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平成31年 賀詞交歓会

日　　時：平成 31 年 1 月 15 日（火）16:30 ～ 18:00

会　　場：経団連会館 2F 国際会議場

参加人数：449 名

概　　要：

1.　開会挨拶（今井会長）

今井会長のご挨拶は 2 ページをご覧ください。

2.　来賓ご挨拶

　経済産業省の井上製造産業局長にご挨拶いただきました。（5 ページ）

　厚生労働省の吉田医政局長にご挨拶いただきました。（6 ページ）

　高圧ガス保安協会の市川会長にご挨拶いただきました。（8 ページ）

3.　乾杯

　永田副会長による乾杯のご発声（10 ページ）で、歓談が始まりました。

4.　歓談中

　豊田元会長の旭日重光章受章のお礼のご挨拶がありました。今年は 87 歳になられます

が、「100 歳、つまり、一世紀の紀である ” 紀寿 ” まで頑張って、JIMGA のために全力を奮っ

ていきたい」 という大変エネルギッシュなご挨拶をいただきました。

5.　中締め

　鈴木副会長による三本締め（中締めのご挨拶は 11 ページ）で、お開きとなりました。
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あけましておめでとうございます。本日は

ご多忙にも関わらず、たくさんの方にご参集い

ただきまして誠にありがとうございます。皆様

には、平素より JIMGA の活動に対して、ご指

導、ご支援をいただいており、心より御礼を申

し上げます。

本日は、経済産業省の井上製造産業局長、

厚生労働省の吉田医政局長、高圧ガス保安協会

の市川会長、日本医療ガス学会の武田理事長を

はじめ、関係省庁、関係団体の幹部の方々、ま

たプレスの方々にもお越しいただいておりま

す。誠にありがとうございます。

はじめに、JIMGA の会長も務められました

エア・ウォーターの豊田会長が、平成 30 年秋

の叙勲に際し「旭日重光章」を受章されました

ことについて申し上げたいと思います。豊田会

長の人生を通じての御研鑽の賜物であり、心よ

りお祝いを申し上げます。本受章は、我々の業

界にとっても、大変名誉なことでございます。

JIMGA 会長として、日頃より我々の業界の社

会的地位の向上を目指しております私にとりま

しても、感無量のものがあります。豊田会長に

は後ほどご挨拶を賜ります。

昨年は、相次ぐ自然災害に見舞われた一年

でございました。6 月の大阪北部地震、7 月の

西日本豪雨、さらに 9 月の台風 21 号、そして

北海道胆振東部地震。その中で地域の会員各社

は、ボンベの流出や設備ダウンなど、自らも深

刻な被害を受けながらも、医療ガス・産業ガス

の供給のために懸命に対応されました。関係者

のご努力により、医療ガス切れなどの事態はギ

リギリ回避されました。皆様のご努力に敬意を

表します。

私は、かねてより「我々の事業は経済的・社

会的インフラそのものである」と申し上げてお

ります。JIMGA といたしましてはこのインフ

ラを守り、医療ガスという「ライフライン」と、

産業ガスの「サプライチェーン」が切れてしま

うことがないように、災害時には地域の会員各

社と行政との間に立って対応していきたいと考

えます。

また、多くの災害を経験する中で、JIMGA

にも災害対策の蓄積ができつつあります。平時

より、行政の御指導をいただきながら、災害時

の JIMGA の役割を研究し、災害対策の深化を

図っていきたいと考えております。

　　会長　今井 康夫

開会挨拶
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さて、本年の日本経済でございますが、昨

年末から株式市場が乱高下をしており、ハラハ

ラしておりますが、「総じて底堅い」というのが

我々の業界および日本の経済界全体のコンセン

サスであろうかと思います。

ただし、「中国問題」という大きなリスクを抱

えております。中国問題は、報道されているよ

うな「米中の貿易摩擦」とか、「米中の覇権争い」

という、他人事では済まされない問題であり、

AI 時代の体制を賭けた戦いであると考えます。

日本の経営者も、今後、体制の選択を求められ

ることになるのではないかと思います。

私がこの 20 年間、会う人、会う人に伝えて

きた話を紹介させていただきます。私は、官房

長官や自民党幹事長などを歴任された梶山静六

先生に親しくしていただきました。金融危機に

立ち向かい、また沖縄の基地問題に全身全霊で

取り組まれた先生は、2000 年に亡くなられた

のですが、私に対する最後の言葉は、「このま

まいくと、中国に全部やられますよ」というも

のでございました。この話を聞いて、「もはや

技術を取られてしまい、中国には勝てません」

とおっしゃる先端産業のトップがおられること

は残念なことでございます。トランプさんは理

解できないことが多いのですが、この点だけは

急所を射抜いたと思います。

さて、国内経済が底堅く推移すれば、10 月

には消費税が引き上げられます。JIMGA は前

回の増税時、豊田会長の時代に、消費税転嫁対

策特別措置法に基づく「転嫁・表示カルテル」

をいち早く公正取引委員会に届け出ました。こ

れは産業界のトップバッターであり、他産業の

モデルにもなりました。

公正取引委員会の資料によると、前回の増

税以降、これまで買い叩きなどで指導や勧告を

受けた事例は全産業ベースで 4,300 件に上って

おります。消費税転嫁対策特別措置法は、現在

も施行中であり、JIMGA は買い叩きなどがな

いよう各地域本部に調査体制を整えておりま

す。会員各社におかれましては、毅然とした態

度で消費税の転嫁をしていただきますようお願

い申し上げます。行政の関係者の方々にもご支

援をお願いいたします。

さまざまな機会を捉えて申し上げておりま

すが、電力多消費産業である我々にとって、電

力コストの上昇は死活問題です。再生可能エネ

ルギー固定価格買取制度、いわゆる FIT 制度

による賦課金は、我々の業界トータルで年間

160 億円に上ります。これに加えて東日本大震

災以降の電力料金の上昇による負担増が 140 億

円あります。合わせて 300 億円の負担増・コス

トアップ要因です。現時点では FIT 賦課金に

は減免措置があり、これにより 100 億円が減免

されていますので、電力料金の上昇による実質

負担増は年間 200 億円です。

政府はこの先、2030 年度に再生可能エネル

ギー比率を 22 ～ 24％にすることを目標とされ

ております。これを達成するために、もし賦課

金の増額など安易な措置に頼った場合には、産

業側の負担は大変に重いものになります。この

ため、JIMGA も参画しております電力多消費

産業 11 団体では、国民負担の抑制と再生可能

エネルギーの最大限の導入の両立に向けて、現

在、共同要望書の作成を進めております。我々

が将来に希望を持てるように、今後も運動を強

力に展開していきたいと思います。

この他、私の就任時に申し上げました地域

との会話の重視につきましては、9 つの地域本

部と第一回目の意見交換を終了し、災害対策を

中心に噛み合った議論ができました。重要な課
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題については工程表に落として対応してまいり

ます。

話題の一つといたしまして、医療関連法規

に適うものとして JIMGA が開発・製造・販売

を開始した医療用ガスボンベの封キャップにつ

いて、宣伝させていただきます。これまで会員

34 社から、約 30 万枚の注文をいただいており

ます。法令遵守に加え、機能的にも価格的にも

ご満足いただけると思いますので、ご採用を検

討していただいきたいと思います。

以上、縷々申しあげましたが、本年も、「常に

発信する JIMGA、皆様に頼りにされる JIMGA、

存在感のある JIMGA」でやってまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。

皆様の益々のご健勝とご多幸を心からご

祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただき

ます。
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皆様あけましておめでとうございます。日

本産業・医療ガス協会ならびに協会加盟の企業

の皆様におかれましては、日頃から安全で安定

的な産業ガスの製造と供給を支えていただいて

おりまして、改めて感謝を申し上げます。

先ほど今井会長からも産業ガスの状況につ

いてのお話がございましたが、全体的に経済、

産業は緩やかな回復基調にあるなかで、昨年も

堅調に事業が推移していると承知しておりま

す。一方でカタールの国交断交で注目されまし

たヘリウムガスのように、生産国が限られてい

るガスにつきましては、生産国の動向に大きく

左右されるような場合もございますので、ぜひ

引き続き、安定的な調達に努めていただくよう

お願い申し上げます。

産業ガスは高圧ガスでございますので、危

険性を伴う面がありますが、貴協会におかれま

しては自主基準等の策定を行うとともに、その

普及を目的に保安講習会やセミナー開催等の啓

発活動を行っていただいております。最近では

徐々に事故件数も減少しているとお伺いしてお

りますが、引き続き、より一層の保安確保に努

めていただくようお願い申し上げます。

また、地球温暖化の関係で申し上げますと、

貴協会におかれましては 2013 年から日化協を

通じて、低炭素社会実行計画に参画されてい

ます。産業ガス業界の 2017 年度の CO2 削減量

は、対策未実施の場合に比べて 9.6 万 t である

とのことで、2020 年の目標である 8 万 t を上

回る結果をあげられているとお聞きしておりま

す。今後とも AI や IoT も活用されながら、プ

ラント運営の効率化等によって一層の省エネ、

地球温暖化対策に取り組まれるよう期待してお

りますし、また政府としてもしっかりと支援を

させていただきたいと考えております。

最後になりますが、今後も貴協会、貴協会

に加盟されております企業の皆様、また本日ご

列席の皆様の益々のご健勝、ご発展、またこの

一年が素晴らしい年になりますようにお祈りを

申し上げまして挨拶とさせていただきます。

来賓ご挨拶

　経済産業省　

製造産業局長　井上 宏司 殿
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あけましておめでとうございます。

