

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

注） 平成30年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しています。

５．行事開催報告（平成30年2月～ 7月）

（1）MGR更新時集合講習会

　日　時�: 平成30年2月6日（火）13:00 ～ 17:00

　場　所�: 仙台ガーデンパレス

　受講者�: 113名

（2）高圧ガス保安セミナー

　日　時�: 平成30年2月21日（水）13:30 ～ 16:30

　場　所�: 仙台ガーデンパレス

　受講者�: 27名

（3） JIMGA東北地域本部合同幹事会および調査委

員会

　日　時�: 平成30年5月10日（木）12:45 ～ 14:15

　場　所�: ホテルメトロポリタン仙台

　概　要�:  平成30年度合同定時総会議案書(案)の

審議および平成29年度消費税増税調

査会活動報告および平成30年度活動

計画説明

（4）炭酸ガス技術ワーキンググループ会議

　日　時�: 平成30年6月7日（木）　13:30 ～ 15:30

　場　所�: 東北地域本部事務所

　概　要 :  第18回炭酸ガス保安講習会メーカ派遣

講師について

　　　　　各行政窓口への対応について

（5）技術保安部会

　日　時 : 平成30年6月22日（金）15:30 ～ 17:00

　場　所 : 東北地域本部事務所

　概　要 :  部会員交替報告、平成30年度活動計画

および平成30年度研修会計画検討
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１．定時総会

日　時�: 平成30年5月15日（火）16:50 ～ 17:30

会　場�: 東海大学校友会館

議　題

第1号議案　 平成29年度事業報告の承認を求め

る件

第2号議案　 平成29年度収支報告の承認を求め

る件

第3号議案　 平成30年度～ 31年度の役員選任

の承認を求める件

第4号議案　 平成30年度事業計画の承認を求め

る件

第5号議案　 平成30年度収支予算の承認を求め

る件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

本部出席者（合同懇親会）

会　　長　間　　邦司

専務理事　永江　　裕

常務理事　瀬戸　昭則

西田本部長挨拶（要旨）：

本年前半を振り返ってみますと、トランプ大

統領の行動・言動には驚かされていますが、大き

な出来事は、何と言っても南北首脳会談の実現で

しょう。これによって我々が脅威に晒されている

朝鮮半島問題が解決に向けて一歩前進することを

願っております。また、北朝鮮指導者の電撃的な

中国訪問、6月には米朝首脳会談が予定されてお

ります。 我 が国 も置 き去 りにならないよう、 ま

た、翻弄されないようにして欲しいと思っており

ます。

一方、国内に目を向けてみますと、パワハラ・

セクハラなどが毎日の様にマスコミを騒がせてお

りますが、これらはコンプライアンス、倫理の意

識が希薄になっているからではないでしょうか。

もっと、前向きな議論をして欲しいと思います。

明るいニュースといたしましては、2月の平昌

オリンピックの日本選手の活躍、アメリカの大

リーグの大谷翔平選手の二刀流の活躍があると思

います。100年振りにベーブルースの投手として

の2桁勝利、打者としての2桁のホームラン記録

を塗り直して欲しいと思います。

国内の経済の情勢としましては、2017年度の

実質経済成長率は1.7％であったものが、今年度

は1.3％の予想であります。設備投資については、

2017年度はプラス4％であったのに対し、2018年

度は、若干のマイナスを見込んでいるそうであり

ます。鉱工業生産指数や輸出に関しても増加傾向

のようですが、企業の業績は足踏み状態になるの

ではないかとも言われております。我々の業界に

とって後半は良い年であるように期待したいと思

います。

保安に関してですが、平昌オリンピックで金メ

ダルを取ったパシュートに例えてみたいと思いま

す。ルールは皆様、よくご存知だと思いますが、

ある雑誌によると、この競技で勝つためにはチー

ムワークが一番大切であり、いくら力を持った選

手がいても勝てないそうです。チームメイトと協

力しながら、互いの疲労を抑えながらスピードを

相乗的に高めていくのです。

まさにJIMGA、会員各社、ガスの消費者全般、

この三者がチームワークを持って協力し合い、ガ

スの知識を持って、保安の意識を相乗的に高め、

安全確保を第一にリスクという氷上のリンクを駆

け抜け、無事故というゴールを目指す。皆様もチー

ムワークを持って協力していただきたいと思いま

す。

関東地域本部
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私、2年前の定時総会で指名され本部長を仰せ

つかって2年になります。この大役を全うできた

のも皆 様 方 のご支 援 とご協 力 によるものであり

ます。御礼を申し上げます。最後になりますが、

JIMGAの活躍、ご列席の皆様のご繁栄とご健勝

をお祈りして、私の挨拶とさせていただきます。

西田本部長挨拶（総会）

懇親会

柳田地域本部長挨拶（乾杯）

先ほどの産業ガス部門の定時総会におきまし

て本部長に選出していただきました。ありがとう

ございました。これからもどうぞよろしくお願い

申し上げます。

私はJIMGAと、とてもご縁がございまして、2006

年からJIMGA本部の企画部会長期停滞容器回収

推進ワーキンググループのグループ長を約7年

務 めました。2013年 からは、 広 島 でJIMGA中 国

地域本部の医療ガス部門の本部長を4年務めまし

た。昨年4月に関東に異動になり、1年間幹事を

務め、今年から産業ガス部門の本部長を務めさせ

ていただきます。

関東地域本部は、産業ガス部門では1都10県、

医療ガス部門では1都9県を抱えており、全国に

9つある地域本部の中で最大の地域本部でありま

す。私は、地域本部の役割は、本部で決めた方針

を着実に実践することだと思います。事業計画を

一つ一つ実践し、医療ガス部門と協力して、9つ

の地域本部の見本となるよう努力して行く所存で

ございます。皆様のご協力をどうぞよろしくお願

いいたします。

関東地域本部の益々のご発展、皆様の会社のご

隆盛、ご出席の皆様のご健康とご多幸を祈念して

乾杯したいと存じます。

柳田本部長挨拶（懇親会）

関東地域本部総会風景

２．平成30年度産業ガス部門活動方針

① 地域における環境・安全・保安・技術等に関し

て、JIMGA本部と連携し、関東地域本部産業

ガス部門構成員及び消費者に対する周知徹底と

教育・広報・情報の収集等地域に則した活動を

行う。

② 自主保安の一層の充実を図る必要があることか

らセミナー、講習会を開催し、本部一体となっ

て事故発生防止に努める。

③ 所属会員相互の向上発展に資するため、会員間
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の意思疎通に努めるとともに、各グループ間の

連携を強化し、活動の充実を図る。

④ 容器RFタグの導入推進をJIMGA本部WGと協

力し行なう。

⑤ 企画部会容器回収推進グループ、地区毎の関連

諸団体とも共同して、放置容器・不明容器・長

期停滞容器の回収を促進する。また、｢容器管

理指針｣ の活用と周知活動を支援する。

３．組織図

産業ガス部門総会

部門正副本部長会

部門幹事会

技術保安部会 エア・ガス技術グループ

溶解アセチレン技術グループ

炭酸ガス技術グループ

水素技術グループ

充塡保安部会 地区代表者会

企画部会 容器回収推進グループ

容器RFタグ推進グループ

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
柳田　裕久
大陽日酸㈱
常務執行役員 関東支社長

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

副本部長
今井　智仁
東海溶材㈱
ガス管理部 部長

副本部長
是永　敏弘
日本液炭㈱
執行役員 関東支社長

幹　　事� 笠谷　　宏　岩谷産業㈱　常務執行役員 関東支社長
幹　　事� 澤井　淳巳　高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 関東地区長
幹　　事� 石岡　信也　昭和電工ガスプロダクツ㈱　経営企画部 主事
幹　　事� 牛濱住吉男　岩谷瓦斯㈱　関東事業所 営業部長
幹　　事� 遠藤　芳朗　㈱鈴木商館　取締役 営業本部副本部長
代表監事� 荒居　貴英　エア・ウォーター・ハイドロ㈱　営業部長 兼 東京営業所長 
監　　事� 中川　　学　日本エア・リキード㈱　産業ガス事業本部 東日本統括本部 本部長
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技術保安部会
部 会 長� 坪井　　亮　小池酸素工業㈱　取締役 東京支店長 兼 東日本グループ長
副部会長� 保々　賢次　小池酸素工業㈱　城北支店支店長

エア・ガス技術グループ
グループ長� 國分　　聡　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当（首都圏駐在）
副グループ長� 膳瀬　雄司　日本エア・リキード㈱　技術統括部 カスタマー・エンジニアリング部 
�  南関東グループ グループリーダー
委　　員� 細川　純一　大陽日酸東関東㈱　ガスビジネス統括本部 製造技術担当部長
委　　員� 大西　孝好　関東エア・ウォーター㈱　管理部長
委　　員� 長谷川正泰　小池酸素工業㈱　ガス部 技術開発グループ 部長代理
委　　員� 石坂　英一　カンサン㈱　高崎事業所 エアガス・リニュアル工場長
委　　員� 関　　啓助　北国酸素㈱　代表取締役
委　　員� 今村　清孝　昭和電工ガスプロダクツ㈱　事業本部 南関東支店 リーダー
委　　員� 村田　恭夫　東京ガスケミカル㈱　取締役 常務執行役員
委　　員� 坂本　一仁　大陽日酸㈱　関東支社 技術部長

エア・ガス技術グループ（生産会社）
委　　員� 中込　正樹　エア・ケミカルズ㈱　常務取締役プラント長
委　　員� 前田　久雄　川崎オキシトン㈱　代表取締役社長
委　　員� 梶山　直彰　㈱JFEサンソセンター　取締役工場長
委　　員� 中島　太司　新相模酸素㈱　代表取締役社長
委　　員� 逸見　　正　新洋酸素㈱　代表取締役社長
委　　員� 田中　義隆　㈱千葉サンソセンター　代表取締役 常務
委　　員� 梅川　明彦　㈱ティーエムエアー　代表取締役社長
委　　員� 井上　義夫　東京液化酸素㈱　代表取締役社長
委　　員� 岡﨑　志朗　東京酸素窒素㈱　代表取締役社長
委　　員� 野口　行敏　長野液酸工業㈱　代表取締役社長
委　　員� 蓮本　壽治　㈱浜松エア・サプライ　取締役社長

溶解アセチレン技術グループ
グループ長� 西川　隆浩　高圧ガス工業㈱　神奈川工場長
副グループ長� 山邉　直樹　小池酸素工業㈱　千葉工場長
委　　員� 村石　秀人　エア・リキード工業ガス㈱　東日本オペレーションセンター長
委　　員� 橋本　孝二　㈱鈴木商館　技術管理部 安全環境課
委　　員� 松下　勝美　関東アセチレン工業㈱　常務取締役
委　　員� 石田　恒美　川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員� 吉田　智徳　相模アセチレン㈱　工場長
委　　員� 土方　和憲　岩谷産業㈱　担当課長
委　　員� 大岡　寛典　大陽日酸㈱　北関東支社 技術部長
委　　員� 橋本　貴由　田邊工業㈱　産業ガス部長
委　　員� 今井　克彦　東海産業㈱　環境保安室 室長
委　　員� 田中　祐次　東京高圧山崎㈱　取締役 技術・製造本部長
委　　員� 川人　政男　東日本高圧㈱　千葉工場 工場長
委　　員� 手塚　悦男　栃木共同アセチレン㈱　代表取締役社長
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水素技術グループ
グループ長� 時田豊志和　エア・ウォーター・ハイドロ㈱　生産技術部長
副グループ長� 今村　清孝　昭和電工ガスプロダクツ㈱　事業本部 南関東支店 リーダー
委　　員� 國分　　聡　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当（首都圏駐在）
委　　員� 竹下　　賢　関東エア・ウォーター㈱　産業事業部 物流グループリーダー
委　　員� 廣澤　徳幸　岩谷瓦斯㈱　理事 ガス事業部 関東事業所 千葉工場長
委　　員� 大山　裕之　㈱鈴木商館　営業統括室 生産部 部長
委　　員� 坂本　一仁　大陽日酸㈱　関東支社 技術部長
委　　員� 石川　貴士　新潟水素㈱　工場長
委　　員� 澤田　庸介　丸由工材㈱　代表取締役社長
委　　員� 清水　正樹　㈱渡商会　　営業部営業グループ グループリーダー

炭酸ガス技術グループ
グループ長� 奥田　直史　エア・ウォーター炭酸㈱　技術部 生産・技術グループ 次長
副グループ長� 佐藤久仁夫　昭和電工ガスプロダクツ㈱　南関東支店 リーダー
委　　員� 庄司　昭史　高圧ガス工業㈱　東京事業所 ガス事業本部 次長
委　　員� 栁澤　　十　上毛天然瓦斯工業㈱　技術部 技術サービス担当課長代理
委　　員� 河原　大宙　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当 担当部長（関東駐在）
委　　員� 佐藤　高幸　日本液炭㈱　関東支社 技術サービス課長
委　　員� 原　啓一郎　東京ガスケミカル㈱　エンジニアリング・サービス部 

充塡保安部会
部 会 長� 今井　智仁　東海溶材㈱　ガス管理部 部長
副部会長� 遠藤　芳朗　㈱ 鈴木商館　取締役 営業本部 副本部長
副部会長� 柳川　隆則　㈱ 宝山産業　代表取締役社長
副部会長� 市村　　博　市村酸素㈱　代表取締役社長
副部会長� 佐波　　充　相模アセチレン㈱　代表取締役
委　　員� 松谷　厚雄　関東酸素工業㈱　代表取締役
委　　員� 鴨川　俊次　東邦酸素工業㈱　取締役社長
委　　員� 田谷　豊生　小野里酸素㈱　代表取締役社長
委　　員� 松川　　裕　富士酸素工業㈱　取締役ガス溶材部長
委　　員� 徳永　哲一　城南共同酸素㈱　常務取締役
委　　員� 宮原　英嘉　宮原酸素㈱　業務部長
委　　員� 神野　耕一　東京高圧山崎㈱　取締役 ガス本部長
委　　員� 梅津　明仁　北関東東洋㈱　取締役 製造部長
委　　員� 澤井　淳巳　東洋高圧ガス㈱　部長
委　　員� 田村　行正　㈱市川総合ガスセンター　取締役工場長
委　　員� 馬場　　徹　北関東日酸㈱　常務取締役
委　　員� 阪田　　亮　千葉エヌディーガスセンター㈱　常務取締役工場長
委　　員� 大塚　弘次　武蔵野ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員� 菊池　公彦　東横化学㈱　関東支社 相模原事業所 所長
委　　員� 石橋　　勇　静岡酸素㈱　取締役 製造部長
委　　員� 石田　恒美　川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員� 森田　英興　大陽日酸東関東㈱　日立営業所 所長
委　　員� 本島　章夫　東海産業㈱　代表取締役社長
委　　員� 志田　和善　日東物産㈱　取締役部長
委　　員� 永井　道生　㈱ＴＯＫＡＩ　高圧栃木支店 支店長
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委　　員� 鈴木　　実　カンサン㈱　代表取締役社長
委　　員� 田中　宏明　城東日酸㈱　取締役工場長
委　　員� 酒井　隆光　東京酸素㈱　専務取締役
委　　員� 吉田　昌平　ヨシダ高圧㈱　代表取締役社長
委　　員� 田邊　　英　田邊工業㈱　代表取締役社長
委　　員� 島田　隆昭　㈱シマキュウ　代表取締役社長
委　　員� 福地　俊弘　埼京日酸㈱　取締役工場長
委　　員� 西田　猛志　関東エア・ウォーター㈱　取締役産業事業部長
委　　員� 橘　　隆之　㈱カネコ商会　代表取締役社長
委　　員� 羽多野雄一　岡谷酸素㈱　常務取締役 営業本部長
委　　員� 黒木　幹也　小松川酸素㈱　代表取締役社長
委　　員� 杉本　　優　伊藤忠工業ガス㈱　神奈川支店長
委　　員� 瓦井　浩之　光酸素㈱　代表取締役社長
委　　員� 茂垣　行雄　㈱星医療酸器　専務取締役営業本部長
委　　員� 大和　伸光　大陽日酸㈱　八王子ガスセンター所長
委　　員� 西尾　　徹　フジオックス㈱　執行役員 ガス溶材部長
委　　員� 河野　昌幸　㈱サイサン　産業ガス部 部長

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

企画部会
部 会 長� 是永　敏弘　日本液炭㈱　執行役員 関東支社長
副部会長� 宮崎　秀幸　日本液炭㈱　関東支社 営業部長

容器回収推進グループ
グループ長� 葛上　真一　カンサン㈱　高崎事業所 取締役インダストリ営業部長
副グループ長� 清水　正樹　㈱渡商会　営業部 営業グループ グループリーダー
委　　員� 澤井　淳巳　東洋高圧ガス㈱　部長
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委　　員� 　保々　賢次　小池酸素工業㈱　城北支店長
委　　員� 　大山　裕之　㈱鈴木商館　生産部 部長
委　　員� 　川村　一史　日本液炭㈱　関東支社 業務部 業務課長
委　　員� 　中井　康夫　高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 関東地区長代理
委　　員� 　高津　他人　上毛天然瓦斯工業㈱　東京営業所所長
委　　員� 　柳川　隆則　㈱宝山産業　代表取締役社長
委　　員� 　大西　孝好　関東エア・ウォーター㈱　管理部長
委　　員� 　中川　　学　日本エア・リキード㈱　産業ガス事業本部 東日本統括本部 本部長
委　　員� 　田村　憲一　大陽日酸㈱　関東支社 ガス営業部長

容器RFタグ推進グループ
グループ長� 中井　康夫　高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 関東地区長代理
副グループ長� 大西　孝好　関東エア・ウォーター㈱　管理部長
委　　員� 國分　　聡　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当（首都圏駐在）
委　　員� 田中　宏明　城東日酸㈱　取締役工場長
委　　員� 渡部　智之　東京ガスケミカル㈱　産業ガス企画部需給グループマネージャー
委　　員� 長谷川正泰　小池酸素工業㈱　ガス部 技術開発グループ 部長代理
委　　員� 佐藤　高幸　日本液炭㈱　関東支社 技術サービス課長
委　　員� 徳永　哲一　城南共同酸素㈱　常務取締役
委　　員� 石田　恒美　川口總合ガスセンター㈱　代表取締役社長
委　　員� 田村　憲一　大陽日酸㈱　関東支社 ガス営業部長