日本産業・医療ガス協会の皆様におかれま

しては、平素から我が国の医療のインフラとし

て非常に重要な部分を担っていただいておりま

す。昨年は特に災害が多くありました。大阪、

北海道での地震で非常に厳しい状況におかれた

方々も多い中、協会におかれましては在宅の患

者さん方の医療ガスの安定供給はもとより、在

宅酸素療法で生活をされている患者さん方の安

否確認までご尽力をいただきました。

災害が起こるたびに私共医政局の職員はピ

リッとするのですが、同じように協会関係者の

方々にも思いを持っていただき、そして現実に

足を運んでいただいていることに改めまして感

謝と御礼を申し上げます。

医療につきましては、色々なことが変わっ

てきています。医療ガスの分野におきましても

平成 29 年 9 月には医療ガスの基本的なルール

を直させてもらいました。昭和の時代のルー

ルをずっと適用させていただいておりました

ので今日お集りの方々の多くから色々なご提

案をいただきその議論を以って直すことがで

きたと思っております。それ以降新しいルー

ルに沿った取り組みを行政としても都道府県

関係者ともどもさせていただいておりますが、

とりわけ協会の皆様におかれては、3 つの対

応をしていただいております。

1 つ目は、人づくりとしての講習会などの

事業に取り組んでいただいております。新通

知になってから受講者の数が増えたと伺って

おります。これは業界関係者の方々が熱心に

この分野についてきちっとルールを守り、そ

して先端のところでお仕事をしていただいて

いることによるものと思っております。2 つ

目は、 自治体との災害時の協定などネット

ワーク作りも関係者の方々に進めていただい

ていると承知をしております。3 つ目は、特

に在宅酸素療法について手順、体制に対する

手引書を皆様と作らせていただきましたが、

この取り組みも順次進んでおります。このよ

うに協会そして加盟されている方々の取り組

みについて我々行政としましても精一杯これ

来賓ご挨拶

　　　　厚生労働省

医政局長　吉田 学 殿
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からも支援し、また一緒になって日本の医療

のインフラを前に向けて、そして安全、安心の

キーワードのもとに深めていきたいと思って

おります。

今日お集りの皆様にとって本年が良い年に

なりますように、そして私ども行政に身あるも

の、皆様と一緒になって今年一年さらに医療の

安全、安心そして医療ガス分野における発展

を共に誓い、新年のご挨拶とさせていただき

ます。
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皆様あけましておめでとうございます。

産業ガス、医療ガスの業界の皆様、常日頃、

当協会の活動に関しまして、さまざまなご支

援、ご協力をいただいていますことに心から御

礼申し上げます。

先ほど今井会長のお話で、電力多消費型産

業の一つとして政策提言を積極的になさってい

くという話を伺いました。私の前職は鉄鋼連盟

の専務理事で、皆様と一緒に戦ってきました。

あのようなお話を聞きますとまた血が騒ぐわけ

でございますが、今は高圧ガス保安協会の会長

という立場でございますので、なかなか一緒に

戦うわけにはいきませんが、陰ながら声援を

送っていきたいと思っております。

本日は平成最後の賀詞交歓会でございます。

平成の時代を振り返ってみますと、JIMGA の

皆様にとって、大変素晴らしい時代でもあった

のではないかと思います。リーマンショックや

その前のバブルの崩壊等々と大変厳しい経済環

境のもとではありましたけれども、皆様はそれ

ぞれの会社の基盤をしっかりと固められ、さら

には企業の枠を超えた連携なども進められて、

いわば産業における基盤をしっかりとしたもの

にされました。さらには、その余力を使ってだ

とは思いますが、積極的にグローバル化の展開

を進めていった、とそのような時代であったか

と思います。

JIMGA は平成 19 年に二つの団体が合併して

今の団体になったのですが、産業保安の分野でも

大変に中核的な団体として大きな活躍をされてき

ております。我々から見ましても、RF タグの容器

管理あるいは放置容器の対策など、大変意味の

ある仕事をずっとされてきたと思っております。

先ほどより災害のお話もありましたが、平成

の時代は阪神大震災、東日本大震災、それから

昨年相次いで起こった豪雨災害、あるいは地震

と大変厳しい災害が数多く発生した時代だと

思っております。その間、JIMGA の皆様は、

常に率先し協力して安定供給と保安の確保に努

められました。いわば我が国の産業活動、ある

いは医療の現場をゆるぎなく支えてこられたの

だと理解しております。平時や緊急時を分かた

ぬ JIMGA の皆様の献身的な取り組みは、我が

国の経済社会あるいは国民生活を支える大きな

要となってきております。皆様のご尽力に対し

て心から敬意を表したいと思います。

私も立場上、保安について一言申し上げさ

せていただきます。平成の時代を通じて保安の

来賓ご挨拶

　　　　　　高圧ガス保安協会

会長　市川 祐三 殿
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状況はどうだったかを見てみますと、一般高圧

ガスの分野に限れば、人身事故の件数は基本的

には抑制的な基調で推移しました。しかし他の

分野と比較すると、残念ながら顕著な改善傾向

を見せるという状況には至っておりません。平

成の時代から次の時代への宿題として、今後業

界を超えてより一層の取り組みをお願いしたい

と考えています。

振り返りますと、JIMGA と KHK とは非常

に長い協力の歴史がございます。我々が KHKS

として規格を作る場合、業界の皆様のご協力を

得るわけでございますけれども、そのような委

員会において大変有益な議論をしていただいて

おります。また最近の事例で申し上げますと、

行政におきまして産業保安のスマート化という

さまざまな施策を打ち出しました。我々高圧ガ

スの分野におきましても、ファスト・トラック

制度あるいは新認定事業者制度を作りました。

その過程において我々 KHK が、いわば制度設

計をする時に JIMGA の皆様の大変有益な情報

提供あるいは業界としての立場などをお聞かせ

いただきまして、大変ありがたかったと思って

おります。おかげさまで着実な運用が現在でき

ております。皆様におかれましても、このよう

な制度の活用をお願いしたいと思っております。

まもなく平成に代わる次の御代となります

が、今後はおそらく保安を取り巻く環境から高

齢化のさらなる進展、あるいは政府の最近の施

策を受けた外国人労働者の方々がさらに増えて

いく、また環境問題のさらなる深刻化という問

題があると思います。我々 KHK といたしまし

ては、新しい技術とか新しい制度への取り組み

を積極的に進めていきたいと思います。これに

よって JIMGA の皆様のご要請にも的確に応え

られるよう精進してまいる所存であります。そ

のような観点から JIMGA の皆様との連携も今

まで以上に強めてまいりたいと存じます。どう

ぞ今後ともよろしくご指導ご鞭撻を賜りますよ

う、お願い申し上げます。

JIMGA の皆様の益々のご発展とより一層の

安全を願い、またここにご参集の皆様の益々の

ご健勝を祈念いたしまして、私の新年の挨拶と

させていただきます。



10産業ガスレポート vol.40 産業ガスレポート vol.40

平成31年賀詞交歓会

皆様あけましておめでとうございます。本

日は大変ご多用の中、また遠路より JIMGA 賀

詞交歓会にご参集賜りまして誠にありがとうご

ざいます。

経産省の井上局長様、厚労省の吉田局長様、

KHK 市川会長様にはご臨席を賜り、またお言

葉を頂戴いたしまして誠にありがとうござい

ます。

私事で恐縮ですけれども、私は 1959 年生ま

れで今年、年男です。考えますと昭和で 30 年、

平成で 30 年です。次の新しい元号で 30 年…こ

れはちょっと無理かとも思いますけれども、私

自身また新たな気持ちで頑張ってまいりたいと

思います。

先ほど今井会長をはじめ皆様より、昨年を

振り返りますと西日本豪雨、台風、地震と自然

災害が多かったというお話がありました。私ど

も社会インフラを担う一員として、産業ガス業

界、医療ガス業界は、自然の猛威の中でも保

安、安全、安定にモノをお届けしています。今

日お集まりの皆様の中にも、昨年の自然災害の

中で大変なご尽力をされた方も多数いらっしゃ

ると思います。そしてお客様等々から大変な感

謝をいただいているのではないかと思います。

ただ思いますには、我々のこの業界は日頃から

保安、安全、安定ということで供給しているわ

けですから、もう少し社会、産業界から常に評

価いただけるよう、なお一層の努力が必要では

ないかと思います。

今日お集まりの JIMGA の会員各社の皆様、

また組織体の皆様の益々のご繁栄、そして今日

お集まりの皆様にとって 2019 年が素晴らしい

年、実り多き年になりますようご祈念申し上げ

て乾杯したいと思います。

　　副会長　永田 研二

乾杯挨拶
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いよいよ平成最後の賀詞交歓会も終わって

しまいます。先ほど株価予想だけはするなと言

われましたので、元号予想でもしようかなと思

い、色々と考えました。

今は平成ですが、名前に平成とつく大学があり

ます。それから昭和もあります。大正、明治もあ

ります。慶応はあるのですが、早稲田はないから

次は早稲田じゃないか、いや三文字では駄目、東

大がないのはけしからん、ということで次は東

大だと考えたのですが、そうなると安倍首相か

ら待ったが入るだろうから、成蹊もありだと…

そういうことで、次は成蹊になると予想いたし

ます（笑）。

去年も色々なことがあって、年の初めには予

想されなかったことが沢山ありました。台風であ

のような被害が出ることは最近では珍しいことで

すし、地震、大雨とありました。今年も色々なこ

とがあると思います。でも我々はその中でも生き

延びてきているわけであり、これからも生き延び

ていかなければなりません。そういう中で我々の

業界も一生懸命に頑張って生きていこうと思いま

す。（三本締め）

　　副会長　鈴木 慶彦

中締め挨拶
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平成30年度第2回部門理事会・評議員会合同会議