注） 平成30年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しています

５．行事開催報告（平成30年2月～ 7月）

（1）初級保安講習会

　日　時�: 平成30年2月21日（水）13:30 ～ 16:30

　場　所�: エッサム神田ホール2号館

　概　要�: 「高圧ガスの性質と保安について」

　　　　　「容器RFタグについて」

　受講者�: 74名

（2）産業ガス部門　幹事会

　日　時�: 平成30年4月19日（木）16:30 ～ 17:30

　場　所�: ホテル JALシティ田町 東京

　概　要�: 報告事項、定時総会・議案書の確認

（3） 充塡保安部会地区代表者会　企画部会容器回

収推進グループ　合同例会

　日　時�: 平成30年7月9日（月）15:00 ～ 17:00

　場　所�: ホテルニューオータニ長岡

　概　要�:  高圧ガス保安法における事務・権限の

指定都市への移譲に関する情報交換

（5）充塡保安部会　総会

　日　時�: 平成30年7月9日（月）17:00 ～ 17:30

　場　所�: ホテルニューオータニ長岡

　概　要�: 報告事項、議案書の承認
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１．定時総会

日　時�: 平成30年5月8日（火）16:00 ～ 17:20

会　場�: ホテルキャッスルプラザ

議　題：

第1号議案　 平成29年度事業報告の承認を求め

る件

第2号議案　 平成29年度収支決算の承認を求め

る件

第3号議案　 平成30年度事業計画の承認を求め

る件

第4号議案　 平成30年度予算の承認を求める件

第5号議案　 平成30年～ 31年度東海地域本部

役員選任の件

来　賓

中部近畿産業保安監督部

 保安課長　中村　昌司　殿

愛知県防災局　消防保安課

 産業保安室長　竹内　久敬　殿

愛知県健康福祉部　健康担当局

 医薬安全課長　榊原　　徹　殿

高圧ガス保安協会　中部支部

 事務局長　岡田　邦雄　殿

本部出席者：

副会長　　　　上羽　尚登

常務理事　　　瀬戸　昭則

常務執行役員　保坂　昭一

中山代表本部長挨拶（要旨）

さて、この1年を振り返りますと、アメリカの

トランプ大統領が就任し早1年が過ぎ、その政策

については賛否がありますが、経済指標の一つで

ある株価では、昨年10月より大幅に上昇しはじ

め、本年は若干値を戻したものの高止まりしてお

り、堅調に推移すると予想されています。しかし

通商問題の懸念材料も出てきております。

一方日本では、安倍政権下において、今後の日

本の経済、労働環境に大きく影響するであろう「働

き方改革」の審議がなされているものの「モリカ

ケ問題」や「セクハラ問題」などで審議が遅れ、

政権への信頼が揺らいでいる状態です。

しかし経済においては株価がバブル期の最高

値には及ばないものの昨年後半より上昇し本年は

2万2千円前後で推移しております。経済成長は

GDP比プラス1.3％が予想されています。

自然災害においては、昨年7月の九州北部豪雨

や大型台風による被害など、大雨での被害が頻繁

に発生いたしました。さらに今年に入り、九州の

宮崎・鹿児島にまたがる霧島連山の硫黄山が250

年ぶりに噴火するなど地殻活動が活発化してきて

おります。

我々高圧ガス業界の経済状況におきましては、

世界経済の回復により、製造業の活動が総じて上

向いていると感じられるようになりましたが、電

力料金問題等に代表される課題が、依然として山

積しております。

高圧ガス事故関連に目を向けますと、一昨年よ

り放置容器の破裂事故が続発しており、事故件数

は、依然として高止まりの傾向にあると言えると

思います。事故原因を分析すると人的問題による

事故がほとんどを占めており、こうした状況を顧

みるに、企業による自主保安の啓発喚起、業界団

体による保安強化等、高圧ガス最大の業界団体で

あります私どもに課せられた責務の重さを強く認

識しております。

こうした中、JIMGA本 部 では産 業 ガ ス 部 門、

医療ガス部門両部門共通の優先課題としまして、

コンプライアンスの遵守、保安・安全の推進、事

東海地域本部
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故撲滅に取り組んでいます。東海地域本部では、

JIMGA本部の課題をブレークダウンし、各部会、

支部会、ならびに委員会活動を通じて、事故防止

と法令遵守の周知徹底、供給および消費上の安全

対策の推進、保安を確保するための各種講習会の

開催、災害時対策の強化、不明容器、放置容器を

なくすための容器管理体制の強化を課題として取

り組み、事故撲滅に努めてまいりました。本年度

も昨年度同様のテーマについて継続的に取り組ん

でまいる所存です。

来賓ご挨拶（要旨）

中部近畿産業保安監督部�保安課長

中村　昌司　殿

高圧ガスは、各種産業や生活・医療分野におい

て幅広く使用され、国民生活になくてはならない

ものでありますが、高圧ガス事故が発生した際に

は、我々の社会活動に大きな影響を及ぼします。

このため各事業所の皆様が、安全に操業をしてい

ただくことが非常に重要であります。

貴協会における災害時マニュアルの見直しや

自治体が主催する総合防災訓練への参加、保安講

習会の開催などの高圧ガスの災害・事故に対応す

るためのさまざまな取り組みに対しまして、深く

敬意を表する次第であります。

平成29年の高圧ガス事故統計を見ますと、全国

で756件の事故が発生し、そのうち盗難を除く災

害は509件で、前年比で67件の減少となりました。

しかしながら製造所の事故件数は、依然として多

く、昨年と同じく災害全体の約8割を占めています。

また、中部監督部管内（東海北陸5県）の高圧ガ

ス事故件数は112件で、盗難を除く災害が80件発

生し、災害の現象別では噴出・漏えいが67件と約

8割を占めています。幸いにして、管内の災害は

昨年に比べ23件の減と大幅な減少となりました。

経済産業省では、自主保安の高度化を促す制度

として、高度なリスクアセスメントやIoT・ビッ

クデータといった新技術を活用した取り組みに

対する「新認定事業所制度（スーパー認定事業所

等）」の創設や、保安水準の維持・向上、重大事

故の撲滅といった目標の達成に向けて、これらの

変化に迅速・柔軟かつ効果的・効率的に対応でき

るような更なる「賢い」制度へと進化させていく

「高圧ガス保安のスマート化」を行っています。

このうち「新認定事業所制度（スーパー認定事

業所等）」につきましては、平成30年3月31日ま

でに全国で2事業所が認定されています。

また、高圧ガス保安のスマート化につきまして

は、本年3月に水素燃料電池自動車の更なる普及

のために必要となる規制の見直しや新しい検査技

術を用いた高圧ガス容器の再検査方法の一般化等

を行い、合理的な規制とするための改正が行われ

ております。

定時総会の模様

中山代表本部長挨拶
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これにより、よりコンパクトな水素スタンドが

低コストで設置可能になる等の水素燃料電池自動

車の普及の加速や新技術を取り込むことにより容

器再検査にかかる時間の短縮や低コスト化が進む

こと等が期待されます。

この他、民間の創意工夫や新技術に対し円滑・

迅速な対応を行い、公的規格や民間規格等をス

ムーズに取り入れ活用できる仕組みとして「ファ

スト・トラック制度」の創設や、環境負荷の小さ

な冷媒の普及に向けた規制の見直しとして、二酸

化炭素に係る規制緩和措置および、冷媒ガスの定

義方法の見直し等が行われております。

皆様方におかれましても自主保安の高度化や

新技術等への円滑な対応によって、保安レベルの

一層の向上を図っていただきますようお願い申し

上げます。

また、昨年7月には九州北部での集中豪雨によ

る被害が、今年2月には福井県での記録的な豪雪

による大規模な交通障害が発生するなど、全国で

自然災害が数多く発生しております。当地域にお

きましても従来から南海トラフ巨大地震の発生確

率が高いと言われており、これからも南海トラフ

巨大地震や自然災害への備えをお願いいたします。

中村保安課長ご挨拶

 

愛知県防災局　消防保安課　産業保安室長

竹内　久敬　殿

日頃から、本県の産業保安行政につきまして格

別のご理解とご協力を賜り、この場をお借りしま

して厚く御礼申し上げます。

高圧ガスは産業・医療の幅広い分野において利

用され、私たちの生活にとって欠かすことのでき

ないものであります。それだけに、県民の皆様の

安心・安全を確保するため、高圧ガスの安全対策

は大変重要となってまいります。しかしながら、

高圧ガスに起因する事故件数は全国的に依然とし

て高い水準にあり、残念ながら人身にかかわる事

故も発生しております。高圧ガスによる事故を防

止するためには、法令による規制に加えて、事業

所の皆様方による自主保安活動の推進が大変重要

であると考えております。

県といたしましては、貴協会との連携を密にし、

引き続き高圧ガスによる事故防止のため保安対策

の充実に努めてまいりますので、貴協会におかれ

ましても、産業保安の確保について一層のご支援、

ご協力をいただきますようお願い申し上げます。

今年4月から、高圧ガス保安法の権限が愛知県

から名古屋市へ移譲されました。名古屋市内の事

業所におかれましては、特定製造事業所を除き、

手続き窓口が愛知県から名古屋市に変わりました

のでよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、貴協会および会員の皆様

の益々のご発展を心から祈念いたしまして、私か

らの挨拶とさせていただきます。

竹内産業保安室長ご挨拶
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愛知県健康福祉部　健康担当局　医薬安全課長

榊原　徹　殿

日頃から、適正な医療用ガスの製造や供給を通

じて、本県の医薬安全行政の推進に、格別のご理

解とご協力を賜っており、厚くお礼申し上げます。

近年の高齢社会の進展に伴い、在宅で医療を受

ける方が増加する中、皆様方には、在宅医療に欠

かせない医療用酸素等について、細やかな配慮を

していただきながら、必要とする患者さんに円滑に

供給いただいております。地域包括ケアを推進して

おります県といたしまして、深く感謝申し上げます。

皆様方とは、災害時における医療用ガスの安定

供給を確保するため、平成11年6月に「医療用酸

素ガス等の供給に関する協定」を締結させていた

だき、災害時の医療体制の確保に多大なご協力を

賜っているところでございます。

本県といたしましては、引き続き、一層の災害

時の医薬品等の安定供給確保を図り、県民生活の

安心・安全の確保に万全を期してまいる所存であ

ります。今後とも、引き続きお力添えいただきま

すようお願い申しあげます。

また、災害対策に関連いたしまして、毎年実施

しております県の総合防災訓練でございますが、

今年度は8月26日の日曜日に津島市内で行う予定

となっております。貴協会には、例年、積極的に

ご参 加 いただいておりますが、 今 年 度 も引 き続

き、ご参加、ご協力いただきますよう併せてお願

い申し上げます。

貴協会のさまざまな活動について、日頃から大

変頼もしく感じているところでございます。今後と

も、愛知県の医薬安全行政へのご理解とご協力を

賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

最後になりましたが、日本産業・医療ガス協会

東海地域本部の益々のご発展と、本日ご出席の皆

様方の、より一層のご健勝とご活躍を祈念いたし

まして、私のお祝いの言葉とさせていただきます。

 

榊原医薬安全課長ご挨拶

高圧ガス保安協会　中部支部　事務局長　

岡田　邦雄　殿

皆様には、平素から高圧ガス保安協会の運営に

関しましてご支援、ご協力を賜り厚く御礼申し上

げます。

産業ガス・医療ガスは、産業活動や国民生活

において必要不可欠なものとなっており、安定供

給とともに保安の確保はとても重要であります。

こうした中、貴協会東海地域本部におかれまして

は、事故防止を目的とした保安講習会や研修会の

開催、各県主催の防災訓練への参加、関係諸団体

と協力した放置容器対策に取り組むなどさまざま

な保安活動を展開されており、深く敬意を表する

次第であります。

私 ども高 圧 ガ ス 保 安 協 会 におきましても、

KHK技術基準の作成や各種講習会の実施などを

通じて高圧ガスの保安確保に努めているところで

あります。

ところで、東海地域で最も危惧されている南海

トラフ地震について、政府の地震調査研究本部の

発表によりますと、マグニチュード8から9クラ

スの規模の巨大地震の発生確率が、今年1月1日

を基準として10年以内に30％程度とされており

ます。国や地方自治体はもとより、電力・ガス会

社などのライフライン企業では、防災計画の策定

などさまざまな備えを具体的に対応されておりま
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すが、一般企業においても有事に備えてBCPの策

定などが進められております。

一方、平時においても事故の原因となる危険な

設備や作業に対する対策が重要です。その手法の

一つにリスクアセスメントの活用があります。リ

スクアセスメントはまず事業活動に潜むリスクを

可能な限り見積もって、そのリスクを許容できる

か評価をし、優先順位を決めて対策をとっていく

ものです。リスクアセスメントを実践されていな

い企業の皆様は、是非一度実践されてみてはいか

がでしょうか。リスクアセスメント・ガイドライ

ンが経済産業省や高圧ガス保安協会のホームペー

ジに掲載されておりますので、ご参考にしていた

だければと思います。

ここで、高圧ガス保安協会の平成30年度の活

動方針を五つご紹介します。

一つ目は、「確実な業務の実施」です。高圧ガ

ス保安審査事業、機器検査事業、技術基準作成・

審査事業そして講習、国家試験事業など民間第三

者機関として国から委ねられている公的事業など

を確実に実施していきます。

二つ目は、「サービスの向上と積極的な情報提

供」です。分かりやすく情報発信するためホーム

ページをこの4月にリニューアルしました。また、

昨年11月からメール配信サービス KHK-Friends

を開始しております。まだご登録されておられな

い方は是非、高圧ガス保安協会のホームページか

らご登録いただければ幸いです。

三つ目は、「更なる保安対策に繋がる調査研究

の推進」です。昨年7月に建て替えられた総合研

究所において自主研究、受託研究、受託試験を積

極的に行っていきます。

四つ目は、「時代に即応した組織体制・基盤

の整備」です。協会運営のガバナンスを強化し、

運営への専門家、有識者の知見を活用していき

ます。

五つ目は、「将来を見据えた構造改革の推進」

です。今後10年の高圧ガス保安協会の収支予測

では、将来的に経営状態が厳しくなることが見込

まれております。このため支出構造の見直しや新

たな事業の創出などに取り組んでいきます。

中部支部からのお知らせですが、毎年11月に

開催しております「中部高圧ガス保安大会」を、

今年は11月21日水曜日の午後に名鉄ニューグラ

ンドホテルにおいて開催する予定です。大勢の皆

様のご参加を是非ともお願いします。

終わりに、日本産業・医療ガス協会東海地域

本部の益々のご発展と、本日ご出席の皆様のご健

勝、高圧ガス事故の撲滅を祈念いたしまして私の

お祝いの言葉といたします。

岡田事務局長ご挨拶

 

 

上羽副会長　懇親会挨拶（要旨）

日頃は、JIMGAの活動に多大なご支援、ご協

力を賜りまして、改めて御礼を申し上げます。

国内の景気は、内外需要の回復を受け、鉱工

業生産の増産基調および設備投資の増加基調とな

り、トランプ政権による通商政策の混乱や、国内

政権運営の不透明感はあるものの、景気回復が

続くものと予想されています。我々の業界でも、

IoTやAIといったキーワードに関係する半導体産

業の好況から、各社の決算においても収益の回復

が見込まれていることと思います。

一方、昨年度は、幸いにも我々の業界に関係

する大きな高圧ガス事故の発生はありませんでし
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た。しかし、放置容器や管理が不適切な容器の破

裂事故はいまだに発生しております。高圧ガス容

器に関しましては、一昨年に放置容器の人身事故

が発生したことを受け、特別回収運動について徹

底した取り組みをいただきましたが、昨年も同様

のご協力をいただきました。この場を借りてご協

力に感謝申し上げます。引き続き高圧ガス事故の

撲滅を目指して、皆さんと協力して取り組みたい

と思います。

また、新たな問題として各地域で対応にご苦労

いただいているのが、鳥インフルエンザの問題で

す。一昨年の年末から昨年の初めにかけて岐阜を

含む全国各地で大流行があり、今年も1月に四国

で新たに発生しております。会員の皆様におかれ

ましては、炭酸ガスの緊急供給要請への対応に大

変ご苦労いただきました。その甲斐もあり、昨年

JIMGAは農林水産大臣から感謝状を交付されま

した。業界の地位向上に大きく貢献いただいたも

のであり、会員の皆様には改めて敬意を表したい

と思います。

さて、我々を取り巻く環境につきまして、ここ

数年、二つのお話をさせていただいております。

一つは電力料金の問題です。原発停止による

電気料金の値上げは、一時原油価格が低下したに

もかかわらず高止まりし、更に、最近の原燃料価

格上昇により、昨年まで低水準であった燃料費調

整単価が大きく上昇しました。また、再生可能エ

ネルギー固定価格買取制度（FIT）賦課金の減免制

度は一昨年末に見直しがなされましたが、賦課金

はこの平成30年5月より、昨年度までの1kWhあ

たり2.64円から2.90円に改定されました。このよ

うな状況下、減免制度を利用した場合の産業ガス

業界の電力費用の負担増は、平成23年3月に比較

して198億円と、昨年お話しした数値のおよそ倍

となります。減免制度が現状のまま継続することは

ありませんので、JIMGAとしましては、引き続き電

力多消費産業11団体として連携し、できる限り我々

業界の負担が増えないよう取り組んでまいります。

消費税の問題につきましては、平成31年10月

の実施に再延期された税率10%への再引き上げに

ついて、政局の影響もあり、先行き不透明となっ

ています。協会としましては、昨年転嫁カルテル

の期限を延長しましたが、引き続き調査会を活用

して転嫁状況を確認するとともに注視してまいり

ます。

今年度の産業ガス、医療ガス両部門共通の課題

としましては、引き続きコンプライアンスと保安

の確保を第一に掲げ、安心・安全を確立し、産業

ガス・医療ガス業界の更なる地位向上を目指して

いきたいと思います。

加えて、我々の産業・医療ガスが、社会・産

業のインフラおよびライフラインとして重要な製

品であることを社会の皆様方に御理解いただくた

め、また、会員各社のブレーンとして会員の皆様

から必 要 とされるJIMGAであるために、 絶 えず

発信することを意識してJIMGAのプレゼンス向

上を目指してまいります。

最後に本日ご出席の皆様方の益々のご繁栄と

ご健勝を、またそれぞれの会社のご発展を祈念申

し上げ、挨拶とさせていただきます。

上羽副会長懇親会挨拶

 

南部本部長　懇親会挨拶（要旨）

本日の定時総会において、平成30年度の東海

地域本部の事業計画が採択されました。東海地
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域 本 部 といたしましては、JIMGA本 部 の課 題 を

ブレークダウンし、JIMGA本部との連携により、

着 実 にこの事 業 計 画 に取 り組 んでまいりますの

で、皆様のご理解ならびにご協力をよろしくお願

いいたします。

昨年9月6日に、厚労省医政局長より、「医療ガ

スの安全管理について」の通知が、発出されまし

た。30年 ぶりに改 正 されたこの通 知 に対 する医

療従事者の関心は高く、今年度の医療ガス安全講

習会で、この改正通知のポイントを解説させてい

ただきます。

また医療ガス部門の主要課題である「MGRの

認知度向上」に向けて、各県の担当官殿により深

くMGR制度を理解していただくために、2月20日

に名古屋で開催したMGR更新時講習会の聴講を

お願いし、愛知県と三重県の担当官殿にご出席い

ただき、充実した内容であるとの評価をいただき

ました。本年度は、医療ガス卸売販売業の営業所

管理者資格としてMGRが認められるよう、地域

本部とMGR委員会が、連携して取り組んでいき

ます。

JIMGAの優先課題であります、「保安・安全の

推進、事故撲滅」を達成するためには、地道では

ありますが繰り返しの教育が必要であり、協会と

いたしましては講習会を開催し、高圧ガスを取扱

い・消費される方々に技術向上および注意喚起を

促していく必要があると考えています。

本年度も、産業ガス部門では、9月に「炭酸ガ

ス保安講習会」と12月に「東海・北陸セミナー」

を開催いたします。 また医療ガス部門では、11

月に「愛知県医療ガス安全講習会」と2月に「MGR

更新時講習会」を開催いたします。これら講習会

の開催にあたって、会員の皆様のご協力をいただ

き、また講習会には奮ってご参加をお願いいたし

ます。

また東海地域本部は、災害時への対応を十分

に行っておく必要があり、 議案書にもありまし

たように「東海地域本部災害時マニュアル」の

見直し、備蓄品の対応、災害時連絡体制の構築

を実施してきました。今後も災害時対策委員会

を中心にして、この地域の災害時対策を検討し

てまいります。

本日採択されました本年度の事業計画は、高圧

ガスの業界が抱える課題が盛り込まれています。

これら課題を解決し実行していくためには、会員

の皆様のご理解ならびにご協力を欠かすことがで

きませんのでよろしくお願いいたします。

最後になりますが、会員各社の益々のご発展

と、ご参集の皆様のご健勝を祈念してご挨拶とさ

せていただきます。

南部医療ガス部門本部長挨拶

  

和田新代表本部長　就任の挨拶（要旨）

本日の定時総会におきまして、東海地域本部代

表本部長として新たに選任いただきました岩谷産

業の和田でございます。これから2年間、微力なが

ら東海地域本部の代表本部長を務めさせていただ

きますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

JIMGAの最重要課題である「保安・安全の推

進と事故撲滅」を目指し、強固な保安体制を確立

するため、先程の定時総会で皆様に決議いただき

ました、本年度の東海地域本部の事業計画を、コ

ンプライアンスを十分に認識しながら、一歩ずつ

着実に、そして継続的に取り組んでまいりたいと

思 います。 そして実 りあるJIMGA活 動 を進 めた
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いと思います。

そのためには、会員の皆様のご理解とご協力を

引き続き賜りますよう、またご来賓いただきまし

た関係諸官庁の皆様よりご指導を賜りますよう、

併せてお願い申し上げます。

最後になりますが、会員各社の益々のご発展

と、ご参集の皆様のご健勝を祈念いたしまして、

簡単ではございますが、私の代表本部長就任挨拶

とさせていただきます。

和田新代表本部長の就任挨拶

 

注） 和田代表本部長は岩谷産業㈱の人事異動によ

り退任され、7月1日付で後任に同社の宮垣尚

民氏が就任しています。

２．平成30年度活動方針

（1）事故防止と法令遵守の周知徹底

（2）供給および消費上の安全対策の推進

（3）保安講習会等の開催

（4）災害時対策の強化

（5）容器管理体制の強化

（6）JIMGA本部との連携

３．東海地域本部�産業ガス部門�組織図

技術部会

正副本部長会

定時総会

幹事会

【産業ガス部門】

部門幹事会

保安教育グループ

容器回収グループ

RFタグＷG

東海地域調査会

エアガス技術グループ

アセチレン技術グループ

炭酸ガス技術グループ

水素ガス技術グループ

充塡ガス技術グループ

企画部会

【医療ガス部門】
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４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

代表本部長
宮垣　尚民
岩谷産業㈱
上級理事 中部支社長

副本部長
桐山　良成
イビデンケミカル㈱
中部ガス事業部 事業部長

副本部長
菊池　幹夫
エア・ウォーター炭酸㈱
営業部 大阪支店 
名古屋営業所 所長

副本部長
飯田　哲郎
名古屋酸素㈱
取締役社長

幹　　事� 上村　　浩　エア・ウォーター㈱　執行役員 中部支社長
幹　　事� 清水　伸介　竹中高圧工業㈱　代表取締役社長
幹　　事� 加來　裕幸　日本液炭㈱　執行役員 中部支社長
幹　　事� 山田　修三　東亞テクノガス㈱　取締役 技術統括部長
代表会計監事� 山田　容敬　東亞テクノガス㈱　代表取締役社長
会計監事� 出村　憲二　豊田ガスセンター㈱　常務取締役 工場長

エアガス技術グループ
グループ長� 佐々木丈志　大陽日酸㈱　中部支社 技術部長
委　　員� 三津田　真　中部エア・ウォーター㈱　管理部 部長
委　　員� 藤川　雅也　岩谷産業㈱　中部支社 名古屋支店長
委　　員� 藤本　孝弘　東亞テクノガス㈱　取締役管理部長
委　　員� 丸山　広倫　日本エア・リキード㈱　技術統括部 カスタマー・エンジニアリング部 中部グループ長

アセチレン技術グループ
グループ長� 桐山　良成　イビデンケミカル㈱　中部ガス事業部 事業部長
委　　員� 吉田　　馨　高圧ガス工業㈱　名古屋工場 工場長
委　　員� 矢田　孝次　大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　名古屋支店長
委　　員� 鋤柄　喜彦　大日本アガ㈱　代表取締役
委　　員� 諏訪　高敏　大陽日酸㈱　中部支社 技術部 担当課長
委　　員� 吉岡　正弘　竹中高圧工業㈱　製造部 工場長
委　　員� 橋本　行雄　東海アセチレン㈱　浜松工場 取締役工場長

炭酸ガス技術グループ
グループ長� 菊池　幹夫　エア・ウォーター炭酸㈱　営業部 大阪支店 名古屋営業所 所長
委　　員� 笹　　友徳　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 主事
委　　員� 小田島秀樹　岩谷産業㈱　中部支社 環境保安部 保安担当部長
委　　員� 原田　敏兆　日本液炭㈱　名古屋ガスセンター長
委　　員� 松葉　　昇　大洋化学工業㈱　工場長
委　　員� 五十子　智　知多炭酸㈱　本社工場 品質管理課長
委　　員� 山田　修三　東亞テクノガス㈱　取締役 技術統括部長
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水素ガス技術グループ
グループ長� 山田　修三　東亞テクノガス㈱　取締役 技術統括部長
委　　員� 小田島秀樹　岩谷産業㈱　中部支社 環境保安部 保安担当部長
委　　員� 三好　　拡　中部エア・ウォーター㈱　北陸支店業務グループ グループ長
委　　員� 笹　　友徳　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 主事
委　　員� 荻上　　仁　大陽日酸㈱　中部支社 技術部 技術一課長
委　　員� 吉田　和広　岩谷瓦斯㈱　理事 ガス事業部 中部事業所長
委　　員� 丸山　広倫　日本エア・リキード㈱　技術統括部 カスタマー・エンジニアリング部 中部グループ長
委　　員� 森本　直和　北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長

充塡ガス技術グループ
グループ長（正）� 坂下　公朗　杉浦高圧㈱　取締役
グループ長（副）� 宮坂　浩之　知多髙圧ガス㈱　工場長代理
委　　員� 日比富士雄　㈱ジーシー東海　取締役工場長
委　　員� 吉岡　正弘　竹中高圧工業㈱　製造部　工場長
委　　員� 新町　健児　共同高圧ガス工業㈱　執行役員工場長
委　　員� 浜谷　　毅　名古屋ガスセンター㈱　工場長
委　　員� 一瀬　孝行　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 中部事業所 岡崎工場長
委　　員� 湯浅　喜和　イワタニ三重ガスセンター㈱　
委　　員� 森本　　孝　春日井ガスセンター㈱　代表取締役
委　　員� 藤城　清吾　ガステックサービス㈱　西三河事業所長
委　　員� 新井　成和　岐阜エア・ウォーター㈱　工場長
委　　員� 内田　久雄　協栄高圧ガス㈱　常務取締役
委　　員� 髙垣　満正　ケミカルジャパン㈱　代表取締役
委　　員� 黒瀬　浩二　小池酸素工業㈱　名古屋支店長
委　　員� 原田　敬生　㈱原田商店　代表取締役
委　　員� 服部　裕次　大日本アガ㈱　大府事業所 常務取締役
委　　員� 三津井　篤　中京産商㈱　専務取締役
委　　員� 川原　哲也　中部エア・ウォーター㈱　名古屋充填工場 工場長
委　　員� 出利葉　繁　東海ガスユナイテッド㈱　取締役社長
委　　員� 出村　憲二　豊田ガスセンター㈱　常務取締役 工場長
委　　員� 加藤　伸昭　名古屋酸素㈱　名古屋営業部次長
委　　員� 伊藤　博文　名古屋日酸㈱　工場長

保安教育グループ
グループ長� 藤本　孝弘　東亞テクノガス㈱　取締役 管理部長
委　　員� 佐々木丈志　大陽日酸㈱　中部支社 技術部長
委　　員� 小田島秀樹　岩谷産業㈱　中部支社 環境保安部 保安担当部長
委　　員� 笠井　勇人　中部エア・ウォーター㈱　技術グループ グループ長
委　　員� 新町　健児　共同高圧ガス工業㈱　執行役員工場長
委　　員� 吉田　　馨　高圧ガス工業㈱　名古屋工場 工場長
委　　員� 笹　　友徳　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 主事
委　　員� 坂下　公朗　杉浦高圧㈱　取締役
委　　員� 吉岡　正弘　竹中高圧工業㈱　製造部 工場長
委　　員� 藤原　　隆　中部液酸㈱　管理部長
委　　員� 服部　宗弘　名古屋酸素㈱　取締役製造部長 兼 小碓工場長
委　　員� 伊藤　博文　名古屋日酸㈱　工場長
委　　員� 丸山　広倫　日本エア・リキード㈱　技術統括部 カスタマー・エンジニアリング部 中部グループ長
委　　員� 原田　敏兆　日本液炭㈱　名古屋ガスセンター長
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容器回収グループ
グループ長� 土井不可止　イビデンケミカル㈱　大府ガス営業部 課長
委　　員� 浅野　泰義　杉浦高圧㈱　部長
委　　員� 伝田　仲男　東亞テクノガス㈱　技術統括部 課長代理
委　　員� 中田　雅敏　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 中部事業所 営業部 シニアマネージャー
委　　員� 森　　英昭　協栄高圧ガス㈱　業務課 課長代理
委　　員� 髙山　昭彦　高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 東海地区 部長
委　　員� 笹　　友徳　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 主事
委　　員� 鈴木　隆信　大日本アガ㈱　製造物流部 係長
委　　員� 篠崎　勝洋　大陽日酸㈱　中部支社 ガス営業部長
委　　員� 矢田　孝次　大陽日酸ガス &ウェルディング㈱　名古屋支店長
委　　員� 吉岡　正弘　竹中高圧工業㈱　製造部 工場長
委　　員� 浅井　　純　知多髙圧ガス㈱　業務部 課長代理
委　　員� 小久保光男　中京産商㈱　溶材部 溶材課 課長
委　　員� 川原　哲也　中部エア・ウォーター㈱ 名古屋充填工場 工場長
委　　員� 出利葉　繁　東海ガスユナイテッド㈱　取締役社長
委　　員� 井上　洋一　豊田ガスセンター㈱　製造部 部長
委　　員� 大貝　信夫　名古屋ガスセンター㈱　十四山工場
委　　員� 服部　宗弘　名古屋酸素㈱　取締役製造部長 兼 小碓工場長
委　　員� 伊藤　博文　名古屋日酸㈱　工場長
委　　員� 井口　　健　エア・リキード工業ガス㈱　中部支社長
委　　員� 日比富士雄　㈱ジーシー東海　取締役工場長
委　　員� 原田　敏兆　日本液炭㈱　名古屋ガスセンター長

RFタグＷＧ
グループ長� 宮垣　尚民　岩谷産業㈱　上級理事 中部支社長
委　　員� 中山　　浩　日本エア・リキード㈱　中部支社長
委　　員� 井口　　健　エア・リキード工業ガス㈱　中部支社長
委　　員� 篠崎　勝洋　大陽日酸㈱　中部支社 ガス営業部長
委　　員� 上村　　浩　エア・ウォーター㈱　執行役員 中部支社長
委　　員� 山田　修三　東亞テクノガス㈱　取締役 技術統括部長
委　　員� 髙山　昭彦　高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 東海地区 部長
委　　員� 鋤柄　喜彦　大日本アガ㈱　代表取締役
委　　員� 矢田　孝次　大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　名古屋支店長
委　　員� 二階堂貴朗　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 支店長
委　　員� 永原　竜哉　日本液炭㈱　中部支社 営業部長
委　　員� 藤川　雅也　岩谷産業㈱　中部支社 名古屋支店長
委　　員� 成瀬　　宜　竹中高圧工業㈱　営業部 部長
委　　員� 飯田　哲郎　名古屋酸素㈱　取締役社長
委　　員� 新町　健児　共同高圧ガス工業㈱　執行役員工場長
委　　員� 坂下　公朗　杉浦高圧㈱　取締役
委　　員� 斎藤　輝久　名古屋ガスセンター㈱　本社 業務グループ長
委員（医療）� 南部　　淳　㈱ナンブ　代表取締役社長
委員（医療）� 中村　正二　静岡酸素㈱　代表取締役社長
委員（医療）� 大島　康之　㈱大島商会　代表取締役
委員（医療）� 伊藤　洋司　中京医療㈱　取締役 営業部長
委員（医療）� 江場　大二　㈱エバ　代表取締役社長

注） 平成30年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しています。
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５．活動報告（平成30年2月～ 7月）

1）役員会

（1）平成30年度第1回合同幹事会

　日　時�: 平成30年4月10日（火）10:30 ～ 12:30

　場　所�: 東海ビル貸会議室

　議　題�: ①平成30年度定時総会議案書の審議

　　　　② 平成30年度定時総会運営に関する

確認

　　　　③JIMGA表彰推薦会員の確認

2）各WGの活動

（1）保安教育グループ会議

　日　時�: 平成30年2月1日（木）10:30 ～ 12:30

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成29年本部技術・保安部会関連

活動報告

　　　　②平成29年東海地域本部活動報告

　　　　③ 平成29年度東海・北陸セミナーの

アンケート結果報告

　　　　④JIMGA表彰について

　　　　⑤ 平成30年度保安教育グループ役員

の選出

（2）充塡ガス技術グループ会議

　日　時�: 平成30年2月8日（木）15:45 ～ 19:00

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成29年本部技術・保安部会関連

活動報告

　　　　②平成29年東海地域本部活動報告

　　　　③JIMGA表彰について

　　　　④ 平成30年度充塡ガス技術グループ

役員の選出

（3）アセチレン技術グループ会議

　日　時�: 平成30年2月15日（木）15:45 ～ 19:00

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成29年本部技術・保安部会関連

活動報告

　　　　②平成29年東海地域本部活動報告

　　　　③ 平成29年度本部アセチレン WGの活

動報告

　　　　④JIMGA表彰について

　　　　⑤ 平成30年度アセチレン技術グルー

プ役員の選出

（4）エアガス技術グループ会議

　日　時�: 平成30年2月27日（火）15:45 ～ 19:00

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成29年本部技術・保安部会関連

活動報告

　　　　② 平成29年東海地域本部産業ガス部

門活動報告

　　　　③JIMGA表彰について

　　　　④ 平 成30年 産 業 ガ ス 部 門 保 安 セ ミ

ナー計画

　　　　⑤ 平成30年度エアガス技術グループ

役員の選出

（5）炭酸ガス技術グループ会議

　日　時�: 平成30年3月6日（火）10:30 ～ 12:30

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成29年本部炭酸ガス技術WG活動

報告

　　　　②平成29年東海地域本部活動報告

　　　　③第18回炭酸ガス保安講習会の検討

　　　　④ 平成30年度炭酸ガス技術グループ

役員の選出

（6）容器回収グループ会議

　日　時�: 平成30年3月22日（木）10:45 ～ 12:30

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成29年度本部技術・保安部会関

連活動報告

　　　　② 平成29年東海地域本部活動報告
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　　　　③ 平成29年高圧ガス容器全国一斉特

別回収報告

　　　　④容器関連の事故報告

　　　　⑤ 平成30年度東海地域本部主要行事

計画

（7）水素ガス技術グループ会議

　日　時�: 平成30年6月28日（木）10:45 ～ 12:30

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成30年度東海地域本部定時総会、

本部定時総会の報告

　　　　②本部水素技術WG活動報告

　　　　③本部医療・産業合同セミナーの報告

　　　　④ 平成30年産業ガス保安セミナーの

開催

　　　　⑤液化炭酸ガス容器の破裂事故報告

　　　　⑥今年度研修会の検討

（8）炭酸ガス技術グループ会議

　日　時�: 平成30年7月10日（火）15:30 ～ 19:00

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成30年度東海地域本部定時総会、

本部定時総会の報告

　　　　②本部炭酸ガス技術WG活動報告

　　　　③液化炭酸ガス容器の破裂事故報告

　　　　④ 「第18回炭酸ガス保安講習会」の

検討

（9）アセチレン技術グループ会議

　日　時�: 平成30年7月12日（木）10:30 ～ 12:30

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成30年度東海地域本部定時総会、

本部定時総会の報告

　　　　② 本部溶解アセチレン技術WG、サブ

WGの活動報告

　　　　③ 平成30年産業ガス保安セミナーの

開催

　　　　④液化炭酸ガス容器の破裂事故報告

　　　　⑤災害時対策

（10）エアガス技術グループ会議

　日　時�: 平成30年7月17日（火）15:30 ～ 19:00

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成30年度東海地域本部定時総会、

本部定時総会の報告

　　　　②本部技術・保安部会活動報告

　　　　③ 平成30年産業ガス保安セミナーの

開催

　　　　④液化炭酸ガス容器の破裂事故報告

　　　　⑤災害時対策

（11）充塡ガス技術グループ会議

　日　時�: 平成30年7月19日（木）10:30 ～ 12:30

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成30年度東海地域本部定時総会、

本部定時総会の報告

　　　　②本部技術・保安部会活動報告

　　　　③液化炭酸ガス容器の破裂事故報告

　　　　④災害時対策

（12）保安教育グループ会議

　日　時�: 平成30年7月24日（火）10:30 ～ 12:30

　場　所�: 東海地域本部会議室

　議　題�: ① 平成30年度東海地域本部定時総会、

本部定時総会の報告

　　　　②本部技術・保安部会活動報告

　　　　③液化炭酸ガス容器の破裂事故報告

　　　　④ 平成30年度「東海・北陸セミナー」

の講演テーマの決定
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１．定時総会

日　時�: 平成30年5月16日（水）16:00 ～ 16:50

会　場�: ANAクラウンプラザホテル金沢

議　題

第1号議案　平成29年度事業活動報告

第2号議案　平成29年度収支決算報告

第3号議案　平成30年度活動及び予算案の件

第4号議案　役員選任の件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

報告事項

JIMGA表彰の件

本部出席者

副会長　　　　小池　英夫

常務理事　　　瀬戸　昭則

常務執行役員　大沼　倫晃

谷屋本部長挨拶（要旨）

北陸地域本部の定時総会にご出席をいただき、

ありがとうございます。

会員の皆様には、日頃よりJIMGAの活動にご

理解とご協力を賜り、この場をお借りして厚くお

礼を申し上げます。本日は協会本部より小池副会

長様、医療ガス部門からは瀬戸常務理事様、産業

ガス部門からは大沼常務執行役員様にご臨席を賜

りありがとうございます。

新年度がスタートしていますが、前期の北陸地

方の景況感は、北陸の基幹産業であります建機や

輸送関係、半導体関連が順調に推移し概ね好調で

あったと思います。特に今年は、オリンピック需

要や北陸新幹線の延伸工事などが北陸の経済を牽

引してくれると思っております。

昨 年 度 の活 動 については後 ほど報 告 させてい

ただきますが、特に一昨年、協会ウェブサイトに

「容器使用の考え方」が公表され、契約書の書式

についても掲載されました。北陸地域本部として

は、この書式を基に北陸版「契約書」を作成し、

溶材組合にも承認をいただき、共催で「容器使用

契約書に関する説明会」を開催しました。

今期は引き続き、会員から要望があった「放置

容器回収依頼対応マニュアル」を作成し、溶材組

合と協力して説明会を実施、北陸地域の容器保安

に貢献したいと思っております。

産業ガス部門、医療ガス部門ともに平成30年

度の活動を更に充実させたいと思っておりますの

で、皆様のご協力をお願いいたします。

最後になりましたが、会員各社の益々のご発展

と、本日ご出席の皆様のご健勝を祈念申し上げて

挨拶とさせていただきます。

北陸地域本部

谷屋本部長挨拶

小池副会長挨拶
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総会風景 瀬戸常務理事の医療ガス部門近況報告