日　時：平成30年11月28日（水）14:00~16:40

会　場：メルパルク大阪 3階 ボヌール

議　長：会長 今井 康夫

議　事：

1．開会

部門理事会は理事定数 10 名のうち 9 名、評議

員会は産業ガス部門評議員定数 36 名のうち 35 名

が出席し、それぞれ定足数に達して本会議が成立

する事が宣言された。（医療ガス部門の部門理事

会及び評議員会も同時に開催され、それぞれ成立

した。）

2．議長選出

理事会運営規程第 5 条、評議員会運営規程第 6

条に基づき、今井会長が議長席に着いた。

3．議事録記名人選出

理事会運営規程第 6 条により、永田副会長、矢

原副会長および山本監事を選出した。

また、評議員会運営規程第 7 条により、曽我部

評議員および臼井評議員を選出した。

4．決議事項

第 1 号議案 入会希望事業者審査の件

事務局より、入会希望事業者 1 社の提案がなさ

れ、審議の結果拍手をもって提案通り承認された。

第 2 号議案 組織変更の件

事務局より、平成 31 年 4 月 1 日から、北海道

地域本部を JIMGA が独自に運営する事務局とし

ての事務所を開設し、専任事務局長 1 名で運営す

ること、また、関東地域本部についても専任事務

局長 1 名体制に変更することの提案がなされ、審

議の結果拍手をもって提案通り承認された。

第 3 号議案 規程類整備の件

事務局より、現状一部欠落している JIMGA 規

程類の新規作成および運用・管理ルールを明確化

することの提案がなされ、審議の結果拍手をもっ

て提案通り承認された。

5．報告事項

（1） 平成30年度産業ガス部門上期活動報告 （主要

課題抜粋）

1） 総務部会

総務部会の開催状況および議題について報告

された。

2） 広報委員会

広報委員会活動について、以下の事項につい

て報告された。

①協会ウェブサイトの内容の充実

メール配信システムを導入することで、ウェ

ブサイトに掲載した情報は直ちに会員各位へメー

ル通知を行っていること、また、ウェブサイト構

造が複雑化しており、リニューアルを検討してい

ることが報告された。

②会報誌、ニュースレターの発行

産 業 ガ ス レ ポ ー ト 秋 号（Vol .39）の 発 行、

JIMGAnews の発行（計 4 回）について報告された。

③マスコミへの発信

6 月の定例記者会見、当日行われた記者懇談会

の他、会長インタビューの申入れ対応、挨拶文寄

稿依頼対応などが報告された。

④広報活動の連携強化

医療ガス部門と産業ガス部門の広報に対する

考え方を整理し、共同で情報発信する方法につい

て検討していることが報告された。

平成30年度第2回部門理事会・評議員会合同会議 議事録
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3） 企画部会

企画部会の開催状況および議題について報告

され、続いて、各 WG の活動について以下の通

り報告された。

①長期停滞容器回収推進 WG

容器管理指針（同等文書を含む）発行状況につ

いて、新たに 2 県から発行され 44 都道府県での

発行となったことが報告された。また、今後は放

置容器撲滅を主たる目的として活動することと

し、容器処理 WG と統合、「放置容器撲滅 WG」と

して活動することについて報告された。

②物流 WG

タンクローリの製品輸送に係る CO2 排出量統

計を実施、2017 年度の総輸送量は前年比増とな

り、CO2 排出量が 1.4% 悪化する一方で、燃料原

単位は 0.8% 改善されたことが報告された。

③容器処理 WG

高圧ガス容器特別回収プロジェクトとの合同

会議を開催し、例年通り、10 月に特別回収活動

を実施したことが報告された。また、今後は放置

容器撲滅を主たる目的として活動することとし、

長期停滞容器回収推進 WG と統合、「放置容器撲

滅 WG」として活動することについて報告された。

4） 容器RFタグ運営委員会

RF タグの規格見直しの可能性も含め、技術的

側面からのコストダウンを検討していることや、

新形状タグの開発推進が良好であることが報告さ

れた。また、RF タグの普及推進のため、出席理

事・監事・評議員に対して、さらなる導入推進の

協力依頼がなされた。

5） EDI運営委員会

JIMGA-EDI の利用が低迷し続けていることか

ら、容器 RF タグと一緒に普及推進活動を進める

ことが望ましいとし、容器 RF タグ運営委員会傘

下の WG として活動を検討していることが報告

された。

6） 技術・保安部会

7） 環境・安全部会

8） 国際部会

注）  技術・保安部会、環境・安全部会、国際部

会の活動報告は、技術・国際ニュース（27

ページ～）をご覧ください。

（2） 平成30年度上期収支計算書報告

上期収支計算書に基づき、事務局より平成 30

年 4 月 1 日～ 9 月 30 日の総括及び部門別の収支

予算・実績対比が報告された。産業ガス部門の売

上高は 130,062 千円、経常収支は 9,524 千円のプ

ラスであり、概ね予算どおり推移している。

（3） その他の報告事項

1） 電力問題への対応

前年末に再生可能エネルギー固定価格買取制度

（FIT）による賦課金減免制度が見直され、今後も

減免制度の見直しが想定されることから、継続し

て産業ガス業界が減免を受けられるよう、電力

多消費産業 11 団体の一員としての活動を推進し、

また、経済産業省との情報交換・協力関係を堅持

していくことが報告された。

2） 消費税率変更への対応

2019 年 10 月 1 日からの消費税引上げが濃厚と

なったことから、JIMGA としては、2013 年 10 月

の転嫁・表示カルテルに基づいた調査会活動を推

進し、減額や買いたたきには毅然とした態度で臨

むくことを会員各社に要請した。

3） その他

内部監査の結果や、会員の現状および今後の

主な日程について報告された。
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平成30年度第2回部門理事会・評議員会合同会議

以上すべての議題の審議・決議及び報告がなさ

れ、16 時 40 分に平成 30 年度第 2 回部門理事会 ･

評議員会合同会議を閉会した。

会場の様子

活動報告 会議後の懇親会

今井会長挨拶
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会員の現状・今後の主要日程

1．会員の現状
　　　　　　　2018 年 11 月 28 日現在

医療ガス部門 産業ガス部門 合　計

正 会 員 ※ 726 社 294 社 1,020 社

賛 助 会 員 － 23 社 23 社

海 外 会 員 － 5 社 5 社

合　計 726 社 322 社 1,048 社

※正会員社数は議決権を表す。

2．今後の主要日程

行　事　名　称 開　催　予　定　日 会　場

2019 年度 第 1 回
部門理事会・評議員会合同会議 2019年 5月28日（火） 13：00 ～ 経団連会館

2019 年度 定時総会 2019年 6月12日（水） 15：30～ 経団連会館

2019 年度 第 2 回
部門理事会・評議員会合同会議 2019年11月27日（水） 14：00～ メルパルク大阪

2020 年 賀詞交歓会 2020年 1月14日（火） 16：30～ 経団連会館
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日　時：2019年2月22日（金）15:00～17:00
会　場：JIMGA本部第1会議室
出席者：	佐々木	豪	 小池酸素工業（株）ガス部	営業課	係長	
	 村田	則行	 エア・ウォーター（株）産業カンパニー	製造・技術本部	製造管理センター長
	 川井	幸輔	 岩谷産業（株）産業ガス・機械本部	ケミカルガス部　シニアマネージャー
	 浅井	潤一郎	 大陽日酸（株）開発本部	技術サポートセンター	電気技術部	デジタル革新推進課長	
	 板谷	剛男	 高圧ガス工業（株）経営企画本部	システム管理部長	
	 金田	拓也	 日本エア・リキード（株）ラージインダストリー事業本部	製造統括部	副統括部長	
進行役：	高橋	義郎	 産報出版（株）報道局	電子版ガスメディア編集長
	 （敬称略）

川井さん
佐々木さん

村田さん 高橋さん 金田さん 板谷さん 浅井さん

「中堅社員　未来を語る」
産業ガス業界でのIoT・AIの活用、技術革新について

本会議は、次代を担うミドルマネジメント層だ

からこそ見える、産業ガス業界の課題や将来につ

いて意見交換することで、その中から各社の経営

層がヒントを見つけ、自社の経営に活かしていた

だけることを期待して企画しました。

今回のテーマは、「産業ガス業界でのIoT・AI

の活用、技術革新について」です。人手不足問題

などの現在の課題を提示し、IoTやAIの活用、ま

た技術革新によって解消されるアイデアを、営

業、製造、物流、技術、システム、保安の各視点

から話し合っていただきました。
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「中堅社員　未来を語る」　　産業ガス業界でのIoT・AIの活用、技術革新について