大沼常務執行役員の産業ガス部門近況報告

２．平成30年度産業ガス部門活動方針

（1）保安の推進　高圧ガス消費者保安講習会の開催

（2） 会員研修会（容器再検査メンテナンス工場見

学）の実施

（3）RFタグの取り組み

（4）容器使用契約書についての取り組み

３．組織図

JIMGA北陸地域本部総会

正副本部長会

幹事会

技術保安部会

企画部会

容器回収グループ

容器RFタグ推進グループ

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
谷屋　五郎
宇野酸素㈱　
代表取締役社長

副本部長
森本　直和
北酸高圧瓦斯㈱
代表取締役社長

幹　　事� 中山　　浩　日本エア・リキード㈱　中部支社 支社長
幹　　事� 丹羽　信嗣　北越アセチレン㈱　代表取締役社長
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幹　　事� 田中　浩昭　日本液炭㈱　富山営業所長
会計監事� 志村　　学　大陽日酸㈱　北陸支店長

企画部会
委　　員� 谷屋　五郎　宇野酸素㈱　代表取締役社長
委　　員� 森　　卓也　岩谷産業㈱　中部支社 北陸支店長
委　　員� 木村　光彦　中部エア・ウォーター㈱　取締役 東海北陸統括部長
委　　員� 中山　　浩　日本エア・リキード㈱　中部支社 支社長
委　　員� 志村　　学　大陽日酸㈱　北陸支店長
委　　員� 亀尾　敏孝　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 中部事業所 小松工場長
委　　員� 森本　直和　北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
委　　員� 田中　浩昭　日本液炭㈱　富山営業所長
委　　員� 馬場　信幸　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 富山営業所長
委　　員� 柳澤　敏幸　直江津アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員� 松本　英明　新潟高圧ガス㈱　取締役工場長
委　　員� 丹羽　宏彰　北越アセチレン㈱　部長
委　　員� 谷屋　五郎　三国液酸㈱　代表取締役社長
委　　員� 濱　　良二　北陸エア・ケミカルズ㈱　敦賀事務所長

技術・保安部会
委　　員� 谷屋　五郎　宇野酸素㈱　代表取締役社長
委　　員� 森　　卓也　岩谷産業㈱　中部支社 北陸支店長
委　　員� 木村　光彦　中部エア・ウォーター㈱　取締役 東海北陸統括部長
委　　員� 深谷　和則　東亜テクノガス㈱　北陸支店 北陸営業部
委　　員� 中山　　浩　日本エア・リキード㈱　中部支社 支社長
委　　員� 志村　　学　大陽日酸㈱　北陸支店長
委　　員� 渡辺　博之　北陸液酸工業㈱　取締役管理部長
委　　員� 亀尾　敏孝　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 中部事業所 小松工場長
委　　員� 森本　直和　北酸高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
委　　員� 田中　浩昭　日本液炭㈱　富山営業所長
委　　員� 馬場　信幸　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中部支店 富山営業所長
委　　員� 山口　　淳　上毛天然瓦斯工業㈱　長岡支店長
委　　員� 柳澤　敏幸　直江津アセチレン㈱　取締役工場長
委　　員� 松本　英明　新潟高圧ガス㈱　取締役工場長
委　　員� 丹羽　宏彰　北越アセチレン㈱　部長
委　　員� 谷屋　五郎　三国液酸㈱　代表取締役社長
委　　員� 濱　　良二　北陸エア・ケミカルズ㈱　敦賀事務所長

注） 平成30年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しています。

5．活動報告

（1）第8回MGR更新時集合講習会

　日　時�: 平成30年3月28日（水）13:00 ～ 17:00

　場　所�: 石川県地場産業振興センター

（2）北陸地域本部幹事会

　日　時�: 平成30年4月12日（木）11:30 ～ 13:00

　場　所�: ANAクラウンプラザホテル金沢
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１．定時総会

日　時�: 平成30年5月17日（木）16:15 ～ 17:25

会　場�: メルパルク大阪

議　題

第1号議案　平成29年度事業報告承認の件

第2号議案　 平成29年度経常費収支決算報告承

認の件

第3号議案　平成30・31年度新役員承認の件

第4号議案　 平成30年度事業計画（案）承認の件

第5号議案　 平成30年度収支予算（案）承認の件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

報告事項

（1）会員数

 産業ガス部門62社（平成30年3月31日現在）

（2）平成29年度高圧ガス保安表彰関係

  経済産業大臣表彰、中部近畿産業保安監督

部近畿支部長表彰、大阪府知事表彰、大阪

府商工関係者表彰

（3）今後の主な行事予定（関係団体の行事を含む）

  本部関連行事、JIMGA近畿地域本部、関係

他保安団体

本部出席者

副会長　　　　今井　康夫

常務執行役員　大沼　倫晃

常務執行役員　福盛　康宏

上田本部長挨拶（要旨）

常日頃の皆様方のご協力に対しまして厚く御

礼を申し上げます。

一昨年の関西経済におきましては、雇用の改善

が続くなかで、生産・輸出に持ち直しの動きが見

られ業況改善につながっています。設備投資など

も穏やかに増加しておりますが、電気料金の値上

げなどが予想され我々の業界にとりましては、大

きな懸念が寄せられるところです。

JIMGAではこれまでと同 様 に保 安 を重 視 した

活動を行います。高圧ガス事故関連に目を向けま

すと、昨年の高圧事故件数は756件と過去10年間

で最も低い件数となっております。

我々業界関係者といたしましては、ガスの安定

供給・保安の確保を着実に進めることが大事なの

ではと考える次第です。改めまして皆様方の多大

なるご協力をお願い申し上げます。

さて本日の総会議案書におきましては、5つの

議案を上程しております。忌憚のないご意見を賜

り、協会の発展によりご尽力賜りますよう、よろ

しくご審議の程をお願い申し上げます。

上田本部長挨拶

総会の模様

近畿地域本部
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懇親会

塩見本部長挨拶（要旨）

平素は当協会の事業活動に関しまして、温かい

ご支援とご理解を賜わっており、この場をお借り

いたしまして、厚く御礼を申し上げます。

私ごとではありますが、先ほどの定時総会にお

きまして、近畿地域本部の代表本部長を拝命いた

し、身の引き締まる思いをしております。精一杯

の努力をしてまいりたいと思います。

近畿地域では、不安視され続けている「南海ト

ラフ地震」を念頭に置きつつ、毎年のように発生

する台風など、さまざまな災害への警戒を怠るこ

とはできません。常在危機の意識の下、日頃から

の備えをしっかりと進めていくことが肝要です。

高圧ガス関連事故に目を移しますと、昨年より

減少しておりますが、引続き高圧ガス事故撲滅に

向け、今後は我々業界全体の自主的取り組みの強

化を重点施策とする必要があると痛感をしており

ます。

近畿地域本部は産業ガス・医療ガス部門とも、

多くの課題を抱えておりますが、前任の上田本部

長より引き継いだ我々の活動の理念であります

「自主保安の確立」・「コンプライアンスの徹底」・

「停帯容器の早期回収」につきまして、今後とも

一層の努力を行い、会員皆様のご尽力のもと、是

非実現するよう頑張る所存であります。

色々な面で、非常に厳しい環境ではあります

が、是非皆様方と一致団結して、着実に歩を進め

てまいりたいと考えております。引き続きのご理

解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

最後になりましたが、本日ご出席の皆々様方の

ますますのご繁栄・ご健康を祈念いたしまして、

私の挨拶とさせて戴きます。

塩見本部長懇親会挨拶

今井副会長挨拶（要旨）

日頃は、JIMGAの活動に多大なご支援、ご協

力を賜りまして、改めて御礼を申し上げます。

国内の景気は、内外需要の回復を受け、鉱工

業生産の増産基調および設備投資の増加基調とな

り、トランプ政権による通商政策の混乱や、国内

政権運営の不透明感はあるものの、景気回復が

続くものと予想されています。我々の業界でも、

IoTやAIといったキーワードに関係する半導体産

業の好況から、各社の決算においても収益の回復

が見込まれていることと思います。

一方、幸いにも昨年度は我々の業界に関係する

大きな高圧ガス事故の発生はありませんでした。

しかし、放置容器や管理が不適切な容器の破裂事

故はいまだに発生しております。容器の事故は、

ひとたび発生すると人身事故につながりやすく、

また被害が大きくなることから報道も大きくされ

ます。特別回収運動を毎年実施してはいますが、

容器の回収を徹底すると同時に、長期停滞容器を

発生しない取り組みとして、容器管理の更なる徹

底をお願いしたいと思います。

また、新たな問題として各地域で対応にご苦労

いただいているのが、鳥インフルエンザの問題で

す。一昨年の年末から昨年の初めにかけて岐阜を

含む全国各地で大流行があり、今年も1月に四国

で新たに発生しております。会員の皆様におかれ
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ましては、炭酸ガスの緊急供給要請への対応に大

変ご苦労いただきました。その甲斐もあり、昨年

JIMGAは農林水産大臣から感謝状を交付されま

した。業界の地位向上に大きく貢献いただいたも

のであり、会員の皆様には改めて敬意を表したい

と思います。

さて、我々を取り巻く環境につきまして、ここ

数年、二つのお話をさせていただいております。

一つは電力料金の問題です。原発停止による電

気料金の値上げは、一時原油価格が低下したにも

かかわらず高止まりし、さらに、最近の原燃料価

格上昇により、昨年まで低水準であった燃料費調

整単価が大きく上昇しました。また、再生可能エ

ネルギー固定価格買取制度（FIT）賦課金の減免制

度は一昨年末に見直しがなされましたが、賦課金

はこの平成30年5月より、昨年度までの1kWhあ

たり2.64円から2.90円に改定されました。このよ

うな状況下、減免制度を利用した場合の産業ガス

業界の電力費用の負担増は、平成23年3月に比較

して198億円と、昨年お話しした数値のおよそ倍

となります。減免制度が現状のまま継続すること

はありませんので、JIMGAとしましては、 引 き

続き電力多消費産業11団体として連携し、でき

る限り我々業界の負担が増えないよう取り組んで

参ります。

消費税の問題につきましては、平成31年10月

の実施に再延期された税率10%への再引き上げに

ついて、政局の影響もあり、先行き不透明となっ

ています。協会としましては、昨年転嫁カルテル

の期限を延長しましたが、引き続き調査会を活用

して転嫁状況を確認するとともにして参ります。

今年度の課題につきましては、割愛しますが、

産業ガス、医療ガス両部門共通の課題としまして

は、引き続きコンプライアンスと保安の確保を第

一に掲げ、安心・安全を確立し、産業ガス・医療

ガス業界のさらなる地位向上を目指していきたい

と思います。

加えて、我々の産業・医療ガスが、社会・産

業のインフラおよびライフラインとして重要な製

品であることを社会の皆様方に御理解いただくた

め、また、会員各社のブレーンとして会員の皆様

から必 要 とされるJIMGAであるために、 絶 えず

発信することを意識してJIMGAのプレゼンス向

上を目指してまいります。

最後に本日ご出席の皆様方の益々のご繁栄と

ご健勝を、またそれぞれの会社のご発展を祈念申

し上げ、挨拶とさせていただきます。

今井副会長挨拶

２．平成30年度産業ガス部門活動方針

定時総会・部門幹事会

　地域本部の最高意思決定機関として、産業ガス

部門における事業活動が円滑に取り行えるよう、

充塡ガス部会、技術・保安部会、RFタグ推進部

会各々の企画立案・業務結果を承認する業務およ

び前年度における会計収支・次年度における予算

案の承認を行います。

部会の主な活動計画

（1）充塡ガス部会

　4支部会（大阪・奈良支部、兵庫支部、京都・

滋賀支部、和歌山支部）の活動を活性化するとと

もに、エアセパレートガスおよび炭酸ガスの充塡

ならびに容器管理の分野において、シリンダーガ

スの生産・流通・消費・安全に関する諸問題なら

びにRFタグの裾野拡大を基盤として、停滞容器
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４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
塩見　由男
エア・ウォーター㈱
常務取締役 近畿代表
近畿支社長

副本部長
姫尾　和彦
日本エア・リキード㈱
近畿支社長

副本部長
八尋　正昭
日本エア・リキード㈱
技術統括部 事業部長

副本部長
大岡　久晃
㈱大岡酸素商会
取締役会長

幹　　事� 成田　昌信　大陽日酸㈱　執行役員 関西支社長
幹　　事� 上田　恭久　岩谷産業㈱　常務執行役員 近畿支社長
幹　　事� 山本　誠一　小池酸素工業㈱　大阪支店長
幹　　事� 河西　伸和　大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　取締役 ガス営業本部長
幹　　事� 中　　武司　日本液炭㈱　関西支社長

回収について取り組んでまいります。

（2）技術・保安部会

①エアガス・アセチレン技術グループ

　エアセパレートガスおよびアセチレンガスの製

造に関して、その生産・流通・消費・安全におけ

る諸問題の調査・研究を行うと共に、本部設定テー

マについて、セミナー等によるPR活動・工場見

学等を推進してまいります。

②水素・炭酸技術グループ

　圧縮水素・液体水素および炭酸ガス事業におけ

る製造に関して、その生産・流通・消費・安全に

おける諸問題の調査・研究を行うと共に、本部設

定テーマについて、PR活動も推進してまいりま

す。

（3）RFタグ推進部会

　JIMGA本部における容器RFタグ運営委員会お

よびＷＧとの連携を密にしながら、バーコードシ

ステムに代わる重要なアイテムとして、RFタグ

の推進を図ってまいります。

３．組織図

部門総会

正副本部長会

部門幹事会

技術・保安部会 エアガス・
アセチレン技術グループ

充塡ガス部会

大阪・奈良支部

京都・滋賀支部

和歌山支部

兵庫支部

RFタグ推進部会

水素・炭酸技術グループ



107 産業ガスレポート vol.39

会計監事� 田中　政弥　協和ガス㈱　取締役部長
会計監事� 陶国　　昇　大阪ガスリキッド㈱　常務取締役 ガス営業本部長

充塡ガス部会
部�会�長� 大岡　久晃　㈱大岡酸素商会 取締役会長
副部会長� 佐津　由倫　近畿エア・ウォーター㈱　和歌山支店長

大阪・奈良支部
支 部 長� 角　　幸司　浪速酸素㈱　代表取締役専務
副支部長� 岡本　壮史　㈱関西ガスファースト　代表取締役
委　　員� 永田　裕信　大阪車輌工業㈱　取締役 営業部 部長
委　　員� 成田　昌信　㈱大阪パッケージガスセンター　代表取締役
委　　員� 桝谷　　隆　大丸エナウィン㈱　顧問
委　　員� 名倉　茂雄　大和熔材㈱　代表取締役社長
委　　員� 宮﨑　順平　㈱マスコール　代表取締役会長
委　　員� 伏山　英男　㈱伏山酸素商会　代表取締役

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

和歌山支部
支 部 長� 佐津　由倫　近畿エア・ウォーター㈱　和歌山支店長
委　　員� 竹内　光男　新宮酸素㈱　代表取締役社長

兵庫支部　
支 部 長� 高浜　充治　高浜酸素㈱　代表取締役
副支部長� 辰巳　友亮　タツミ産業㈱　常務取締役
委　　員� 大岡　久晃　㈱大岡酸素商会　取締役会長
委　　員� 神田　保男　近畿酸素㈱　代表取締役社長
委　　員� 橋詰　芳裕　㈱ニッコーコーポレーション　代表取締役
委　　員� 堀田　秀樹　ネクスト・ワン㈱　代表取締役副社長
委　　員� 宮崎　文祥　姫路ダイサン㈱　代表取締役
委　　員� 藤田　元久　藤田酸素工業㈱　代表取締役社長

技術・保安部会
部 会 長� 八尋　正昭　日本エア・リキード㈱　技術統括部 事業部長
委　　員� 川中　　尚　エア・ウォーター炭酸㈱　営業部 大阪支店 支店長

エアガス・アセチレン技術グループ
グループ長� 八尋　正昭　日本エア・リキード㈱　技術統括部 事業部長
副グループ長�村上　孝一　高圧ガス工業㈱　堺工場 工場長
委　　員� 中森　信輔　㈱泉産業　代表取締役社長
委　　員� 小堀　幸司　イビデンケミカル㈱　ガス事業部 高石事業所 工場長
委　　員� 角山　義樹　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 生産部 生産・製品技術担当部長
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委　　員� 小林　靖昌　岩谷産業㈱　近畿支社 環境保安部 担当部長
委　　員� 中野　真一　エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 係長
委　　員� 佐津　由倫　近畿エア・ウォーター㈱　和歌山支店長
委　　員� 大岡　久晃　㈱大岡酸素商会　取締役会長
委　　員� 石井　長文　協和ガス㈱　大阪工場 製造係長
委　　員� 廣田　淳一　近畿エア・ウォーター㈱　取締役 管理部長 兼 技術部長
委　　員� 厚沢不二夫　小池酸素工業㈱　大阪支店 支店長代理
委　　員� 椋橋　明次　大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　常務執行役員 技術本部長
委　　員� 阿部　久志　大陽日酸㈱　関西支社 技術部長
委　　員� 池田　幹雄　日東高圧化学工業㈱　代表取締役