1.　営業からの視点

小池酸素工業（株） 

ガス部 営業課 係長 

佐々木 豪

弊社ではバラ瓶を多く取り扱っており、配送ド

ライバーの確保が課題となっています。そこで、

容器を常時監視できるシステム、というより、容

器 そのものにAIが搭 載 できればいいなと考 えま

した。つまり、刻印情報、位置情報、現在の圧

力、最終出荷日などといった情報を容器自身が把

握するものです。 例えば、 充塡工場ですと、 容

器 が正 しくない場 所 にあれば「間 違 っ ています

よ」と、あるいは「耐圧検査期限が切れています

ので充塡できませんよ」と容器自らが発信するこ

とで充塡ミスをなくすといったことができるので

はないか、こういった発信情報をシステム化する

ことで、人間がチェックしていることを省けるの

ではないかと思いました。位置情報が活用できれ

ば、不明容器、長期停滞容器が撲滅できます。ス

マホでは、近くのこの店に行ったことがあるとか

教えてくれますが、同じように納品先でどの倉庫

に入っているかなどもわかるようになると思いま

す。また、ガス名を変更している容器がどういっ

た履歴を追ってきたのか、何回充塡が行われたの

か、容器の回転率だけでなく、耐用年数などのデー

タもたくさんとれると将来役に立つと思います。

残量を把握できる機能もいいですね。ユーザーで

の使用時間帯、一日当たり、一週間当たりの消費

量がどうなっているのか、ユーザーがどのような

生産を行い、どの程度ガスを消費しているかの関

係がわかれば、最適な納入スパンを自動的に割り

出し、計画的な配送にもつなげられます。夜間使っ

ていないのに徐々に残量が減っているとか、保安

の観点からも有効だと思います。

産業ガス業界でのＩｏＴ・ＡＩの活用、技術革新について

課題：高圧ガス配送における負担軽減・効率化

解決策

〇高圧ガス容器の情報を常時監視

できるシステム

（位置情報、圧力、残量等）

構想イメージ

・AIを活用した使用状況の把握

⇒計画配送、使用量予測

・不明容器、長期停滞容器の撲滅

・常時監視による設備異常、ガス漏れ

等の状況把握

2019/2/22 小池酸素工業株式会社

供給拠点

各工場の容器データ収集
〇使用量（時間帯・流量・圧力）
⇒稼働状況より適正在庫・効率生産

〇ガス漏れや設備異常の把握

（高橋） RFタグの延長になるという考え方でしょ

うか。最終的にはコスト的に見合うかを考えてい

かなければならないと思いますが、まあ、最初は

何でも夢から始まりますから、こういうことがで

きればという夢を語ることはいいと思います。

（佐々木） 元々、産業ガスも都市ガスのようなパ

イピングインフラができればいいなということを

発想したのですが、それですと一般的なガスしか

できないので、混合ガスは難しいなと、、、そこで、

容器に関するこんな発想になりました。

（高橋） 容器そのものが発信するという発想はこ

れまでになかったと思います。

（川井） すでにあるRFタグのデータはスムーズに

移行できると思います。10年前にもRFタグに位

置情報を持たせたいという話がありましたが、当

時のGPS端末は高額過ぎました。技術革新で安く

なれば可能だと思います。

（高橋） かなり将来的な話と思いますが、意外と

技術の進歩は早いので、実現するのではないで

しょうか。どうもありがとうございました。
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2.　製造からの視点 

エア・ウォーター（株） 

産業カンパニー 製造・技術本部 

製造管理センター長 

村田 則行

スライドの説明の前に、AIの概要を簡単に説明

させていただきます。シンギュラリティー（特異

点）について、2045年にAIが人間の知性を超える

かという話題があります。2016年11月7日付日経

新聞朝刊では、70%弱の人がシンギュラリティー

が来ると回答しています。このように期待されて

いるAIですが、「消費電力」と「コスト」という

2つの課題があります。消費電力については、人

間の脳の消費エネルギーは思考時に21W程度と言

われていますが、AIだと2017年5月 現 在 で25万

W、人間の12,000人分の消費電力を必要としてい

ます。消費電力の少ない半導体の開発、従来の延

長線でない技術革新が必要となります。コストに

ついては、医師不足が深刻化している韓国におい

て、AIを利用して、医療分野の論文及び診察デー

タから最適な治療法を導き出すというテストを

2016年に実施しています。本テストでのコストは

年間1億円であり、韓国における医師の一人当た

りの年収が1,500万円程度なので、病院のコメン

トは「コストに見合う利点はない」ということで

した。スライドの説明を始めます。まず、弊社の

製造部門の現状の問題点を書いています。プラン

トのビックデータの活用が不十分、運転員不足と

いうことを挙げています。一つ目の解決方法とし

ては、AI活用によるプラントのビッグデータの解

析です。例えば圧縮機ですが、予防保全に偏りす

ぎるとコストアップになり、事後保全に偏りすぎ

ると、突発停止が多発し、コストアップになりま

す。圧力や温度の他に、振動の経年変化などのビッ

グデータをAIで解析できれば、最適なメンテナン

ス計画ができるのではないかと考えます。二つ目

の解決方法としては、IoT・AIの活用で保安係員

の無人化、例えばロボット化ができないかと考え

ます。これら解決方法の課題としては、先ほどの

韓国の病院の例がありましたが、コストがかかる

中でどのような活用ができるか、二つ目の保安係

員の無人化は、直面するのが高圧ガス保安法です

ので、保安法がIoTやAIの革新項目の導入にどう

順応できるかが一番大きいところかと思います。

0© 2012 Air Water Inc. All Rights Reserved.

産業ガス業界でのIoT・AI の活用、技術革新について
エア・ウォーター株式会社

産業カンパニー 製造・技術本部 製造管理センター長

村田 則行

産業ガスレポートVol.40 特集 「ディスカッション “中堅社員未来を語る“」 2019年2月22日（金）＠JIMGA本部

■現状の問題点

①プラントのビッグデータの活用不十分

②プラント運転員不足

■解決方法

①ＡＩ活用による、プラントのビッグデータの解析

（省コスト・安定稼働を両立（最適化）する、メンテナンス計画立案）

②IoT・ＡＩ活用による、プラント運転員（保安係員）の無人化（ロボット化）

■解決に向けた課題

①ＡＩ活用方法・コスト

②高圧ガス保安法への技術革新項目の導入

（高橋） プラントの場合は、まず安全であり、生産

効率がよくて、故障しないようにというシナリオ

だと思いますが、AIを活用する最大のメリット

は何でしょうか。

（村田） 現状は、安全、安定稼働を目指していま

すので、予防保全に偏っています。回転機にして

も開放してみないとわからないということが多

く、これを開放しなくても内部の状態がわかるよ

うに、データから解析できればメンテナンスコス
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トが抑えられると思っています。

（高橋） 品質などの不具合が起こった場合は、どこ

でどういう原因で起きたかわかるようになってい

るのでしょうか。

（村田） ガスの品質が落ちるというのは純度計な

どでわかりますし、通常の不具合であれば、デー

タを元に人間が解析すれば原因がわかります。し

かし、安定稼働はしているが、あと 1 か月安定稼

働できるかという判断は現状では難しいですね。

今後起こるであろうトラブルを「予測」して手を打

つということができればと思っています。

（高橋） 保安法ではビッグデータを活用していこ

う、AIを利用していこうと言っていますが。

（村田） IoT、AIの活用は誰もが言っているのです

が、現状では、法がIoT及びAIを考慮して作ら

れていません。自主保安と言われていますが、自

主保安の幅が広がればいいと思います。現在のプ

ラントは人がいなくても安全な運転ができますの

で、法的に必要な保安係員の業務が今後ますます

軽減される事を期待しています。

（金田） 保安法が追いついていないことは感じます。

プラントの規模や技術革新に対して条件付きでも

法規制の見直しが進めば、自主保安技術開発など

が一気に加速され、未来が開かれると思います。

（村田） 今後、プラントの性能や安全面の大きな改

善は期待出来ません。製造コストの面では人件費

が大きなポイントです。プラントの無人運転より

も、公道を無人で車を走らせるほうが大変なこと

だと思います。プラントは、常時、人がいなくて

も運転継続できますし、何かあれば安全に停止し

ます。

（佐々木） 海外との差としてどういった点があり

ますか。

（金田） フランスでは休日夜間無人運転している

プラントが複数あり、一つのプラントのようにセ

ンターで管理しています。これは法律が違うから

できることですね。

（高橋） 日本は細かいとこまで決めるから海外と

は違うのでしょうね。どうもありがとうございま

した。

3.　物流からの視点 

岩谷産業（株） 

産業ガス・機械本部 ケミカルガス部　

シニアマネージャー 

川井 幸輔

「人に、環境に優しいみらい」と水素自動車の

MIRAIとひっかけたタイトルにしています。自動

運転・配車による物流負荷の削減と燃料電池車に

よるCO2 排出量の削減をテーマとしています。車

庫にいるローリは自動運転で例えば夜中のうちに

勝手にプラントまで行き、充塡作業も自動で行っ

て勝手に車庫に帰ってきます。拠点間配送も自動

運転で大丈夫です。客先へは構内での制限があり

ますし、充塡作業がありますので、人間の運転手

が行 くことになります。 配 車 についてもAIで自

動化し、人手・労力を削減します。ローリも燃料

電池車とすることでCO2 削減につなげていくこと

を考えています。働く人が減っていること、法規

制が厳しくなってきていることから、できるだけ

乗務員が走らずに済み、拘束時間を短くすること

が望まれています。プラントへガスを引き取りに

いく必要がなくなれば、勤務時間も短くなり、人

手不足の解決につながると思っています。

人に、環境に優しいみらい

A
社 B

社

C
社

自動充填

D
社

E
社

→自動運転・配車による物流負荷削減とFCVによるCO2排出量の削減

FC（燃料電池）ローリー

AIによる自動配車
システム

AIによる自動配車
システム

2019/2/22
岩谷産業株式会社 産業ガス・機械本部調達部

物流負荷削減について
・拘束時間の緩和
・労働環境改善
・人手不足解決

F
社

自動運転 自動運転

FCV
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（高橋） FCローリの実現性はいつ頃になるので

しょう。

（川井） わかりませんが、バスができているから

ローリが走っても不思議はないと思います。東京

オリンピックで水素社会に向かって進んでいきま

すし、大阪万博もありますので、今後制約がなく

なってくるものと期待しています。ローリの自動

運転も、AI配車システムもできるだろうと思い

ます。

（高橋） 同じ液化ガス量を運ぶのにローリを減車

することは考えますか。

（川井） AIが「ローリが余っていますよ」と教えて

くれるかもしれませんね。そうなると無駄に走ら

なくなり、ローリ減車につながると思います。人

では気づかないことがAIで気づければいいと思

います。

（板谷） 客先のタンクに充塡するときの作業は難

しいのでしょうか。ローリにロボットがついてい

て自動的にガッチャンと接続してやれるように思

います。

（高橋） ガス種を間違えて充塡してしまうことは

ないのでしょうか。

（金田） 物理的にガス種ごとにタンクの接続口を

変えていますが、それでも変換継手を使って間違

えて充塡してしまうケースはあります。

（川井） 世の中の一般論として、ベテランでも間違

えることがあるようですね。

（浅井） やはり過去の経験があるとその経験に基

づいて、確認もせずにやってしまうことがあるか

らでしょう。

（村田） 変換継手を使うという考えが思いつくの

は、熟練者だからでしょう。

（高橋） 人間がやるからミスが起こるのでしょう

ね。AIだったらやらないでしょう。どうもあり

がとうございました。

4.　技術からの視点 

大陽日酸（株） 開発本部 

技術サポートセンター 

電気技術部 デジタル革新推進課長 

浅井 潤一郎

AIベンダーによると、ここ1、2年でAIを使っ

た案件は非常に日本で増えてきており、製造業×

AIという用途が広がっているようです。理由は、

日本の製造業で10年か20年先には人が少なくな

る、グローバリゼーションが進む、放っておくと

将来の事業計画が難しくなるのは自明の理であ

り、今のうちに対処しておかないといけないとい

うことのようです。産業ガス業界も同じような状

態であろうと思います。この図は、産業ガス業界

の事業をする上でそれぞれの部門の動きを表した

ものです。製造では、スマート工場があり、先ほ

どからお話しされているプラント自動操業、海外

ではセンターがあって、そこで遠隔地のプラント

を監視しているという事例があります。物流を考

えると、隊列走行といった自動運転のニュースが

新聞をにぎわしており、自動、あるいは人が乗っ

ていても操作不要なレベルの実証実験が行われ

ています。営業では、自動的な受発注も考えられ

ますし、プラントについてはリモートコントロー

ル、顧客の消費トレンドを可視化してそれに基づ

いた配送計画を構築する、経営についても、こう

いった可視化データに基づいて、どこに投資する

か濃淡をつけて行われるということが考えられて

います。我々の業界では、例えばボンベが重いで

すし、LGCも相当な重量です。ローリも拠点同士

が近くにあるわけではないですので、運転手の走

る距離が必然的に長くなってしまいます。という

ようになかなか人が集まりにくい環境にあります

ので、若者が働きたくなる職場を提供していくこ

とが、最終的には顧客を含めたステークホルダー
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の幸せにつながると思っています。これを単独で

実現するのは難しいと思っております。法規制や

何かあったときの賠償責任、例えば自動運転の場

合は、事故を起こした場合、それは車のメーカー

の責任か、保険会社か、運転手かといった、誰が

責任をとるのかという問題があります。高圧ガス

保安法は一足飛びには緩和できないので、そのた

めの実証試験の場所がどこかに整備される必要が

あります。AIやビッグデータは、電力コストの問

題もありますので、プラットフォームの構築、み

んなが使えるようなインフラが必要になると思い

ます。こういった構築は単独企業では難しいと思

います。他の産業界や製造業と協力していくこと

の音頭取りをJIMGAに期待したいと思います。

経営管理

顧客営業

製造物流
スマート工場

自動受発注

配送⾞自動運転

プラントリモートコントロール

若者が働きたくなる
職場を提供

「産業ガス業界でのIoT・AIの活用と技術革新」

データ戦略

プラント自動操業

顧客消費トレンド可視化

法規制・賠償責任の再定義
大規模検証環境の整備

AI・ビッグデータ オープンプラットフォームの構築

（高橋） 10年後はこうなっているという予測はあ

りますか。

（浅井） 人手不足問題の解消に投資が集まってい

ますので、ある程度のものは実現できている可能

性が高いと思います。

（高橋） 海外から人が来るんじゃないかと思いま

すが、どうでしょうか。

（浅井） はい。10年先に日本が労働環境として魅

力的な国かということは考えていかないといけな

いと思います。

（金田） 私の職場でも外国人比率が高くなってき

ています。人のやりくりはやっていかないとい

けないと思いますが、今我々がやっていること

を全部外国人にということは、現実的ではない

と思います。

（高橋） 保安法を変えないといけない。

（浅井） それが安全性を担保していたので、安易

に緩和するというのはよくないと思います。緩く

ではなく、例えば、人は 1日1回しか巡回できな

いが、AIやIoTは 24時間監視できるとか、それが

安全サイドに働くということで、うまく緩和して

いくのがベストだと思います。

（高橋） どうもありがとうございました。

5.　システムからの視点 

高圧ガス工業（株） 

経営企画本部 システム管理部長 

板谷 剛男

業務プロセスの改善と新しい製品やサービス、

ビジネスモデルの創出とは何かということを考え

てみました。スライドには今のITシステムのト

レンドを貼り付けています。そもそもシステムと

はコンピュータや通信ネットワークを活用して

経営や業務活動を支援する仕組みです。システ

ムの歴史からいうと、3つのステップがありまし

た。まずは、仕事を手作業からコンピュータにさ

せる機械化、次に機械でやっていた仕事をつなげ

ていく自動化、最後にITを活用しての経営の判

断につなげるといった情報化です。IoTについて

いうと、必ずセンサーがついてきます。センサー
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が情報を集めて、インターネットを経由して人と

関 わるようになっ てきたというのがIoTです。 ク

ラウドネイティブというのは、インターネット上

にデータを置いていろんな活動をしていくという

考え方です。AI画像認識技術は精度が上がって

きていますので特に医療関係にみられています。

こちらのAIについては、3つくらいのステップが

あり、現実的なことを言うと、現在はまだステッ

プ1の段階と言われています。ビッグデータが集

まっ ただけでAIにかけるだけの精 査 がまだまだ

されていません。RPA（ロボットによる業務自動

化）は業務手順を自動化してロボットにさせると

いうものです。重要なことは、安定供給の体制、

安全・安心にご利用いただく環境づくり、消費状

況の可視化による無駄のないガスの利用であり、

消費者のために何かできることはないかを考える

ことで、消費者の満足度の向上につなげるという

ことです。サプライチェーンマネジメント（SCM）

についても書 いていますが、 例 えばRFタ グ の普

及 を進 めていくには、JIMGAの会 員 だけではな

く、他の団体や消費者もふまえた形でIoTなりAI

なり考えていくべきと思います。受注、生産、調

達、 販 売、 物 流 を全 体 的 につなげるというのが

SCMですが、 このSCMに必 ず出 てくるのがERP

（企業資源計画）パッケージです。標準化された

販売、財務、人事、給与、生産管理とかいろんな

ものがパッケージされています、こういったパッ

ケージが今後業界で普及していくのではないかと

思っています。レガシーシステム、つまり、各社

に特有のシステムがあるので、業界としての標準

化が遅れています。製造に関する部分のシステム

を共 通 化 するのは難 しいのですが、 例 えば銀 行

は、地銀なら70%くらいがERPパッケージを使っ

て、銀行間のデータ交換はパッケージを使ってい

ます。そこでここに書いたのがEDI（電子データ

交換）です。EDIをSCM全体で考えて積極的に活

用することによって、RFタグデータを含むデー

タを交換しながら、それぞれのデータベースが精

査されていくということになりますので、産業ガ

ス業界として、どんどんEDIを活用していくこと

が解決方法かなと思います。

「産業ガス業界での ・ の活用、技術革新について」

産業ガス業界の業務プロセス改善および
新しい製品やサービス、ビジネスモデルの創出とは

第 世代移動通信
（ ） クラウドネイティブ

画像認識技術

営業

製造

物流技術

保安

システム

⑴安定供給の体制
⑵安全・安心にご利用いただく環境づくり
⑶消費状況の可視化による無駄のないガスの利用

顧客（消費者）満足度の向上

センサー

・日本産業医療ガス協会
・全国高圧ガス容器検査協会
・高圧ガス保安協会
・全国高圧ガス溶材組合連合会
・容器製造メーカー
・消費者
・
を積極的に活用

→産業ガス品目標準化

年 月 日

（高橋） 会社の規模によって差がある場合でも

チェーンはできますか。

（板谷） EDIは非常に安くできるので、参加する

にはそれほどコストはかかりません。ただIT投

資はある程度必要です。

（高橋） RFタグに否定的な団体もあります。

（板谷） 容器については、京大でキューブ型の容

器が発表されていましたが、実現すると物流が大

きく変わります。RFタグの優位性は一括読み取

りです。持論ですが、RFタグに情報をあまり持

たせなくても、ネットワークがどんどん整備され

てきていますので、キーとなるユニーク情報だけ

あればネットで情報がわかるようになると思いま

す。また、画像認識精度が上がってきていますの

で、例えば iPadを容器に当てると記号番号が瞬

時に読み取れるようになるのではないかと思い

ます。

（高橋） ボンベは 100年前から変わってないです

ね。なぜ変わらないのでしょうね。

（川井） 重いものを持ったり運んだりする業界は

人が集まりにくくなっていますので、容器が軽く

なるといったハードの進化があるとイノベーショ

ンがより進むでしょうね。
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「中堅社員　未来を語る」　　産業ガス業界でのIoT・AIの活用、技術革新について