水素・炭酸技術グループ
グループ長� 川中　　尚　エア・ウォーター炭酸㈱　営業部 大阪支店 支店長
副グループ長� 阿部　久志　大陽日酸㈱　関西支社 技術部長
委　　員� 石井　政行　尼崎水素販売㈱　所長
委　　員� 岩田　保雄　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部生産部 生産・製品技術担当シニアマネージャー
委　　員� 小林　靖昌　岩谷産業㈱　近畿支社 環境保安部 担当部長
委　　員� 中野　真一　エア・ウォーター㈱　コンプライアンスセンター 保安推進部 係長
委　　員� 岩見　憲二　近畿炭酸㈱　取締役 管理部長
委　　員� 三宅　秀典　昭和電工ガスプロダクツ㈱　西日本支店大阪営業所
委　　員� 綱島　誠司　新日鉄住金化学㈱　水素充填班 班長
委　　員� 近藤　　航　日本液炭㈱　関西支社 技術サービス課長
委　　員� 内田　　睦　大阪ガスリキッド㈱　ガス企画業務部長

RFタグ推進部会
部 会 長� 姫尾　和彦　日本エア・リキード㈱　近畿支社長
委　　員� 八尋　正昭　日本エア・リキード㈱　技術統括部 事業部長
委　　員� 大岡　久晃　㈱大岡酸素商会　取締役会長
委　　員� 廣田　淳一　近畿エア・ウォーター㈱　取締役 管理部長 兼 技術部長
委　　員� 平田　恭清　高圧ガス工業㈱　ガス事業本部 執行役員 近畿地区長
委　　員� 阿部　久志　大陽日酸㈱　関西支社 技術部長
委　　員� 小林　靖昌　岩谷産業㈱　近畿支社 環境保安部 担当部長

注） 平成30年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しています。
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５．活動報告（H30.2 ～ H30.7）

（1）近畿地域本部主催

〇幹事会

　日　時�: 平成30年3月14日（水）11:30 ～ 13:30

　場　所�: 宇津房（大阪）

　内　容�:  平成29年度見込み、平成30年度予算

の件

　　　　平成30年度定時総会の件

　　　　役員改選、主要スケジュール、その他

〇幹事会

　日　時�: 平成30年4月23日（月）14:00 ～ 15:00

　場　所�: コンファレンスプラザ大阪御堂筋

　内　容�:  平成30年度産業ガス部門定時総会議

案書（案）承認の件

　　　　その他連絡事項

〇技術・保安部会

　水素・炭酸技術グループ

　日　時�: 平成30年2月15日（木）15:00 ～ 16:00

　場　所�: AP大阪淀屋橋

〇充塡ガス部会

　和歌山支部会

　日　時�: 平成30年2月16日（金）12:30 ～ 14:00

　場　所�: ホテルグランヴィア和歌山

　兵庫支部会

　日　時�: 平成30年2月28日（水）14:00 ～ 15:00

　場　所�: 兵庫県中央労働センター

　大阪・奈良支部会

　日　時�: 平成30年3月1日（木）14:00 ～ 15:00

　場　所�: AP大阪淀屋橋

　　

　京都・滋賀支部会

　日　時�: 平成30年3月8日（木）12:00 ～ 14:00

　場　所�: 新・都ホテル

〇平成29年度高圧ガス保安セミナー

　（主催�:�エアガス・アセチレン技術グループ）

　日　時�: 平成30年2月7日（水）14:00 ～ 17:00

　場　所�: 大阪科学技術センター

　　　

（2）他団体行事（主催・協賛等）

〇大阪府高圧ガス安全協会　高圧ガス防災研修会

　日　時�: 平成30年2月2日（金）

　場　所�: ENDO堺筋

〇平成29年度大阪府商工関係者表彰式

　日　時�: 平成30年2月6日（火）

　場　所�: 大阪市中央公会堂

〇近畿高圧ガス容器管理委員会　理事会

　日　時�: 平成30年5月11日（金）

　場　所�: コンファレンスプラザ大阪御堂筋

〇大阪府高圧ガス安全協会　定時総会

　日　時�: 平成30年5月22日（火）

　場　所�: 天王寺都ホテル

〇近畿高圧ガス容器管理委員会　定時総会

　日　時�: 平成30年6月14日（木）

　場　所�:  アットビジネスセンター大阪本町 

（大阪国際ビル）
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１．定時総会

日　時�: 平成30年5月16日（水）15:00 ～ 15:45

会　場�: 広島ガーデンパレス

出席者�: 33名

議　題

第1号議案　 平成29年度事業報告及び収支決算

の承認を求める件

第2号議案　 平成30年度事業計画（案）及び収

支予算（案）の承認を求める件

第3号議案　 幹事及び会計監事選任（案）の承認

を求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り全会

一致で承認されました。

報告事項

（1） 会員の動静について、平成29年度内の事業

所名変更1、指定代表者交代4、平成30年

度（5月迄）は社名変更・指定代表者交代等

なしを報告しました。

（2） JIMGA中国地域本部の主要行事日程を説明

しました。

本部出席者

副会長　　　　矢原　史朗

専務理事　　　永江　　裕

常務執行役員　鈴木　正晴

西村本部長挨拶

皆様、本日はお忙しい中、平成30年度JIMGA

中国地域本部 産業ガス部門の定時総会にご出席

いただきまして誠にありがとうございます。

はじめに、本総会開催にあたり、関係各位のご

尽力により本日を迎えることができますことを、

この場を借りて厚く御礼申し上げます。また、会

員の皆様方には平素よりJIMGAの活動に、ご理

解と、ご協力をいただきまして、誠にありがとう

ございます。

さて、2018年度の日本経済は、世界経済の緩

やかな成長が続いて追い風となる一方で内需も底

堅く推移すると見られ全体的にはやや鈍化しつつ

も、2017年度比で1%を超える成長を保つ！との

見方がなされております。

我々中国地域の経済を見ていきますと、成長の

鈍化は見られるものの製造業を中心として企業の

設備投資も緩やかに増加しつつあります。しかし

ながら一方で、経済の回復に伴う生産持ち直しで

雇用情勢は一段と逼迫してきております。

人手不足による倒産が深刻化しているといわ

れておりますが2017年 度 のいわゆる「 人 手 不 足

倒産」は114件と4年連続で前年度を上回り、年

度合計で初めて100件を超え、また、増加幅も2

年連続で拡大、2013年度比では2.5倍に増加して

いるそうです。この人手不足問題と製造現場にて

発生する労働災害の関係は今後より一層、無視で

きないものとなってくると思われます。

昨年9月、厚生労働省から平成29年の労働災害

による死亡者数が対前年比で急増したことをうけ、

労働災害・防止団体や関係団体に対して職場にお

ける死亡災害、撲滅に向けた緊急要請が行われま

した。緊急要請では企業の景況感が改善するなか、

人手不足が顕在化し安全衛生管理体制が疎かに

なっている恐れがある、と指摘されておりました。

我々高圧ガス業界も、災害撲滅に全力にて対応

をしなくてはなりません。高圧ガス保安法では製造

業者だけではなく、販売業者、消費者も、保安管

理の徹底が要求されていますが、高圧ガスの保安

の基本の第一歩は、やはり容器管理から始まります。

なお、以前より取り組んでまいりました高圧ガス

容器管理指針でありますが平成28年4月、広島県

中国地域本部
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において中国地域で3県目となる『容器管理指針』

が高圧ガス業界4団体の連盟で制定されました。更

に今般、島根県防災部消防総務課の監修が承認さ

れており、今期に発行の見込みとなっております。

引き続き、中国地域のJIMGAの活動を活発に

していきたいと考えておりますので、皆様のより

一層のご支援ご協力をお願いいたします。日本の

産業界を陰で支える高圧ガス業界、そこに従事す

る我々にとって保安、安全の確保は何より優先す

べきことであると考 えております。 平 成30年 度

も、JIMGAとして『保安講習会』『保安セミナー』

の開催、高圧ガス保安大会等の積極的参加によ

り、中国地域全ての高圧ガス事業関係者の意識の

向上と自主・保安体制の確立に努めてまいりたい

と考えております。

本日はその基本となります平成30年度JIMGA

中国地域本部 産業ガス部門 定時総会でございま

す。是非とも皆様からのご質問、活発な意見の交

換を行っていただければ幸いです。

終わりになりますが、これまで同様、皆様方の

一層のご支援ご協力をお願いし、私からの挨拶と

させていただきます。

西村本部長挨拶

矢原副会長挨拶

日頃はJIMGAの活動に多大なご支援、ご協力

を賜りまして、改めて御礼を申し上げます。

国内の景気は、内外需要の回復を受け、鉱工

業生産の増産基調および設備投資の増加基調とな

り、トランプ政権による通商政策の混乱や国内政

権運営の不透明感はあるものの、景気回復が続く

ものと予想されています。我々の業界でも、IoT

やAIといったキーワードに関係する半導体産業

の好況から各社の決算においても収益の回復が見

込まれていることと思います。

一方、昨年度は幸いにも我々の業界に関係する

大きな高圧ガス事故の発生はありませんでした。

しかし、放置容器や管理の良くない容器の破裂事

故はいまだに発生しております。高圧ガス容器に

関しましては、一昨年に放置容器の人身事故が発

生したことを受け、特別回収運動について徹底し

た取り組みをいただきましたが、昨年も同様のご

協力をいただきました。この場を借りてご協力に

感謝申し上げます。

引き続き高圧ガス事故の撲滅を目指して、皆さ

んと協力して取り組みたいと思います。

また、新たな問題として各地域で対応にご苦労

頂いているのが、鳥インフルエンザの問題です。

一昨年の年末から昨年の初めにかけて全国各地で

大流行があり、今年も1月に四国で新たに発生し

ました。会員の皆様におかれましては、炭酸ガス

の緊急供給要請への対応に大変ご苦労いただきま

した。 その甲斐もあり昨年JIMGAは農林水産大

臣から感謝状を交付されました。業界の地位向上

に大きく貢献いただいたものであり、会員の皆様

には改めて敬意を表したいと思います。

さて、我々を取り巻く環境につきまして、ここ

数 年、 二 つのお話 をさせていただいております。

一つは電力料金の問題です。原発停止による電気

料金の値上げは、一時原油価格が低下したにもか

かわらず高止まりし、さらに、最近の原燃料価格

上昇により、昨年まで低水準であった燃料費調整

単価が大きく上昇しました。一方、再生可能エネ

ルギー固定価格買取制度（FIT）賦課金の減免制度

は一昨年末に見直しがなされましたが、賦課金は

この平成30年5月より、昨年度までの1kWhあたり

2.64円 から2.90円 に改 定 されました。 このような
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状況下、減免制度を利用した場合の産業ガス業界

の電力費用の負担増は、平成23年3月に比較して

198億円と、昨年に試算した数値のおよそ倍になり

ます。減免制度が現状のまま継続することはあり

ませんので、JIMGAとしましては、引き続き電力

多消費産業11団体として連携し、できる限り我々

業界の負担が増えないよう取り組んでまいります。

消費税の問題につきましては、平成31年10月

の実 施 に再 延 期 された税 率10%への再 引 き上 げ

が、政局の影響もあり先行き不透明となっていま

す。協会としましては、昨年転嫁カルテルの期限

を延長しましたが、引き続き調査会を活用して転

嫁状況を確認して参ります。

今年度の課題につきましては、別途報告される

と思いますが、産業ガス、医療ガス両部門共通の

課題としまして、これまで同様にコンプライアン

スと保安の確保を第一に掲げ、安心・安全を確立

し、産業ガス・医療ガス業界のさらなる地位向上

を目指していきたいと思います。

加えて、我々の産業・医療ガスが、社会・産

業のインフラおよびライフラインとして重要な製

品であることを社会の皆様方に御理解いただくた

め、また、会員各社のブレーンとして会員の皆様

から必要とされるJIMGAであるために、絶えず

発信することを意識してJIMGAのプレゼンス向

上を目指してまいります。

最後に本日ご出席の皆様方の益々のご繁栄と

ご健勝を、またそれぞれの会社のご発展を祈念申

し上げ、挨拶とさせていただきます。

永江専務理事挨拶

日頃、JIMGAの活動に御支援を賜り、誠にあ

りがとうございます。

「発信するJIMGA」を標榜してまいりましたが、

会員の方からも一般消費者の方からも直接、協会

本部に御質問もあり、もっとアクションを起こし

て疑問の解消に努めてまいりたいと思います。

懇親会

藤井基博副本部長の乾杯で始まり、瀬戸新本部

矢原副会長挨拶 藤井副本部長の音頭による乾杯

永江専務理事挨拶 瀬戸新本部長中締め挨拶
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長の中締めで終えました。

２．平成30年度事業計画

産業ガスの製造、輸送、販売、消費等に関して、

それらの改善・合理化の推進、技術の向上、およ

び安全・保安の確保に努め、本部との連携を取り

ながら次の事業を遂行いたします。

1） 本部評議員会、事務局長会議、等へ積極的

に参加する。

2） 従来から取り組んできた講習会活動を継続・

展開する。

3） 高圧ガス保安大会や、高圧ガス保安活動促

進週間の協賛諸行事へ積極的に参加する。

4） 本部指示のもと、関連法規の周知徹底並び

に法令上の諸問題について地域監督官庁と

話し合いを進める。

5） 各部会の特有の諸問題に関してはそれぞれ

の部会で討議解決をはかる。

6） 消費増税調査会は、窓口を中国地域本部事

務局として継続する。

３．組織図

４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

本部長
瀬戸　和義　　
日本エア・リキード㈱ 
中四国支社長

副本部長
藤井　基博　　
藤井商事㈱ 
取締役会長

副本部長
並河　　勉　　 
山陰酸素工業㈱ 
代表取締役社長

副本部長
武　　浩一　　
大陽日酸㈱ 
執行役員 中四国支社長

副本部長
中川　裕義　　
高圧ガス工業㈱ 
中・四国地区長

中国地域本部事務局

総会

部門幹事会

企画部会

技術・保安部会

部門会計監事

技術運営委員会

充塡ガス部会

部門総会

合同幹事会

RFタグ推進WG

アセチレン技術WG

炭酸ガス技術WG
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幹　　事� 岩上　知司　岩谷産業㈱　中国支社長
幹　　事� 西村　浩和　エア・ウォーター㈱　執行役員 中・四国支社長
幹　　事� 國廣　　憲　中国アセチレン㈱　代表取締役社長
幹　　事� 山本　敬史　大和酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事� 石葉　光伸　エア・ウォーター炭酸㈱　営業部 大阪支店
会計監事� 小林　通匡　ニッキフッコー㈱　代表取締役社長
会計監事� 川﨑　兼二　岩谷瓦斯㈱　取締役 ガス事業部 西日本事業所長

企画部会
部 会 長� 古田　正彦　日本エア ･リキード㈱　カスタマー・エンジニアリング部 
�  中四国グループ長（倉敷）
委　　員� 目﨑　省三　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当部長（中国駐在）
委　　員� 松井　勇兒　大陽日酸㈱　中四国支社 技術部長
委　　員� 福井　雅則　高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員� 金田　孝雄　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 西日本事業所 広島工場長
委　　員� 宮澤　昭浩　藤井商事㈱　本社工場 製造課長
委　　員� 菅野　修司　山陰酸素工業㈱　安来ガスセンター長
委　　員� 山本　正治　エア・リキード工業ガス㈱　山口工場長
委　　員� 吉藤　宏行　岡山エア・ウォーター㈱　工場長
委　　員� 黒田　秀昭　中国アセチレン㈱　取締役製造部長

RFタグ推進ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 金田　孝雄　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 西日本事業所 広島工場長
委　　員� 福井　雅則　高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員� 黒田　秀昭　中国アセチレン㈱　取締役製造部長委員　古田　正彦　
委　　員� 菅野　修司　山陰酸素工業㈱　安来ガスセンター長
委　　員� 宮澤　昭浩　藤井商事㈱　本社工場 製造課長

技術・保安部会
部 会 長� 松井　勇兒　大陽日酸㈱　中四国支社 技術部長
副部会長� 福井　雅則　高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員� 金田　孝雄　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 西日本事業所 広島工場長
委　　員� 目﨑　省三　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当部長（中国駐在）
委　　員� 石葉　光伸　エア・ウォーター炭酸㈱　営業部 大阪支店
委　　員� 金子　康行　オカモト産業㈱　技術部長
委　　員� 西村　宏一　高圧ガス工業㈱　岡山工場長
委　　員� 田代　晃裕　山陰酸素工業㈱　技術本部 技術部長
委　　員� 金塚　　博　山陽酸素㈱　工場長
委　　員� 北　健太郎　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中四国営業所
委　　員� 牧野　邦彦　㈱ゼネラルガスセンター　本社工場長
委　　員� 花田　英治　㈱ゼネラルガスセンター　三原工場長
委　　員� 川下　明彦　大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　山口支店長
委　　員� 黒田　秀昭　中国アセチレン㈱　取締役製造部長
委　　員� 中元　昌幸　中国酸素㈱　広島工場長代理
委　　員� 赤松　興一　中・四国エア・ウォーター㈱　下松ガスセンター長
委　　員� 川上　典之　中・四国エア・ウォーター㈱　広島工場長
委　　員� 下畦　貴之　ニッキフッコー㈱　営業技術課長
委　　員� 古田　正彦　日本エア ･リキード㈱　技術本部 カスタマー・エンジニアリング部 
�  中四国グループ長（倉敷）
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委　　員� 小林　　統　日本液炭㈱　中四国支社 技術サービス課長
委　　員� 柴田　　巌　広島日酸㈱　取締役工場長
委　　員� 宮澤　昭浩　藤井商事㈱　本社工場 製造課長
委　　員� 藤原　慎治　藤井商事㈱　水島工場 製造課長
委　　員� 前岸　豊之　水アセ㈱　取締役工場長
委　　員� 大野　　剛　安浦アセチレン㈱　広島工場 課長
委　　員� 森本　英明　リンクス㈱　テクノガスセンター工場長代理

アセチレン技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 福井　雅則　高圧ガス工業㈱　広島工場長
委　　員� 金田　孝雄　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 西日本事業所 広島工場長
委　　員� 黒田　秀昭　中国アセチレン㈱　取締役製造部長
委　　員� 川下　明彦　大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱　山口支店長
委　　員� 松井　勇兒　大陽日酸㈱　中四国支社 技術部長
委　　員� 西村　宏一　高圧ガス工業㈱　岡山工場長
委　　員� 大野　　剛　安浦アセチレン㈱　広島工場 課長
委　　員� 前岸　豊之　水アセ㈱　取締役工場長

炭酸ガス技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 北　健太郎　昭和電工ガスプロダクツ㈱　中四国営業所
委　　員� 石葉　光伸　エア・ウォーター炭酸㈱　営業部 大阪支店
委　　員� 小林　　統　日本液炭㈱　中四国支社 技術サービス課長
委　　員� 目﨑　省三　岩谷産業㈱　環境保安部 保安担当部長（中国駐在）

充塡ガス部会
部 会 長� 藤井　基博　藤井商事㈱ 取締役会長
委　　員� 平松　丈始　旭化成酸素㈱ 代表取締役社長
委　　員� 川﨑　兼二　岩谷瓦斯㈱ 取締役 ガス事業部 西日本事業所長
委　　員� 平岡　義啓　エア・リキード工業ガス㈱ 中四国支社長
委　　員� 岡本　茂裕　オカモト産業㈱ 代表取締役社長
委　　員� 西村　浩和　岡山エア・ウォーター㈱ 代表取締役社長
委　　員� 並河　　勉　山陰酸素工業㈱ 代表取締役社長
委　　員� 木次　徳在　山陽酸素㈱ 代表取締役社長
委　　員� 白神　　巧　㈱ゼネラルガスセンター 代表取締役社長
委　　員� 山本　敬史　大和酸素㈱ 代表取締役社長
委　　員� 髙山　眞司　髙山産業㈱ 代表取締役社長
委　　員� 國廣　　憲　中国アセチレン㈱ 代表取締役社長
委　　員� 川崎　能弘　中国酸素㈱ 代表取締役社長
委　　員� 渋江　幹男　中・四国エア・ウォーター㈱ 岡山支店長
委　　員� 五島　明憲　中・四国エア・ウォーター㈱ 広島支店長
委　　員� 小林　通匡　ニッキフッコー㈱ 代表取締役社長
委　　員� 山脇　淳平　広島高圧ガス㈱ 代表取締役社長
委　　員� 柴田　　巌　広島日酸㈱ 取締役工場長
委　　員� 前岸　豊之　水アセ㈱ 取締役工場長
委　　員� 松本　　眞　リンクス㈱ 代表取締役社長

注） 平成30年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が判明した場合や組織の新設が明らかな場
合は、交代後、新設後の内容を記載しています。
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５．今後の事業活動計画

（1）「技術研修会／技術・保安部会」

　日　程�: 平成30年9月7日（金）・8日（土）

　場　所�:  水 素 エ ネ ル ギ ー 製 品 研 究 試 験 セ ン

ター：HyTReC（福岡県）

（2）「高圧ガス保安法令講習会」

　日　程�: 平成30年10月24日（水）13:00 ～ 16:30

　会　場�: YICスタジオ（山口県）

（3）「中国地域高圧ガス保安大会」

　（協賛JIMGA中国地域本部）

　日　程�: 平成30年11月14日（水）13:30 ～ 17:00

　会　場�: メルパルク広島

（4）「第18回 炭酸ガス保安講習会」（全国一斉開催）

　日　程�: 平成30年11月22日（木）13:00 ～ 16:30

　会　場�: TKP広島駅前大橋

（5）「中国地区高圧ガス関係団体合同新春互礼会」

　（共催JIMGA中国地域本部）

　日　程�: 平成31年1月11日（金）11:00 ～ 13:00

　会　場�: ANAクラウンプラザ広島

（6）「産業ガス保安セミナー」

　日　程�: 平成31年2月26日（火）

　　　開始時刻等詳細未確定

　会　場�: RCC文化センター（広島県）

オープン表示機能付バルブ
大型の開閉表示窓で見やすく使いやすい。

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

日　時�: 平成30年5月17日（木）15:35 ～ 17:20

会　場�: 松山全日空ホテル

議　題

第1号議案　 平成29年度事業報告及び収支決算

について承認を求める件

第2号議案　 平成30年度事業計画（案）及び収

支予算（案）について承認を求める

件

第3号議案　 四国地域本部役員改選について承

認を求める件

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

本部出席

副会長　　石井　敏康

専務理事　永江　　裕

定時総会の模様

野村本部長挨拶（要旨）

日頃は、JIMGAの活動に対しまして、多大な

ご支援、ご協力を賜わりっておりますこと、あわ

せて御礼を申し上げます。

昨年度、四国地域本部におきましては、高圧ガ

ス保安啓発のために、会員向けには「高圧ガス製

造技術勉強会」、「企業研修会」などを開催し、一

般消費者向けには「高圧ガス保安講習会」を開催

するなどいたしました。

消費先における高圧ガス災害事故状況は、近

年、前年を下回るペースではありますが、依然と

して高水準で推移しています。災害事故件数比較

では減少したものの、爆発、破裂・破損件数は増

加しております。事故原因は多岐に及びますが、

いずれの事象においても、誤操作・誤判断による

ヒューマンファクターが上位を占めます。このた

め、消費先において取り扱うガスの特性や機器

の使用方法を再確認いただき、JIMGAとしては、

これらの事故を発生させないように活動を続けな

ければなりません。

そのため四国地域本部では、今年度も保安を確

保し、高圧ガス事故を撲滅するために積極的な活

動を進めていきたいと思っております。

「高圧ガス保安講習会」、「企業研修会」、「JIMGA

セミナー（高圧ガス製造技術勉強会）」などの開

催に加え、協会本部の講習会として「炭酸ガス保

安講習会」の開催を計画しております。

また高圧ガス容器の長期停滞、不明容器の撲滅

により、高圧ガス事故をなくすためJIMGAが普及

を進めておりますRFタグの導入促進に向けて、働

きかけを強 めてまいりたいと思 っ ております。 協

会本部と連携を取りながら「RFタグを活用しての

容器管理」と「容器使用料契約への取り組み」を

後押しするための行事を計画推進してまいります。

また昨 年 度 から四 国 の高 圧 ガ ス 三 団 体 であ

る、JIMGA四国地域本部、四国高圧ガス容器管

理委員会、四国高圧ガス協議会の事務局業務を

JIMGA四 国 地 域 本 部 事 務 局 で行 っ ております。

高圧ガス保安に関する活動につきましては、これ

まで以上に三団体間で連携を取り、保安活動を進

めてまいります。

JIMGA四 国 地 域 本 部 では、 今 申 し上 げまし

四国地域本部
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たような活動にしっかり取り組み、 地域の特性

に合 っ た情 報 発 信 をしながら、 今 まで以 上 に

JIMGAの存 在 価 値 を高 めてまいりたいと思 っ て

おります。会員皆様方のより一層のご支援、ご協

力をお願い申しあげます。

石井副会長挨拶（要旨）

日頃は、JIMGAの活動に多大なご支援、ご協

力を賜りまして、改めて御礼を申し上げます。

国内の景気は、内外需要の回復を受け、鉱工

業生産の増産基調および設備投資の増加基調とな

り、トランプ政権による通商政策の混乱や、国内

政権運営の不透明感はあるものの、景気回復が

続くものと予想されています。我々の業界でも、

IoTやAIといったキーワードに関係する半導体産

業の好況から、各社の決算においても収益の回復

が見込まれていることと思います。

一方、昨年度は、幸いにも我々の業界に関係

する大きな高圧ガス事故の発生はありませんでし

た。しかし、放置容器や管理の良くない容器の破

裂事故はいまだに発生しております。高圧ガス容

器に関しましては、一昨年に放置容器の人身事故

が発生したことを受け、特別回収運動について徹

底した取り組みをいただきましたが、昨年も同様

のご協力をいただきました。この場を借りてご協

力に感謝申し上げます。引き続き高圧ガス事故の

撲滅を目指して、皆さんと協力して取り組みたい

と思います。

また、新たな問題として各地域で対応にご苦労

いただいているのが、鳥インフルエンザの問題で

す。一昨年の年末から昨年の初めにかけて全国各

地で大流行があり、今年は1月に香川で新たに発

生しました。会員の皆様におかれましては、炭酸

ガスの緊急供給要請への対応に大変ご苦労いただ

いたことと思いますが、会員の皆様には改めて敬

意を表したいと思います。

さて、我々を取り巻く環境につきまして、ここ

数年、二つのお話をさせていただいております。

一つは電力料金の問題です。原発停止による電

気料金の値上げは、一時原油価格が低下したにも

かかわらず高止まりし、さらに、最近の原燃料価

格上昇により、昨年まで低水準であった燃料費調

整単価が大きく上昇しました。一方、再生可能エ

ネルギー固定価格買取制度（FIT）賦課金の減免制

度は一昨年末に見直しがなされましたが、賦課金

はこの平成30年5月より、昨年度までの1kWhあ

たり2.64円から2.90円に改定されました。このよ

うな状況下、減免制度を利用した場合の産業ガス

業界の電力費用の負担増は、平成23年3月に比較

して198億円と、昨年お話しした数値のおよそ倍

となります。減免制度が現状のまま継続すること

はありませんので、JIMGAとしましては、引き

続き電力多消費産業11団体として連携し、でき

る限り我々業界の負担が増えないよう取り組んで

まいります。

消費税の問題につきましては、平成31年10月

の実施に再延期された税率10%への再引き上げに

ついて、政局の影響もあり、先行き不透明となっ

ています。協会としましては、昨年転嫁カルテル

の期限を延長しましたが、引き続き調査会を活用

して転嫁状況を確認してまいります。　

今年度の課題につきましては、後ほどお話があ

ると思いますが、産業ガス、医療ガス両部門共通

野村本部長挨拶
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３．組織図
総会

正副本部長及び幹事会
地域調査会

事務局

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

アセチレン技術WG

長期停滞容器回収推進WG

徳島分会
香川分会
愛媛分会
高知分会

RFタグ推進WG

の課題としましては、引き続きコンプライアンス

と保安の確保を第一に掲げ、安心・安全を確立し、

産業ガス・医療ガス業界のさらなる地位向上を目

指していきたいと思います。

加えて、我々の産業・医療ガスが、社会・産

業のインフラおよびライフラインとして重要な製

品であることを社会の皆様方に御理解いただくた

め、また、会員各社のブレーンとして会員の皆様

から必 要 とされるJIMGAであるために、 絶 えず

発信することを意識してJIMGAのプレゼンス向

上を目指してまいります。

最後に本日ご出席の皆様方の益々のご繁栄と

ご健勝を、またそれぞれの会社のご発展を祈念申

し上げ、挨拶とさせていただきます。

 

２．平成30年度産業ガス部門活動計画

今年度、四国地域本部における課題の第一は高

圧ガスによる事故の撲滅です。そのため会員およ

び一般消費者に対し、業界団体と協力をしながら

高圧ガス保安に関する啓発を図ってまいります。

具体的な活動として、消費者向け高圧ガス保安講

習会の開催、会員向け高圧ガス勉強会並びに企業

研修会の実施等、高圧ガス保安啓発に努めます。

また、四国地域内で出揃った高圧ガス容器管理

指針の周知を図ることにより、RFタグによる容

器管理を推進するとともに、容器使用料について

啓発を図ってまいります。そして当地域で高圧ガ

ス事故を撲滅していくため、放置容器、不明容器

をなくす活動を継続してまいります。

以上のように会員並びに高圧ガス消費者に向

けて地域特性に沿った情報発信を続け、行政に向

けては高圧ガス保安に関する諸状況を改善するた

めの要請を進め、JIMGAの技術面、保安面で立

場を向上させてまいりますので、ご協力をお願い

申し上げます。

石井副会長挨拶
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４．役員・部会・ＷＧ名簿（敬称略・順不同）
　　役　　員

 

本部長
野村　　茂
土佐酸素㈱
代表取締役社長

副本部長
大橋　正明
四国アセチレン工業㈱
代表取締役社長

副本部長
平岡　義啓
日本エア・リキード㈱
四国支店 支店長

副本部長
一色　展行
四国岩谷産業㈱
取締役部長

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

企画部会
部 会 長� 野村　　茂　土佐酸素㈱　代表取締役社長

長期停滞容器回収推進ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 大橋　正明　四国アセチレン工業㈱　代表取締役社長
徳島分会� 岡崎　靖大　四国大陽日酸㈱　徳島営業所 所長
香川分会� 下津　康弘　四国岩谷産業㈱　坂出工場 工場長
愛媛分会� 一色　貴志　大和酸素工業㈱　代表取締役副社長
高知分会� 小島　克典　土佐酸素㈱　高知工場 課長代理

RFタグ推進ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 一色　展行　四国岩谷産業㈱　取締役部長
委　　員� 大橋　正明　四国アセチレン工業㈱　代表取締役社長
委　　員� 一色　貴志　大和酸素工業㈱　代表取締役副社長
委　　員� 篠原　和伸　四国大陽日酸㈱　常務取締役技術部長
委　　員� 濱口　健二　土佐酸素㈱　取締役技術部長
委　　員� 齋藤　公司　エヒメ酸素㈱　常務取締役
委　　員� 米田　勝明　中・四国エア・ウォーター㈱　取締役 四国支店長
委　　員� 川崎　起樹　高圧ガス工業㈱　岡山工場 次長
委　　員� 加藤　省吾　高松帝酸㈱　製造技術グループ 課長代理

技術・保安部会
部 会 長� 平岡　義啓　日本エア・リキード㈱ 四国支店 支店長

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

充塡技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 濱口　健二　土佐酸素㈱　取締役技術部長
委　　員� 一色　貴志　大和酸素工業㈱　代表取締役副社長
委　　員� 住吉　直人　中・四国エア・ウォーター㈱　四国支店 工場長
委　　員� 樋笠　和樹　四国アセチレン工業㈱　製造部門長
委　　員� 佐伯　陽三　㈱東予ガスセンター　センター長代理
委　　員� 片山　昌也　エヒメ酸素㈱　係長

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

エアガス技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 渡部　正功　松山オキシトン㈱　工場長

炭酸技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 田中　智博　エア・ウォーター炭酸㈱　営業部 大阪支店 広島出張所 所長

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

注） 平成30年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が確認できた場合や組織の新設が明らかな
場合は、交代後、新設後の内容を記載しています。
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１．�平成30年度医療ガス部門、産業ガス部門統一

定時総会

日　時�: 平成30年5月18日（金） 14:30 ～ 15:45

場　所�: ホテルセントラーザ博多

議　題

第1号議案　 平成29年度事業報告並びに収支決

算について

第2号議案　 平成30年度事業計画（案）並びに

収支予算（案）の件

第3号議案　 役員改選の件（任期：平成30年度

～平成31年度）

以上の議案を審議の結果、いずれも提案通り承認

された。

本部出席者

副会長　　澁谷　信雄

専務理事　永江　　裕

常務理事　瀬戸　昭則

栗下代表地域本部長挨拶（要旨）

会員各社様におかれましては、平素はJIMGA

の活動に対しまして大変ご協力をいただいており

ますこと厚く御礼申し上げます。本日は週末のご

多忙のところ、また悪天候の中、各地よりご出席

いただき重ねて御礼申し上げます。

平成29年度は産業および医療の講習会を6回

開催し約530名の皆様にご出席いただきました。

500名 を越 える方 々 に受 講 いただけましたのも、

ひとえに会員各社様のご尽力の賜物であり、改め

て感謝申し上げる次第です。

先月、平成29年の高圧ガス事故の集計が発表

されておりました。全国での事故の総件数は前年

比で約2割減少し、その中でも、「災害事故」を

見ますと509件、前年より67件減少しています。

その災害事故509件の内、九州地域本部内では

60件で、全国の11.8％が九州管内で発生している

ということになります。 ただ、 その60件 の中 に

はフロンなどの冷凍関係と、プロパン、ブタンの

LP関係も含まれており、 それが50件ございます

ので、我々の業界である一般ガス関連では10件

でありました。

私の記憶では、平成28年の一般ガスでの事故

が11件でしたから、昨年は1件減少ということに

なります。

大目標は当然ながら事故ゼロ・災害ゼロであっ

て、これに変わることはない訳ですが、実態とし

て九州・沖縄では毎年10件前後の災害事故が起

こっ ており、 まずはこの10という数 字 を皆 様 に

はご認識いただきたいと思います。

九州・沖縄で高圧ガスが使用される現場の数は

膨大です。皆様の活動、啓発ならびに現場の方々

の意識の高さ、両者の努力の結果により10件に

留めているとも言えます。

この10件の急増がない限り緊急的なあるいは

一律的な活動云々ではなく、今年度はお客様の一

番の理解者として再度各現場をしっかり見据えて

いただきたいと思います。危険度の高いところ、

老朽化の激しいところ、容器の長期停滞のところ

など選別して、焦点を絞った活動を行い、これに

より、10がシングルに、あるいは片手となるよう、

もう一段の取組みの強化をお願い申し上げます。

来年の総会では「お陰様を持ちまして」と挨拶

できるよう、皆様とご一緒に最大限の努力を続け

てまいります。今年度もご支援ご協力をお願い申

し上げ、事故ゼロ・災害ゼロを祈念いたしまして、

挨拶とさせていただきます。

九州地域本部
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日頃は、JIMGAの活動に多大なご支援、ご協