（板谷） 自動運転についていうと、中国は 21 か所

でバスが走っています。米国ではタクシーが自動

運転で走るとか。日本ではまだコンセプトカーの

発表くらいしかできていません。なぜ遅れるのか

というと規制の問題かもしれないし、ハードは強

いがソフト業界が弱いということもあると思いま

す。米国はベンチャーへ投資して新しい技術をど

んどん取り入れています。

（高橋） JIMGA会員企業で一つのものを開発して

いくということはできないのでしょうか。

（板谷） JIMGA-EDIもその一つだと思います。な

んといっても、JIMGAでRFタグが標準化できた

ことは大きいと思います。

（高橋） JIMGA-EDIも今後どう進めていくかが課

題ですね。どうもありがとうございました。

6.　保安からの視点 

日本エア・リキード（株）

ラージインダストリー事業本部 

製造統括部 副統括部長 

金田 拓也

まずは、こちらのコンセプトビデオを見ていた

だきたいと思います。（ビデオ）  こちらがコンセ

プトのポスターです。工場のオペレーターは世代

交代が進み、熟練者が減少し、今では離職率も上

がっています。こうした中で保安の質を保ってい

くのは難 しくなっ ていますので、IoTやAIといっ

た技術を使って保安を強化していくしかありませ

ん。法規制が見直されないと無人運転ができない

のですが、実際の保安係員は警備会社などに業務

委託するとか、外国人に頼るとか、近い将来そう

なっていく可能性もあると思います。今日は、保

安 に関 係 するSIO. Predictというものを説 明 させ

ていただきます。ビデオでは、ベアリングが壊れ

ているという兆候を見つけて、モノは3Dプリン

タで作るという映像がありました。予知保全をす

るためにビッグデータとしてデータをためていく

ことが重要なのですが、日本の工場はプラントが

古くてセンサーが全然足りていません。ありとあ

らゆる所にセンサーをつけていくことで、画像診

断もそうですし、ビッグデータを元にそこから人

間 には気 づかない相 関 を見 つけていくことがで

きます。 いいときの運 転 をモ デ ル 化 して、 いい

ときとのギ ャ ッ プ を可 視 化 することができ、AI

が残り何週間で故障する確率が何%だと診断する

ことで、予備品を発注するタイミングが判ります

ので、予備品を持つ必要がなくなります。部品の

リードタイムを短くするために、3Dスキャナな

どを用いてデータ化しておき、部品を作ることが

できると思っています。グーグルグラスをつける

ことで、現場に行かなくても、その場で全部可視

化されて見えるという世界はそこまできていると

私たちは考えています。保安法で求められている

開放検査などは、開けて何もなかったということ

もあります。それなら、ドローンをずっと飛ばし

て内部を連続してレントゲン撮影することで、プ

ラントの中で何が起こっているのか、過去との

ギャップがわかればピンポイントで減肉などがわ

かるようになります。リモートコントロールも、

5Gが始まれば当然クラウドでできますので、1か

所で世界にあるプラントがすべて制御できるよう

になります。海外ではパイピングネットワーク、

つまり何基ものプラントがつながっていて、お客

様ともつながっています。どこのお客様の条件が

変わったら、どのプラントをどのように稼働させ

るのがベストかといったことを、ここにあるSIO. 

Optimでやろうとしています。液の配送も同じこ

とが言えます。これらのように最適運転が自動で

行われるようになれば、人が介在しなくてもよく

なります。逆に人がいないほうがミスは少なくな

りますし、特に経験が少ない人が現場で働いてい

るほうが恐いと感じています。
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Safer, More Reliable, More Efficient

（高橋） 要するに保安経費は下がることになるの

でしょうか。

（金田） システムがかなりの部分を補いますので、

従来の業務内容をベースとするならば、人件費は

間違いなく下がる余地がでてくるでしょう。あと

は信頼性ですね。機械が故障する前にわかるとい

うことが、保守コストを最小限に抑えることにつ

ながります。

（高橋） イニシャル投資は大きい。

（金田） システム開発はそうですね。最初にやる

ことはプラントにセンサーを増やすことです。プ

ラント全体を更新する話までにはならないと

思います。

（高橋） 絶対うまくいくというものですかね。

（金田） 逆にどうやればうまくいかないかという

ことを考えると、組織として変化についていけな

いことが失敗する要因になると思っています。ま

ず従業員が主体性をもって変革していけるか、コ

ミュニケーションが課題です。あとは成功すると

しか考えていません。

（村田） このシステムはフランスですでにできて

いるのでしょうか。

（金田） あくまでパイロットとしてですが、ドロー

ンでのレントゲン撮影も実証されていますし、

グーグルグラスも使っています。日本は規制が厳

しいですので、今すぐに経済性を伴う投資という

ことにはならないですね。

（高橋） やはり、日本は厳しい規制のために国際

競争力が劣っているということになりますね。ど

うもありがとうございました。今日は、みなさん

のアイデアや意見をお聞きしました。技術革新の

スピードは速いですので、これらアイデアが実現

するのはそう遠い将来ではないかもしれません

ね。日本の産業ガス業界の方向性がどうなるの

か、非常に楽しみです。
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40年くらい前のことですが、幼少の頃3年半
ほど米国イリノイ州シカゴ郊外やユタ州ソルト
レイクシティに住んでいました。それ以降、米
国本土の地は踏んでいなかったのですが、社会
人となってから久しぶりに米国出張をしました。
それ以降は、出張が多い生活を続けています。

米国で歴史あるAWS展示会にグループ会社の
コイケ・アロンソン社が出展を続けていて、そ
の中でヒット製品であるポータブル自動機：ハ
ンディ・オートの実演をしに行くことが出張の
目的でした。現地シカゴ事務所の女性スタッフ
とコンビで実演を担当し、私自身が英語での仕
事や異文化を体験する良い機会となりました。
最初のうちは私が中心となって女性スタッフに
教えながらの実演をしていたのですが、最後の
方は女性スタッフの腕前が上達し、様々なアタッ
チメントを取り換えながら様々な形状をガス溶
断する実演が出来る様になり、来場者にも人気
者となりました。シカゴはその後も何度となく
出張するのですが、湖畔の景色や街並みが綺麗
ですし、人も寛容で、店ごとに味や特徴の違う
ステーキが美味しく、今でも行くのが楽しみな
街です。

その後、コイケ・アロンソン社に出向し、約7
年の滞在の前半はカナダ・米国での営業活動や
全社マーケティングを担当し、後半は中南米へ

の営業を担当しました。数えてみましたら、米
国では26州で仕事をした経験が有りました。殆
ど全州行った様な気がしていたのですが、半分
強でした。

スパイスの利いた料理が好きなので、米国南
部で仕事をする際にはケイジャン料理を中心と
したシーフードが楽しみでした。日本では珍し
いという意味で印象に残っているのは、茹でて
ケイジャンスパイスをまぶしてバケツに盛られ
たザリガニと、直訳するとナマズですが味は淡
白な白身魚（淡水魚ですが臭みは無い）である
キャットフィッシュ。他にも総じて南部のシー
フードは楽しみでした。思い出すとポークリブ
も店毎のBBQソースでの味付けが有り楽しみで
した。南部で困ったのは訛りが強い人との仕事
です。3割 くらいは分 かるのですが、 口 をモ ゴ
モゴしながら早口の南部訛りで話しをされると、

「すみませんが、貴重なお時間を頂戴しお聞かせ
頂いたことを間違えたくないので、このノート
に書いて下さい。」となってしまうことも有りま
した。（その書いてもらった字も汚くて読めない
場合も有りましたが。）

また、一人ではなく現地スタッフと一緒に出
張に行く機会も多く有りましたが、仕事は朝か
ら一生懸命やって、夜にはホテルか近くのバー
で寝る前の一杯をやるのが楽しみでした。普段

アメリカ大陸出張記
JIMGA副会長　小池　英夫

エンドユーザ社長自宅のグリル BBQ の準備
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エッセイ　アメリカ大陸出張記

一緒にオフィスにいると帰りに寄り道すること
は少ないですが、出張中は仕事のことからプラ
イベートなことまでじっくりお酒を飲みながら
話をすることが出来、現地スタッフとの信頼関
係を築くのに大いに役立ちました。（一杯ではな
く5杯 くらいまでは覚 えていてお互 い後 は？？
のパターンも多々ありましたが。）

各地を出張していると、行きは飛行機でプレ
ゼンの練習をブツブツやって、滞在中は朝から
晩まで日本語は全く使わず英語漬けになるので、
英語の上達には随分と役立ちましたし、米国的
な考え方、仕事の仕方や進め方を数多くのエン
ドユーザ、販売代理店、営業員から教わりました。

米国滞在中の後半は、メキシコからアルゼン
チンまで中南米への出張が多くなりました。メ
キシコ、エクアドル、コロンビア、ペルー、チ
リ、ブラジルでの仕事が多く、この頃は年間80
～ 100日ほど出張していました。大変だったの
は言葉を中心としたコミュニケーション、製造
業の考え方や価値観、KOIKEの会社や製品の知
名度の低さ、商慣行の違い等でした。価格・納
期・支払い条件に関する交渉が米国よりも多く、
始めは大変でしたが、理解が進むにつれて米国
の標準的なやり方を現地流に合せて変えていき、
景気が良かったことも有りますが、販売店網を
整備・再活性化しエンドユーザを増やし、日本
や米国からの多大な協力も得て、売上を一桁増
やすことが出来ました。

サッカーに通じていれば良かったのにと後悔
するくらい中南米で出会う人々のサッカー熱は
高く、各地で地元のクラブチームの戦績や選手
移籍の動向は多くの場面で話題に挙がりました。
プレーした経験が有り得意分野であるNFLや

MLBの話題を出しても？？な反応だったのを覚
えています。また、ブラジル以外の国ではセビー
チェというソウルフードが印象に残っています。
魚介類を玉ねぎとトマト、レモン汁と塩、香草
などでマリネした料理で、各国で特徴が違うの
でお国自慢の様に話がされます。私はチリで食
したセビーチェが好きだったと覚えています。

（他国のも美味しい。）
ブラジルは肉の国でした。販売代理店との会

話で「ヒデオ、悪いけど今日は肉料理には行け
ない。 医 者 に止 められてるんだ。」 と言 われ、

「えっ、ブラジル人で肉が食べられないのは大変
だね。」 と返 したら、「 そうなんだよ。 週4回 ま
でにしとけって言われて大変なんだ。」と週の半
ばに言われたことが有ります。また、エンドユー
ザの社長から週末に家に呼ばれて行きますと、
家の敷地の中にBBQ小屋が有って、その中には
串に刺した大きな肉塊（ビーフやポークやチキ
ン）を焼く立派なグリルが有りました。そこで焼
いた色んな種類の肉を、お酒を飲みながら、社
長や従業員の皆さんとワイワイ長時間楽しんだ
ことも良い思い出です。

この様な体験が出来たのも、機会を与えてく
れた会社や、家庭のことを一手に引き受けてく
れた妻のお陰です。私の後に続く社員にも多く
の経験をしてもらいたいと考えています。製品
にも人にも本気で前向きに取組むことで自身の
幅広さや深さが備わっていくものと考えます。
emailも便利ですが、人や文化と真剣にリアル
に接して得られることは多く、昔も今も重要で
す。

 （こいけ・ひでお＝小池酸素工業株式会社　
代表取締役社長）
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1. 技術・保安部会
容器技術ＷＧ

平成 30 年度は ISO 規格の改訂・新規規格化案

件対応および容器則改正への対応を行いました。

ISO 規格は現時点で 15 件の規格案等に関する

投票を行いました。これを通じて当業界に関連す

る容器関連の技術情報を入手し WG メンバーで

共有しました。引き続き対応するとともに、2 月

に開催される国際会議と関連 WG に参加し、動

向把握、情報入手を行います。

UT（超音波）による容器再検査に関する容器則

改正と UT や AE（アコースティックエミッション）

による再検査を特認取得する事業者情報を把握し

対応を検討、半導体製造用ガス用の一部のガス容

器が対象で限定的であることなどから当面は同方

法による利用者動向など様

子見することとしました。

また、WG メンバーのス

キルアップのため CRC 西

日本および共英製鋼（廃棄

容器の処理）の見学研修を

行いました。

超低温貯槽ＷＧ

平成 30 年度後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

一般的に液化ガス貯槽とセットで使用される

空温式蒸発器と温水式蒸発器に関し、周知するべ

き取扱い注意事項について検討しています。来年

度の完成を目標に進めていきます。

（2）規制改革

超低温容器における膨張試験を廃止するため、

経済産業省の担当者に海外の同様主要規格で実

施されていないこと、国内の LNG 自動車燃料装

置用容器の基準でも実施されていないことを説

明し、今後も協議を継続していくことになりま

した。

（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 月にパリで開催された国際会議の内容

を国内委員会に報告し、情報の共有を図りました。

（4）教育活動

関東、東海・北陸、近畿、

中国の地域本部セミナーに

て「CE 設 置 事 業 所・ロ ー

リ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

平成 30 年度は、下記テーマに取り組みました。

（1） 「高圧ガス充塡フレキシブルホース（可とう管）

に関する研究・検討」

昨年度より、高圧ガス充塡フレキシブルホー

スの日常点検、定期点検や管理方法などについ

て議論を行い、「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」として取りまとめました。

本指針を下期の技術審議委員会に上程し、一

部修正の上、承認されました。12 月に初版が発

行されました。

（2）スキルアップ研修

WG 委員の知見を広める目的で、高圧ガス容器

メーカーである株式会社ベンカン機工殿にて見学研

修を行い、高圧ガス容器の製造工程等を学びました。

（3）普及啓発セミナー

近畿地域本部、中国地域本部主催の保安セミ

容器技術 WG 長
三宅　博之

超低温貯槽 WG 長
細谷　公憲

充塡技術 WG 長
角山　義樹

技術・国際ニュース
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技術・国際ニュース

施されていないこと、国内の LNG 自動車燃料装

置用容器の基準でも実施されていないことを説

明し、今後も協議を継続していくことになりま

した。

（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 月にパリで開催された国際会議の内容

を国内委員会に報告し、情報の共有を図りました。

（4）教育活動

関東、東海・北陸、近畿、

中国の地域本部セミナーに

て「CE 設 置 事 業 所・ロ ー

リ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

平成 30 年度は、下記テーマに取り組みました。

（1） 「高圧ガス充塡フレキシブルホース（可とう管）

に関する研究・検討」

昨年度より、高圧ガス充塡フレキシブルホー

スの日常点検、定期点検や管理方法などについ

て議論を行い、「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」として取りまとめました。

本指針を下期の技術審議委員会に上程し、一

部修正の上、承認されました。12 月に初版が発

行されました。

（2）スキルアップ研修

WG 委員の知見を広める目的で、高圧ガス容器

メーカーである株式会社ベンカン機工殿にて見学研

修を行い、高圧ガス容器の製造工程等を学びました。

（3）普及啓発セミナー

近畿地域本部、中国地域本部主催の保安セミ

充塡技術 WG 長
角山　義樹

ナ ー へ 講 師 を 派 遣し、 そ

れぞれ「産業・医療ガスの

臭気判定について」、「酸素

ガス充てん所作業基準（追

補）」について講習を実施し、

高圧ガス関連事業者に対す

る普及活動を行いました。

保安対策ＷＧ

（1） 充塡所におけるリスクアセスメント

今年度は、充塡所ですぐに使えるリスクアセ

スメント事例集を作成しています。「ローリ受

入」、「容器搬入・搬出」、「充塡作業」等の状況毎に

リスクシナリオを抽出し、分かりやすい事例集を

目指してまとめています。

今年度中に完成し、来年度上期に JIMGA ウェ

ブサイトにて掲載する予定です。

（2）CE設置事業所への単独荷おろし実施要件

当 WG でまとめました「CE 設置事業所への

単独荷おろし実施要件」について、経済産業省

に内容説明を行いました。同省と意見交換のう

え、JIMGA 基準として制定する準備を進めてい

きます。

（3）地域本部との連携

2018 年度は北海道地域本部主催セミナーに講

師を派遣し、「高圧ガス販売事業所自己診断指針」

について、関連事業者の知識向上と実務への活用

促進を図りました。

（4）スキルアップ研修

2 月 28 日～ 3 月 1 日に「九

州電力 山川発電所」と「鹿

児島県防災研修センター」

を見学し、保安防災に関す

る知見の向上を図りました。

教育・研修ＷＧ

平成 30 年度も、JIMGA ウェブサイトを活用し

た安全教育用教材（e- ラーニング）の作成・改訂を

引き続き行っております。

まず 8 月に「水素の安全な取り扱い」を改訂リ

リースしました。クリーンエネルギーとしても注

目されている「水素」について、①近年の法改正

に合わせた見直し、②統計データの更新、③技術

資料の見直し、④水素に関する新しい技術の紹

介、⑤理解度テストの設問見直しおよび追加を中

心に、見直しと改訂を行いました。

また、e- ラーニングプログラムの周知と利用促

進を図るため、12 月 6 日、東海・北陸地域本部

で「水素の安全な取り扱い」についてセミナーを

行いました。

これと並行して、過去に作成された e- ラーニ

ングのコンテンツ見直しを行い、平成 27・28 年

度に改訂された「高圧ガスの安全基礎知識」「高

圧ガスの安全基礎知識（ダイジェスト版）」につい

て、法改正情報や、内容に誤りが生じていないか

を確認し、法改正に該当す

る箇所の改訂作業を進めて

おります。

今後はその他の e- ラーニ

ングについても法改正や技

術開発の動向等をフォロー

し、適宜内容のチェックと

更新を行っていきます。

安全統計ＷＧ

（1）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て配信しています。会員 268

社より報告をいただき、6 月に平成 29 年労働災

害統計調査報告を JIMGA ウェブサイトに掲載

しました。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

保安対策 WG 長
八幡　剛史

教育・研修 WG 長
館　良知
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ています。

（2）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、事故の原因と傾向分析を行いました。

また、今年度の分析テーマ「高圧ガス移動に関

する事故」として、積載形態、地域別、ガス種別

等による傾向分析を行いました。

（3）「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（2）の傾向分析を踏まえた「安全ニュー

ス No.13」として 12 月に発行しました。

（4）平成30年度の保安セミナー

「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

しました。

ヘリウム技術ＷＧ

平成 30 年度の活動では、ヘリウム全般に関す

る情報（地域別販売実績・用途別・生産実績等）

を幅広く収集し共有するとともに、厚生労働省よ

り通知「削除予定添加物名簿の作成に係る既存添

加物の販売等調査について」が出された既存添加

物について、WG にて情報共有、検討を行いま

した。

また、前期より継続して取り組んでいる労働

安全衛生法 / 高気圧作業安全衛生規則の改正（平

成 27 年 4 月）により、水深 40m を超える潜水業

務においては、ヘリウムを呼吸用不活性ガスとし

て用いることが規定されたことに伴い、潜水関係

の情報収集として、混合ガス潜水について、呼吸

用ガスによる潜水方法の分類、ヘリウム + 酸素

混合ガス潜水の生理学的および物理的諸問題等の

情報を収集、共有しています。

そ の 他、 ヘ リ ウ ム の 動 向 と し て、 ヘ リ ウ ム

ソースの海外情報（カタール・ロシア）やヘリウ

ム海外市場動向・アジアのヘリウム市場等の情報

収集も行っています。

また、研修会として 10 月に「日本原子力研究開

発機構 高温工学試験研究炉（高温ガス炉）」を訪れ

ました。水素製造技術とヘ

リウムガスタービン発電技

術の研究開発に関する説明

を伺い、ヘリウムの役割も

学 び、WG メン バ ー 一 同、

知見が高まった研修になり

ました。

炭酸ガス技術ＷＧ

今年度は 3 年ごとに開催している炭酸ガス保安

講習会（第 18 回）の開催年度であり、同講習会の開

催準備および支援を中心に活動してきました。具

体的には、全国 6 地域本部での事前会議に委員が

分担して参加、講演テーマの検討、当日の講師な

どを行い、6 か所計約 550 名の受講者より好評を

いただきました。3 年後の次回開催に向けアンケー

ト結果の分析、課題の抽出など進めていきます。

また、平成 29 年 9 月に発生した炭酸ガス容器

の破裂事故に関し、サブ WG による検討会議を

開催して関係事業者に向けた注意喚起文書を作

成、5 月 31 日 に 協 会 ウ ェ

ブサイトへ掲載しました。

毎年開催している研修

会は 10 月に苫小牧 CCS 実

証実験センターと会員工

場の見学会として実施し

ました。

安全統計 WG 長
前田　和也

ヘリウム技術 WG 長
平野　正博

炭酸ガス技術 WG 長
山下　勉
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溶解アセチレン技術ＷＧ