力を賜りまして、改めて御礼を申し上げます。

昨年度は、幸いにも我々の業界に関係する大き

な高圧ガス事故の発生はありませんでした。しか

し、放置容器や管理の良くない容器の破裂事故は

いまだに発生しております。高圧ガス容器に関し

ましては、一昨年に特別回収運動について徹底し

た取り組みをいただきましたが、昨年も同様のご

協力をいただきました。この場を借りてご協力に

感謝申し上げます。

また鳥インフルエンザの問題では、一昨年の年

末から昨年の初めにかけて全国各地で大流行があ

り、会員の皆様におかれましては、炭酸ガスの

緊急供給要請への対応に大変ご苦労いただきま

した。

さて、我々を取り巻く環境につきまして、ここ

数年、二つのお話をさせていただいております。

一つは電力料金の問題です。原発停止による電

気料金の値上げは、一時原油価格が低下したにも

かかわらず高止まりし、さらに、最近の原燃料価

格上昇により、昨年まで低水準であった燃料費調

整単価が大きく上昇しました。一方、再生可能エ

ネルギー固定価格買取制度（FIT）賦課金の減免制

度は一昨年末に見直しがされ、賦課金はこの平成

30年5月 より、 昨 年 度 までの1kWhあたり2.64円

から2.90円に改定されました。JIMGAでは、引き

続き電力多消費産業11団体として連携し、でき

る限り我々業界の負担が増えないよう取り組んで

まいります。

消費税の問題につきましては、平成31年10月

の実 施 に再 延 期 された税 率10%への再 引 き上 げ

が、政局の影響もあり先行き不透明となっていま

す。協会では、昨年転嫁カルテルの期限を延長し

ましたが、引き続き転嫁状況を確認してまいり

ます。

今年度の課題としては引き続き、産業ガス、医

療ガス両部門共通の課題としまして、コンプライ

アンスと保安の確保、安心・安全の確立、業界の

さらなる地位向上を目指していきます。

医療ガス部門では、「安全推進・事故防止」、「法・

規制への対応」、「災害時協定の充実推進」、「MGR

の公的地位の向上」に引き続き積極的に取り組

み、更なる成果が得られるよう、計画します。

安全推進・事故防止に関しては、医療ガス事

故の防止とボンベの放置防止を目指して制定し

た「医療ガス容器保安対策指針」の一層の推進を

図るため、今年も年1回の容器点検キャンペーン

を実施し、「容器の返却時期の確認を容易にする

納入月ラベルの導入推進」にも引き続き取り組み

ます。昨年、厚生労働省の医療ガス設備の保安管

理の通知、いわゆる715通知が廃止され、新たに

「医療ガスの安全管理について」として9月6日付

けで発出されました。この通知はこの発
はっ

翰
かん

月日を

とって96（きゅうろく）通知と呼ぶことにしてい

ますが、この96通知では、ボンベの長期留置ま

たは放置による事故の発生を防止するため、医療

ガス納入業者と協議の上、納入時期を明示するな

どして定期的にボンベの点検や管理を行うことが

指導されています。また、麻酔科学会、医療ガス

学会とJIMGAの三者共同で作成した「ボンベ誤

認防止の啓発ポスター」に関しましては、医療機

関へ配付していただきましたが、引き続き「全て

の病院の全ての酸素ボンベのある所にポスターを

掲示する」を目標に進めます。

法・規制に関しましては、法に適うボンベの

「封」キャップを開発しており、販売開始を本年

10月頃に予定しております。

MGRは制度発足後12年目を迎え、これまでの

試験合格者は3,812名です。卸売販売業の営業所

管理者となる要件の一つにMGRを加えてもらう

ことについては、9道 府 県 に留 まっ ていますが、
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いくつかの県からは、会員限定の枠を外すのなら

ば認めてもよいとの見解があります。今年度はこ

の見解に対処し、非会員への適用や制度設計の見

直し検討に、皆さんのご理解を得つつ、取り組ん

で行くことを考えております。

災害時協定の充実推進については、会員の皆さ

んには、協定を基に災害訓練へ積極的に参加して

いただき、有事に備えられるよう、引き続きよろ

しくお願いいたします。

また医療ガス安全講習会は、各地域本部のご尽

力により実施されており、厚く御礼申し上げると

ともに、今年度もよろしくお願いいたします。

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・

安全・エネルギー問題への取り組み」、「国際整合

化、標準化」の 4 つの課題に引き続き取り組み

ます。

保安の強化、推進としてJIMGAでは教育に力

を入れて、今年度も講習用教材の作成と保安講習

会の開催、e-ラーニングの提供を中心に取り組ん

でいきます。特に今年度は3年に一度開催する炭

酸ガス講習会の開催年であり、皆様のご協力をお

願いします。また最近重要視されているリスクア

セスメントは、産業保安のスマート化の施策にも

活用されており、関する情報提供や実施例の紹介

に取り組みます。

以上の課題を解決するとともに、我々の産業・

医療ガスが、社会・産業のインフラおよびライ

フラインとして重要な製品であることを社会の

皆様方に御理解いただくため、また、会員各社

のブレーンとして会員の皆様から必要とされる

JIMGAであるために、 絶 えず発 信 することを意

識してJIMGAのプレゼンス向上を目指してまい

ります。

懇親会

総会終了後16:00から94名の参加者のもと懇親

会を開催しました。

外部来賓の紹介の後、九州産業保安監督部長上

條剛様の挨拶を頂戴し、與儀医療ガス部門本部長

の挨拶、乾杯の発声で懇親会を開始しました。

和やかに懇親が続く中、中村産業ガス部門副本

部長の中締めにより閉会となりました。

２．平成30年度産業ガス部門活動方針

（1） JIMGA本部、関係団体、行政関係部署との

連携推進

（2） 会 員 向 け 情 報 発 信 の 迅 速 化 お よ び 充 実

（JIMGA本部の活動状況、行政の動向等）

（3） 放置容器・不明容器対策の推進（九州高圧ガ

ス容器管理委員会との連携）

（4） 行政への容器管理指針発行要請（KKHR、各

県KHKと連携）

（5）RFタグの周知・普及の推進

３．組織図

九州地域本部

総会 正副本部長会

部門総会

幹事会

事務局

会計監事

充塡ガス部会

技術･保安部会

ＲＦタグ推進ＷＧ

溶解アセチレン技術ＷＧ

炭酸ガス技術ＷＧ

水素技術ＷＧ

販売･消費事業所点検活動WG

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

 

本部長
栗下　敏一
大陽日酸㈱
執行役員 九州支社長 

副本部長
道志　年章
エア・ウォーター㈱
執行役員 九州支社長

副本部長
弓削　善紀
日本エア・リキード㈱
九州支社　支社長

幹　　事� 宮嶋　寛幸　福豊帝酸㈱　代表取締役社長
幹　　事� 床本　浩二　岩谷産業㈱　執行役員 九州支社 支社長
幹　　事� 藤内　治敏　福岡酸素㈱　会長
幹　　事� 柳谷　敏明　西日本高圧瓦斯㈱　代表取締役社長
幹　　事� 磯田　光功　高圧ガス工業㈱　執行役員九州地区長
幹　　事� 江藤　伸一　江藤酸素㈱　代表取締役会長
幹　　事� 吉田　浩之　日本液炭㈱　執行役員 九州支社長
幹　　事� 大坂　耕示　福岡酸素㈱　伊万里支社 支社長
幹　　事� 山﨑　俊隆　㈱武田商事　代表取締役社長
幹　　事� 今川　敬志　内村酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事� 江藤　佳史　江藤酸素㈱　専務取締役
幹　　事� 岩切　充弘　宮崎酸素㈱　代表取締役社長
幹　　事� 内村　武志　サツマ酸素工業㈱　代表取締役社長
幹　　事� 與儀　盛輝　㈱オカノ　代表取締役社長
会計監事� 福田愛二郎　貴船商事㈱　代表取締役社長
会計監事� 川﨑　兼二　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部　取締役西日本事業所長

充塡ガス部会
部 会 長� 宮嶋　寛幸　福豊帝酸㈱　代表取締役社長
副部会長� 杉谷　英範　㈱朝日酸素商会　代表取締役社長
委　　員� 大坂　耕示　福岡酸素㈱　伊万里支社 支社長
委　　員� 光武　輝臣　㈱武田商事　ガス事業部 次長
委　　員� 石橋　　猛　内村酸素㈱　有明事業所 製造課 課長
委　　員� 佐藤　祐平　江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員� 岩切　英教　宮崎酸素㈱　専務取締役
委　　員� 米重　義男　サツマ酸素工業㈱　取締役
委　　員� 金城　優典　㈱オカノ　ガス部 部長

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

技術・保安部会
部 会 長� 道志　年章　エア・ウォーター㈱　執行役員 九州支社長
委　　員� 長家　　茂　福岡酸素㈱　取締役技術統轄部長
委　　員� 橋本　祐治　大陽日酸㈱　九州支社 技術部長
委　　員� 山口　和美　日本エア・リキード㈱　技術統括部 カスタマー・エンジニアリング部 
�  九州グループ長
委　　員� 荒木　淳支　高圧ガス工業㈱　執行役員 小倉工場 統括工場長
委　　員� 森　洋之介　岩谷産業㈱　九州支社 環境保安部シニアマネージャー
委　　員� 渡島　康隆　西日本高圧瓦斯㈱　取締役生産部長
委　　員� 神谷　利男　日本液炭㈱　九州支社 技術サービス課長
委　　員� 大村　利美　福豊帝酸㈱　取締役専務執行役員 営業本部長
委　　員� 大坂　耕示　福岡酸素㈱　伊万里支社 支社長
委　　員� 佐々木健一　㈱武田商事　ガス事業部技術保安課 課長
委　　員� 朝熊　真一　内村酸素㈱　嘉島事業所 製造課 課長
委　　員� 佐藤　祐平　江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員� 繁昌　友和　宮崎酸素㈱　製造課長代理
委　　員� 米重　義男　サツマ酸素工業㈱　取締役
委　　員� 諸喜田　隆　㈱オカノ　常務取締役

溶解アセチレン技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 荒木　淳支　高圧ガス工業㈱　執行役員 小倉工場 統括工場長
委　　員� 森　洋之介　岩谷産業㈱　九州支社 環境保安部シニアマネージャー
委　　員� 田坂　友成　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 西日本事業部 北九州工場長
委　　員� 佐藤　祐平　江藤酸素㈱　取締役技工ブロック長
委　　員� 翁長　　健　㈱おきさん　取締役
委　　員� 橋本　祐治　大陽日酸㈱　九州支社 技術部長
委　　員� 小栁　　直　西日本高圧瓦斯㈱　ガス関連事業部部長

炭酸ガス技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 神谷　利男　日本液炭㈱　九州支社 技術サービス課長
委　　員� 森　洋之介　岩谷産業㈱　九州支社 環境保安部シニアマネージャー
委　　員� 濱田　聖二　エア・ウォーター炭酸㈱　営業部 福岡支店 主任
委　　員� 翁長　　健　㈱おきさん　取締役
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委　　員� 村田　眞信　昭和電工ガスプロダクツ㈱　九州支店 主事
委　　員� 田中　伸一　福岡酸素㈱　保安管理部 課長

水素技術ＷＧ
Ｗ Ｇ 長� 古賀　和哉　岩谷瓦斯㈱　ガス事業部 西日本事業所 佐賀工場長
委　　員� 千々和　徹　伊藤忠工業ガス㈱　水素業務課長
委　　員� 森　洋之介　岩谷産業㈱　九州支社 環境保安部シニアマネージャー
委　　員� 安部　勝好　昭和電工㈱　福岡支店長
委　　員� 舟橋　和生　新日鉄住金化学㈱　ガス部 マネージャー
委　　員� 橋本　祐治　大陽日酸㈱　九州支社　技術部長
委　　員� 山口　和美　日本エア・リキード㈱　技術統括部 カスタマー・エンジニアリング部 
�  九州グループ長
委　　員� 立川　裕康　福岡酸素㈱　ガスエンジニアリング部 部長

注） 平成30年7月1日現在の名簿ですが、7月1日以降の交代が確認できた場合や組織の新設が明らかな
場合は、交代後、新設後の内容を記載しています。

５．今後の活動計画（幹事会・部会等会議を除く）

（1）炭酸ガス保安講習会

　日　時�: 平成30年11月9日（金）

　場　所�: 福岡県中小企業振興センター

（2）九州地区高圧ガス大会

　日　時�: 平成30年11月16日（金）

　場　所�: ANAクラウンプラザホテル（福岡市）

（3）高圧ガス保安三団体賀詞交歓会

　日　時�: 平成31年1月8日（火）

　場　所�:  TKPガーデンシティー博多（サットン

ホテル）

（4）産業ガスセミナー

　日　時�: 平成31年2月

　場　所�: 未定
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2013年～2017年　地区別酸素（一般）販売実績推移表

単位：千㎥

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

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

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

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

2016 12,866 96% 5,824 100% 4,275 98% 22,965 97%

2017 12,685 99% 5,908 101% 4,177 98% 22,770 99%

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

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

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

2016 48,051 108% 80,820 104% 1,800 102% 130,671 105%

2017 48,971 102% 75,540 93% 1,791 100% 126,302 97%

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

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

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

2016 189,395 92% 212,611 87% 8,305 96% 410,311 89%

2017 193,489 102% 214,343 101% 8,400 101% 416,232 101%

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

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

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

2016 141,225 100% 184,436 99% 2,552 92% 328,213 99%

2017 147,528 104% 199,734 108% 2,468 97% 349,730 107%

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

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

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

2016 172,174 96% 124,722 101% 2,790 73% 299,686 98%

2017 180,275 105% 130,775 105% 2,530 91% 313,580 105%

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

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

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

2016 59,829 98% 136,646 100% 2,606 92% 199,081 99%

2017 57,176 96% 141,554 104% 2,504 96% 201,234 101%

四　　　国 2013 29,569 95% - - 2,038 101% 31,607 95%

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

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

2016 33,153 110% - - 1,982 101% 35,135 110%

2017 27,870 84% - - 2,117 107% 29,987 85%

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

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

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

2016 76,458 100% 90,621 104% 1,805 93% 168,884 102%

2017 73,658 96% 92,150 102% 1,851 103% 167,659 99%

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

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

2015 752,690 95% 863,518 90% 28,116 94% 1,644,324 92%

2016 733,151 97% 835,680 97% 26,115 93% 1,594,946 97%

2017 741,652 101% 860,004 103% 25,838 99% 1,627,494 102%
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2013年～2017年　地区別窒素（一般）販売実績推移表

単位：千㎥

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

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

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

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

2016 37,018 100% 16,051 99% 1,116 106% 54,185 100%

2017 36,977 100% 16,378 102% 1,132 101% 54,487 101%

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

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

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

2016 186,455 113% 33,992 101% 1,183 101% 221,630 111%

2017 177,271 95% 33,204 98% 1,132 96% 211,607 95%

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

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

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

2016 782,407 98% 775,284 94% 4,714 100% 1,562,405 96%

2017 791,637 101% 806,378 104% 4,810 102% 1,602,825 103%

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

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

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

2016 442,807 101% 274,200 92% 1,922 104% 718,929 97%

2017 448,619 101% 298,593 109% 2,034 106% 749,246 104%

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

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

2015 360,143 100% 310,214 94% 2,320 93% 672,677 97%

2016 369,905 103% 317,635 102% 1,769 76% 689,309 102%

2017 377,744 102% 321,709 101% 1,569 89% 701,022 102%

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

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

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

2016 100,870 96% 491,190 104% 1,071 120% 593,131 102%

2017 104,654 104% 501,125 102% 967 90% 606,746 102%

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

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

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

2016 36,673 106% 76,302 113% 548 97% 113,523 111%

2017 36,698 100% 69,441 91% 569 104% 106,708 94%

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

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

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

2016 157,426 106% 122,896 98% 751 102% 281,073 102%

2017 158,738 101% 126,083 103% 703 94% 285,524 102%

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

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

2015 2,091,157 97% 2,148,578 94% 13,298 94% 4,253,033 95%

2016 2,113,561 101% 2,107,550 98% 13,074 98% 4,234,185 100%

2017 2,132,338 101% 2,172,911 103% 12,916 99% 4,318,165 102%
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2013年～2017年　地区別アルゴン（一般）販売実績推移表

単位：千㎥

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

北　海　道 2013 2,524 103% - - 492 95% 3,016 102%

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

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

2016 2,580 98% - - 531 100% 3,111 98%

2017 2,626 102% - - 683 129% 3,309 106%

東　　　北 2013 18,188 81% - - 715 95% 18,903 81%

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

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

2016 19,275 105% - - 691 95% 19,966 104%

2017 20,548 107% - - 770 111% 21,318 107%

関　　　東 2014 49,524 104% - - 2,465 104% 51,989 104%

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

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

2016 47,601 103% - - 2,176 92% 49,777 102%

2017 48,974 103% - - 2,230 102% 51,204 103%

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

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

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

2016 44,003 102% - - 1,164 92% 45,167 102%

2017 49,320 112% - - 1,157 99% 50,477 112%

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

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

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

2016 30,205 97% - - 1,227 86% 31,432 97%

2017 30,255 100% - - 1,106 90% 31,361 100%

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

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

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

2016 11,521 101% - - 696 100% 12,217 101%

2017 11,922 103% - - 750 108% 12,672 104%

四　　　国 2013 4,240 95% - - 483 100% 4,723 95%

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

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

2016 5,124 103% - - 450 93% 5,574 102%

2017 5,190 101% - - 477 106% 5,667 102%

九　　　州 2013 17,118 91% - - 662 95% 17,780 91%

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

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

2016 22,361 100% - - 720 103% 23,081 100%

2017 24,382 109% - - 703 98% 25,085 109%

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

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

2015 180,123 96% - - 8,177 93% 188,300 96%

2016 182,670 101% - - 7,655 94% 190,325 101%

2017 193,217 106% - - 7,876 103% 201,093 106%
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業種別酸素（一般）販売実績推移表
（5年間：2013年度～2017年度）

単位：千㎥

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

鉄　鋼　業
（非鉄金属製造業を含む）

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

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

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

2016 176,448 23% 348,860 40% 1,089 5% 526,397 32%

2017 179,053 24% 392,209 45% 994 4% 572,256 35%

輸送用機械器具製造業 2013 49,724 6% - - 467 2% 50,191 3%

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

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

2016 50,089 7% - - 492 2% 50,581 3%

2017 45,966 6% - - 477 2% 46,443 3%

機械器具製造業
（輸送用機械器具製造業を除く）

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

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

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

2016 73,251 10% 17 0% 513 2% 73,781 5%

2017 73,897 10% 2 0% 503 2% 74,402 5%

金属製品製造業 2013 46,250 6% 20,369 2% 717 3% 67,336 4%

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

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

2016 42,693 6% 29,296 3% 836 4% 72,825 4%

2017 44,018 6% 18,452 2% 809 4% 63,279 4%

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

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

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

2016 54,980 7% 424,580 49% 469 2% 480,029 29%

2017 60,020 8% 408,583 47% 330 1% 468,933 29%

販売業者向け 2013 138,455 18% - - 15,447 61% 153,902 9%

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

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

2016 149,011 20% - - 10,489 47% 159,500 10%

2017 144,734 19% - - 10,504 47% 155,238 9%

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

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

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

2016 210,210 28% 61,345 7% 8,767 39% 280,322 17%

2017 199,382 27% 50,764 6% 8,636 39% 258,782 16%

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

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

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

2016 756,682 99% 864,098 102% 22,655 94% 1,643,435 100%

2017 747,070 99% 870,010 101% 22,253 98% 1,639,333 100%

　　　　　　　　　　　　　　　*合計欄の構成比は対前年比
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業種別窒素（一般）販売実績推移表
（5年間：2013年度～2017年度）

単位：千㎥

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

鉄　鋼　業
（非鉄金属製造業を含む）

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

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

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

2016 135,726 6% 182,294 8% 332 3% 318,352 7%

2017 136,641 6% 193,476 9% 332 3% 330,449 8%

輸送用機械器具製造業 2013 144,740 7% 11,816 1% 417 3% 156,973 4%

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

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

2016 148,945 7% 11,658 1% 367 3% 160,970 4%

2017 137,847 6% 13,530 1% 380 3% 151,757 3%

電気機械器具製造業 2013 582,708 28% 430,538 19% 1,340 10% 1,014,586 23%

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

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

2016 558,451 26% 497,264 23% 1,084 10% 1,056,799 25%

2017 556,099 26% 543,909 24% 1,094 9% 1,101,102 25%

機械器具製造業
（輸送用、電気機械器具製造業を除く）

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

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

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

2016 138,668 6% - - 605 5% 139,273 3%

2017 152,008 7% - - 561 5% 152,569 3%

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

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

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

2016 382,226 18% 1,277,304 59% 1,095 10% 1,660,625 39%

2017 388,874 18% 1,310,626 59% 994 8% 1,700,494 39%

食品製造業 2013 132,222 6% - - 219 2% 132,441 3%

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

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

2016 169,976 8% - - 314 3% 170,290 4%

2017 164,197 8% - - 953 8% 165,150 4%

販売業者向け 2013 189,272 9% 103,160 4% 6,857 53% 299,289 7%

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

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

2016 193,690 9% 116,275 5% 5,056 46% 315,021 7%

2017 194,692 9% 114,939 5% 5,174 44% 314,805 7%

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

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

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

2016 417,212 19% 63,827 3% 2,189 20% 483,228 11%

2017 423,474 20% 61,282 3% 2,267 19% 487,023 11%

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

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

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

2016 2,144,894 101% 2,148,622 101% 11,042 95% 4,304,558 101%

2017 2,153,832 100% 2,237,762 104% 11,755 106% 4,403,349 102%

　　　　　　　　　　　　　　　　　*合計欄の構成比は対前年比
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業種別アルゴン（一般）販売実績推移表
（5年間：2013年度～2017年度）

単位：千㎥

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

鉄　鋼　業
（非鉄金属製造業を含む）

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

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

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

2016 55,042 30% - - 922 13% 55,964 30%

2017 56,062 29% - - 1,036 14% 57,098 28%

輸送用機械器具製造業 2013 21,910 12% - - 368 5% 22,278 12%

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

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

2016 19,712 11% - - 361 5% 20,073 11%

2017 20,433 10% - - 336 5% 20,769 10%

電気機械器具製造業 2013 28,179 16% - - 438 7% 28,617 16%

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

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

2016 29,626 16% - - 398 6% 30,024 16%

2017 38,806 20% - - 407 6% 39,213 19%

機械器具製造業
（輸送用、電気機械器具製造業を除く）

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

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

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

2016 10,995 6% - - 505 7% 11,500 6%

2017 11,538 6% - - 440 6% 11,978 6%

金属製品製造業 2013 11,858 7% - - 377 6% 12,235 7%

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

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

2016 12,119 7% - - 405 6% 12,524 7%

2017 13,108 7% - - 380 5% 13,488 7%

化学工業 2013 5,276 3% - - 247 4% 5,523 3%

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

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

2016 4,610 3% - - 208 3% 4,818 3%

2017 4,977 3% - - 251 3% 5,228 3%

販売業者向け 2013 30,427 17% - - 3,355 50% 33,782 18%

2014 29,248 16% - - 3,388 47% 32,636 17%

2015 27,139 15% - - 3,287 44% 30,426 16%

2016 27,608 15% - - 2,892 41% 30,500 16%

2017 27,913 14% - - 3,066 42% 30,979 15%

そ　の　他 2013 16,061 9% - - 510 8% 16,571 9%

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

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

2016 21,212 12% - - 1,374 19% 22,586 12%

2017 21,867 11% - - 1,469 20% 23,336 12%

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

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

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

2016 180,924 99% - - 7,065 95% 187,989 99%

2017 194,704 108% - - 7,385 105% 202,089 108%

　　　　　　　　　　　　　　　　　*合計欄の構成比は対前年比



135 産業ガスレポート vol.39

単位：千㎥

地区別 17/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 18/1 月 2 月 3 月 合計

北海道 生産 1,085 1,110 1,137 1,197 1,138 1,118 1,118 1,097 1,154 1,089 1,076 1,310 13,629

販売 1,932 1,946 1,964 1,908 1,877 1,829 1,839 1,848 1,854 1,857 1,882 1,939 22,675

東　北 生産 3,179 4,680 5,238 4,673 4,043 4,721 4,976 4,674 5,084 4,913 5,032 5,001 56,214

販売 8,730 9,583 8,798 11,342 11,158 9,141 10,672 11,319 11,833 11,875 11,001 11,818 127,270

関　東 生産 34,356 38,562 30,614 36,208 36,666 35,963 38,209 33,803 39,382 38,165 37,209 40,042 439,179

販売 37,128 35,539 27,092 33,532 35,024 32,608 36,138 35,174 36,001 35,434 35,383 37,155 416,208

東　海 生産 23,732 25,908 27,381 26,064 26,005 27,329 27,775 30,559 28,725 28,411 28,271 26,498 326,658

販売 25,572 29,478 30,373 28,584 30,640 28,838 28,815 31,734 29,669 28,430 28,418 30,104 350,655

近　畿 生産 23,582 23,930 21,185 17,834 21,727 20,804 22,552 20,347 21,596 18,353 21,375 23,275 256,560

販売 25,600 27,490 26,026 26,169 25,567 24,532 25,450 25,001 24,332 27,445 24,674 26,658 308,944

中　国 生産 16,204 14,796 13,278 15,126 16,371 14,987 16,173 15,091 17,789 19,910 17,764 21,669 199,158

販売 16,711 15,485 16,034 17,370 17,714 14,617 15,728 15,915 18,429 19,035 17,827 19,702 204,567

四　国 生産 1,392 1,661 1,489 1,397 1,255 1,388 1,294 1,286 1,646 1,656 1,536 1,752 17,752

販売 2,822 2,306 2,318 2,017 2,118 2,011 2,117 2,180 2,242 2,100 2,290 2,250 26,771

九　州 生産 12,653 12,235 12,353 11,691 10,981 13,490 15,122 13,342 14,741 14,763 12,376 11,771 155,518

販売 14,868 13,792 13,984 13,390 12,061 14,032 14,253 13,795 15,357 14,320 12,709 9,974 162,535

合　計 生産 116,183 122,882 112,675 114,190 118,186 119,800 127,219 120,199 130,117 127,260 124,639 131,318 1,464,668

販売 133,363 135,619 126,589 134,312 136,159 127,608 135,012 136,966 139,717 140,496 134,184 139,600 1,619,625

2017年4月～2018年3月　地区別酸素生産・販売実績表

2017年4月～2018年3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 17/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 18/1 月 2 月 3 月 合計

北海道 生産 2,700 2,539 2,772 2,921 3,278 3,607 3,384 2,776 2,694 2,484 2,437 2,743 34,335

販売 4,248 4,217 4,257 4,518 5,084 5,389 5,266 4,726 4,348 4,204 4,234 4,205 54,696

東　北 生産 10,765 11,173 12,352 11,786 10,913 11,563 11,788 11,062 12,206 10,128 10,592 11,535 135,863

販売 17,048 17,427 18,544 18,395 17,423 17,028 17,893 17,179 17,029 16,129 16,466 17,609 208,170

関　東 生産 121,482 122,663 136,871 133,650 132,032 133,970 136,433 137,761 136,372 131,662 128,601 144,082 1,595,579

販売 134,867 131,224 136,036 131,402 133,066 132,389 134,691 142,912 134,241 131,157 128,427 137,997 1,608,409

東　海 生産 37,412 29,160 37,859 41,366 38,182 41,293 41,511 43,392 44,203 42,628 42,373 44,251 483,630

販売 61,370 59,113 62,364 62,966 62,389 64,621 64,657 66,188 66,025 60,804 61,849 63,995 756,341

近　畿 生産 46,299 45,556 45,749 43,002 42,387 44,592 46,979 41,598 44,131 37,840 41,638 48,067 527,838

販売 57,658 56,671 60,058 60,734 58,685 59,513 57,924 58,624 55,496 64,850 54,119 58,120 702,452

中　国 生産 34,341 39,896 32,279 38,320 37,440 40,794 38,198 36,045 37,288 36,215 36,021 38,352 445,189

販売 48,699 50,510 48,949 49,461 49,150 53,610 54,820 52,730 52,504 53,586 49,965 51,864 615,848

四　国 生産 7,272 8,676 9,046 9,138 8,644 8,650 8,569 8,240 8,747 8,000 6,923 8,436 100,341

販売 8,474 8,822 9,692 9,430 8,937 9,063 9,358 8,761 9,260 8,381 7,471 8,741 106,390

九　州 生産 22,850 24,773 24,348 24,550 24,878 25,606 25,908 23,493 24,716 25,387 23,308 26,639 296,456

販売 22,905 24,616 24,286 24,863 23,644 23,756 24,375 24,158 24,728 23,919 23,202 24,821 289,273

合　計 生産 283,121 284,436 301,276 304,733 297,754 310,075 312,770 304,367 310,357 294,344 291,893 324,105 3,619,231

販売 355,269 352,600 364,186 361,769 358,378 365,369 368,984 375,278 363,631 363,030 345,733 367,352 4,341,579

2017年4月～2018年3月　地区別窒素生産・販売実績表

2017年4月～2018年3月　窒素生産量・一般販売実績推移グラフ
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単位：千㎥

地区別 17/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 18/1 月 2 月 3 月 合計

北海道 生産 297 291 287 297 304 302 298 293 289 291 294 237 3,480

販売 275 275 272 273 281 285 282 275 275 274 277 283 3,327

東　北 生産 255 272 303 308 263 323 319 303 329 310 305 318 3,608

販売 1,570 1,603 1,679 1,901 1,819 1,806 1,998 1,899 2,053 1,957 1,930 2,597 22,812

関　東 生産 4,850 4,717 4,695 5,183 4,785 4,781 3,929 5,163 4,820 4,982 5,078 5,417 58,400

販売 4,131 3,918 4,241 4,424 4,253 4,423 4,371 4,519 4,240 4,084 4,305 4,515 51,424

東　海 生産 3,834 4,067 4,093 4,162 4,063 4,275 4,227 4,639 4,502 4,165 4,329 4,700 51,056

販売 4,010 3,941 4,266 4,096 3,994 4,315 4,325 4,507 4,512 4,235 4,381 4,467 51,049

近　畿 生産 4,017 3,874 3,798 3,480 3,726 3,870 4,018 3,792 3,964 3,226 3,807 3,866 45,438

販売 2,661 2,449 2,807 2,681 2,548 2,635 2,558 2,548 2,580 2,442 2,565 2,600 31,074

中　国 生産 2,298 2,193 2,255 2,485 2,344 2,210 3,431 3,641 4,243 3,768 3,737 3,816 36,421

販売 1,030 944 1,074 1,052 990 1,087 1,109 1,060 1,115 1,043 1,076 1,179 12,759

四　国 生産 167 194 187 193 188 187 131 140 189 194 173 194 2,137

販売 469 473 479 486 465 472 479 467 483 478 463 505 5,719

九　州 生産 1,265 1,245 1,242 1,384 1,476 1,451 1,650 1,662 1,686 1,584 1,502 1,634 17,781

販売 1,930 1,872 1,908 2,116 2,105 2,161 2,411 2,373 2,430 2,209 2,245 2,318 26,078

合　計 生産 16,983 16,853 16,860 17,492 17,149 17,399 18,003 19,633 20,022 18,520 19,225 20,182 218,321

販売 16,076 15,475 16,726 17,029 16,455 17,184 17,533 17,648 17,688 16,722 17,242 18,464 204,242

2017年4月～2018年3月　地区別アルゴン生産・販売実績表

2017年4月～2018年3月　アルゴン生産量・一般販売実績推移グラフ
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単位：t

地区別
2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度

数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比

北海道
生産 631 104.1% 661 104.8% 556 84.1% 535 96.2% 512 95.7%

販売 630 103.8% 592 94.0% 499 84.3% 520 104.2% 468 90.0%

東　北
生産 737 102.6% 691 93.8% 629 91.0% 594 94.4% 562 94.6%

販売 372 97.1% 349 93.8% 337 96.6% 319 94.7% 305 95.6%

関　東
生産 3,394 97.9% 3,306 97.4% 3,047 92.2% 2,951 96.8% 2,937 99.5%

販売 3,762 99.4% 3,575 95.0% 3,343 93.5% 3,165 94.7% 3,010 95.1%

北　陸
生産 592 97.2% 570 96.3% 544 95.4% 522 96.0% 500 95.8%

販売 369 97.4% 361 97.8% 343 95.0% 326 95.0% 320 98.2%

東　海
生産 1,441 100.1% 1,425 98.9% 1,360 95.4% 1,299 95.5% 1,318 101.5%

販売 1,485 93.8% 1,417 95.4% 1,344 94.8% 1,268 94.3% 1,308 103.2%

近　畿
生産 1,815 97.7% 1,761 97.0% 1,663 94.4% 1,564 94.0% 1,542 98.6%

販売 2,140 94.2% 2,036 95.1% 1,919 94.3% 1,808 94.2% 1,697 93.9%

中　国
生産 1,394 99.9% 1,357 97.3% 1,307 96.3% 1,266 96.9% 1,265 99.9%

販売 1,758 121.2% 1,674 95.2% 1,371 81.9% 1,199 87.5% 1,164 97.1%

四　国
生産 119 101.7% 118 99.2% 107 90.7% 113 105.6% 113 100.0%

販売 166 36.3% 160 96.4% 150 93.8% 156 104.0% 157 100.6%

九　州
生産 1,058 99.8% 1,044 98.7% 971 93.0% 977 100.6% 961 98.4%

販売 1,180 97.2% 1,163 98.6% 1,133 97.4% 1,103 97.4% 1,077 97.6%

合計
生産 11,181 99.2% 10,883 97.3% 10,184 93.6% 9,821 96.4% 9,710 98.9%

販売 11,863 97.8% 11,327 95.5% 10,439 92.2% 9,864 94.5% 9,506 96.4%

2013年度～2017年度　溶解アセチレン生産・販売実績表

2013年度～2017年度　液化炭酸ガス工場出荷・用途別販売実績推移表

単位：t

年度 工場出荷量 前年比
用途別販売実績割合

溶接用 飲料用 冷却用 製鋼用 化学用 その他

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

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

2015 年度 737,871 110% 49% 17% 11% 6% 8% 9%

2016 年度 747,109 101% 47% 17% 11% 6% 8% 11%

2017 年度 747,106 100% 47% 17% 10% 6% 9% 11%
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2013年～2017年　標準ガス国内販売実績推移表

2013年～2017年　圧縮水素出荷実績推移表

単位：本

品　　目
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

本数 伸び率 本数 伸び率 本数 伸び率 本数 伸び率 本数 伸び率

 一酸化炭素（CO） 標準ガス 13,000 104% 12,600 97% 12,400 98% 12,600 102% 12,970 103%

 二酸化炭素（CO2） 標準ガス 8,100 103% 8,300 102% 7,900 95% 8,600 109% 8,434 98%

 二酸化硫黄（SO2） 標準ガス 6,800 103% 6,800 100% 6,900 101% 6,400 93% 6,669 104%

 一酸化窒素（NO） 標準ガス 17,500 98% 18,100 103% 19,000 105% 16,600 87% 17,828 107%

 酸素（O2） 標準ガス 14,700 98% 14,700 100% 14,400 98% 15,100 105% 16,482 109%

 炭化水素（HC） 標準ガス 11,100 100% 11,300 102% 11,400 101% 13,800 121% 12,282 89%

 その他 標準ガス 43,500 94% 45,500 105% 45,900 101% 42,200 92% 50,620 120%

標準ガス合計 114,700 98% 117,300 102% 117,900 101% 115,300 98% 125,285 109%

ゼロガス 6,100 92% 6,200 102% 6,400 103% 6,100 95% 6,062 99%

標準ガス、ゼロガス合計 120,800 98% 123,500 102% 124,300 101% 121,400 98% 131,347 108%

単位：千S㎥

分　　野
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

弱　　電 29,635 86% 25,586 86% 24,271 95% 25,056 103% 26,252 105%

化　　学 13,645 81% 14,361 105% 14,406 100% 14,283 99% 13,481 94%

金　　属 22,201 100% 23,775 107% 19,401 82% 18,328 94% 18,760 102%

硝　　子 7,938 83% 6,776 85% 8,201 121% 11,826 144% 12,284 104%

その他 17,769 95% 14,073 79% 13,357 95% 13,548 101% 15,170 112%

合　　計 91,188 90% 84,571 93% 79,636 94% 83,041 104% 85,947 103%
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編 集 後 記
　　平成最後のJIMGA定時総会が6月に開催され

てから、早くも3か月、今年の夏は異例の暑さと

豪雨で会員各社の皆様方は大変ご苦労されたこ

とと存じます。

　　JIMGAは会長が交代し新体制となりました。

今井会長は就任挨拶で、「常に発信するJIMGA」、

「皆様に頼りにされるJIMGA」、「存在感のある

JIMGA」をモットーとし、コンプライアンスの

徹底を最優先としながら、業界の社会的地位を

さらに高めていくことに注力すると皆様に申し

述べました。我々はその基本的理念に沿って、

ある時は世界の流れに追従しながら、また、あ

る時は業界の都合を優先しながら、必要であれ

ば行政、学会に物申すこともいとわず全力で課

題解決のため立ち向かってまいります。

　　業界全体の市場環境は年々厳しくなっており、

JIMGAでは「保安の確保」を前提とした種々の

策を講じておりますが、それがコストアップと

なり社益に影響しているのではないかと案じて

おります。北海道から九州まで9地域本部の地域

事情は千差万別と思います。会員各社は、社業

遂行にあたり阻害要因があり、行政と対峙しな

ければならない時は忌憚のないご意見を是非と

も声に出していただきたい。今一度、経済活動

も含め地域本部の会員各社の声を聞いたうえで、

向かうべき方向性をお示ししてまいりたいと考

えます。JIMGAは合併から10年が経ちましたが、

産業、医療だとセクショナリズムに陥ることな

く、地域の会員各社が安心して事業運営できる

環境を創り出してまいります。

　　これまでも「発信するJIMGA」を標榜してま

いりましたが、その方法についても見直す段階

に差し掛かっていると感じております。速やか

に情報をお届けすることはもちろん、必要な情

報が皆様の目に確実に触れるような方法を再構

築してまいります。業界団体の存在意義とは、

利害の共通する課題を共有し声をあげていくこ

とです。そのためには皆様の声もJIMGAへお届

けいただきたく、今回その窓口となるメールア

ドレスを新たに設定いたしました。

　　世の中では、政府の提唱するSociety	5.0という

言葉が聞かれるようになりました。狩猟社会、農

耕社会、工業社会、情報社会に続く第五の新た

な社会として、「超スマート社会」を世界に先駆

け創造しようというものだそうです。ドローン

宅配、AIスピーカー、スマート農業等が言われ

ておりますが、何よりも今があっての未来です。

まず現実社会の問題点に目を向け、未来社会に

繋げられるよう業界改革を断行してまいりたい

と考えます。旧態依然とした考え方は捨て、身

近な課題から取り組んでまいりますので皆様方

のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

　　ご意見、ご要望がございましたらjimga-koho@

jimga.or.jpまでご連絡ください。

	 専務理事　加藤	尚嗣
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