溶解アセチレン容器の非アスベスト化を目指し

て、平成 18 年より啓発活動を行ってきました。12

年が経過して活動の強化を図るため、全溶連の協

力を得て「充塡所は充塡しない、販売店は販売し

ない、容器所有者は廃棄する」をキャッチフレーズ

とした内容のチラシを作成しました。当協会およ

び全溶連の両者から 1 月に配布致しました。将来

アスベストを含有する容器が完全にゼロになるよ

う今後も継続的に啓発活動を行っていきます。

平成 27 年 8 月 5 日に発生したアセチレン工場

の事故をふまえて、当協会が安全対策として作成

した指針を製造事業所に周知したところ、ほとん

どの事業所で対応がなされており、一部の事業所

では対応する計画であることが確認されました。

溶解アセチレンに関する基準は平成 15 年 3 月 20

日に当時の JIGA から刊行された「溶解アセチレ

ンの製造に関する基準」があります。

この基準に今回作成した指針に関連する項目

を追加するとともに、全体

の見直し作業を行うために

サブ WG を設置しました。

これまで 3 回のサブ WG 会

議を開催しており、今年度

末には作業を終えることを

目指して活動しています。

水素技術ＷＧ

平成 30 年度は、「水素ガスハンドブック（平成

20 年度改訂）」の改訂作業を実施し、12 月 10 日の

技術審議委員会で承認され、発行しました。改訂

作業の際には、国際整合化原案「客先に設置した

水素配管システム」の内容についても検討しまし

たが、「水素ガスハンドブック」に盛り込める内容

はありませんでした。

次に、「水素ステーションプロジェクト」の解散

により、経済産業省や KHK からの水素ステー

ションに関する要請等に対応できる組織がなく

なったため、「水素技術 WG」の下に「水素ステー

ションサブ WG」を設置することについて議論し、

平成 31 年度水素企画委員会代表者会議に設置を

上程することにしました。

平成 30 年度の WG 会議はすでに 3 回実施して

います。第 3 回 WG 会議は「宮古島水素ステー

ション」と「宮古島エコパーク」にて研修会を兼ね

て開催し、WG 委員の技術

力の向上に努めました。（第

4 回は 3 月 8 日に開催）

今後も水素に関する最新

情報の提供、保安情報等の

共有化を図り、会員各社との

協働を積極的に実行します。

特殊ガス技術ＷＧ

（1）容器基本通達の改訂

基本通達（容器則 9 条関係）の解釈をめぐり混

合ガス容器のガス名変更ができなくなる不具合の

解消のため、同通達の改訂案を高圧ガス保安協会

と協議し、経済産業省へ改訂の申し入れを行い、

11 月 14 日付で経済産業省より「高圧ガス保安法

及び関係省令の運用及び解釈について（内規）」の

一部を改正する規程が公布され、同日より施行さ

れました。

（2）JISZ7253対応のSDSに関する検討

JCSS 対象製品である混合ガス（空気 + 二酸化

窒素）の SDS を新規作成し、技術審議委員会に上

程し承認を得ました。

（3）「シランの安全な取扱指針」改訂への協力

JIMGA 基準類 JIMGA-T-S/34/10「シランの安全

な取扱指針」の元である EIGA 作成の CGA G-13-

2006 が CGA G-13-2015 と改訂されたため、日本

語版の JIMGA 文書を第 2 版に改訂する作業を国

際部会とともに行っています。（平成 31 年度第 1

回技術審議委員会で上程予定）

溶解アセチレン技術 WG 長
杉岡　孝雄

水素技術 WG 長
片岡　稔治
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（4）研修会の開催

10 月 19 日に高圧ガス保安協会 総合研究所におい

て研修会を開催しました。

（5）その他活動

本年度も東京工業大学

の特殊材料ガス安全管理

のための講習会に委員を

派 遣 し、6 月 27 日 お よ

び 7 月 4 日に講習を実施

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

加しており、会員 65 社 104 工場からいただいた

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、地球温暖化対策への対

応を進めていきます。

また、再生可能エネルギー賦課金減免制度に

関し、会員各社の減免申請認定状況を把握すると

ともに、減免申請の問い合わせ対応、支援を行い

ました。

その他、WG メンバーのスキルアップ研修とし

て、10 月に我が国最大の地熱発電所である「九州

電力㈱八
はっ

丁
ちょう

原
ばる

地熱発電所」

を見学しました。また、同

時に高濃度 PCB 処理施設

である「中間貯蔵・環境安

全事業㈱北九州 PCB 処理

事業所」を訪問し、PCB 処

理施設の概要、安全対策に

ついて理解を深めました。

化学品安全ＷＧ

（1） 産業ガス（窒素）のJIS改訂について

今年度は昨年度改訂したアルゴン JIS を参考に

窒素 JIS の改訂案を検討しました。

（2） SDS（安全データシート）等の見直しについて

SDS には引用文献が記載されていますが、今

年度はその引用文献の出版状況等に関して調査・

確認を行いました。

現在の JIMGA ウェブサイトには、GHS 改訂

4 版を反映した JIS（Z 7252、Z 7253）に基づいた

SDS が掲載されていますが、3 月末には当該 JIS

が改訂され、JIS（GHS 6 版反映）が発行される予

定であることから、次年度は JIS 改訂内容を確認

し、SDS の改訂を進めます。

（3）リスクアセスメントについて

昨年度収集したリスクアセスメント情報に加

え、厚生労働省「平成 30 年度ラベル・SDS 活用

事業」に基づくリスクアセスメント情報、JIMGA

保安対策 WG にて作成したリスクアセスメント

情報などを JIMGA 会員に開示するための内容や

方法等について、今後も継

続検討していきます。

（4）その他

次年度以降も地域本部セ

ミナーや JIMGA 合同セミ

ナーへの講師派遣をしてい

きます。

3．国際部会　
IHC対応ＷＧ

8 月 28 日～ 29 日に、第 43 回 IHC（国際整合化

委員会）がベルギーのアントワープで開催され、

JIMGA から 3 名が参加しました。IHC プロジェ

クトの進捗確認に加え、IHC 活動のメリットにつ

いて議論し、説明資料の更新を行いました。（第

44 回 IHC 会議は、2 月 26 日～ 27 日にシンガポー

ルで開催）

特殊ガス技術 WG 長
澁澤　裕二

環境保全 WG 長
甲斐　守

化学品安全 WG 長
近藤　喜則

IHC 対応 WG 長
山西　剛士
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化学品安全ＷＧ

（1） 産業ガス（窒素）のJIS改訂について

今年度は昨年度改訂したアルゴン JIS を参考に

窒素 JIS の改訂案を検討しました。

（2） SDS（安全データシート）等の見直しについて

SDS には引用文献が記載されていますが、今

年度はその引用文献の出版状況等に関して調査・

確認を行いました。

現在の JIMGA ウェブサイトには、GHS 改訂

4 版を反映した JIS（Z 7252、Z 7253）に基づいた

SDS が掲載されていますが、3 月末には当該 JIS

が改訂され、JIS（GHS 6 版反映）が発行される予

定であることから、次年度は JIS 改訂内容を確認

し、SDS の改訂を進めます。

（3）リスクアセスメントについて

昨年度収集したリスクアセスメント情報に加

え、厚生労働省「平成 30 年度ラベル・SDS 活用

事業」に基づくリスクアセスメント情報、JIMGA

保安対策 WG にて作成したリスクアセスメント

情報などを JIMGA 会員に開示するための内容や

方法等について、今後も継

続検討していきます。

（4）その他

次年度以降も地域本部セ

ミナーや JIMGA 合同セミ

ナーへの講師派遣をしてい

きます。

3．国際部会　
IHC対応ＷＧ

8 月 28 日～ 29 日に、第 43 回 IHC（国際整合化

委員会）がベルギーのアントワープで開催され、

JIMGA から 3 名が参加しました。IHC プロジェ

クトの進捗確認に加え、IHC 活動のメリットにつ

いて議論し、説明資料の更新を行いました。（第

44 回 IHC 会議は、2 月 26 日～ 27 日にシンガポー

ルで開催）

化学品安全 WG 長
近藤　喜則

IHC 対応 WG 長
山西　剛士

また、9月30日～10月2日に、第75回IOMA（国

際酸素製造者協会）の年次総会が、オーストリア

のウィーンで開催されました。10 月 1 日に開催

された GC（国際委員会）では、IHC 活動の意義と

戦略について議論しました。2019 年 5 月の GC で

は、その戦略が提案され、議論される予定です。

JIMGA 基準（国際整合化文書）1 件が、技術審

議委員会に上程され、承認されました。発行文書

は、JIMGA-T-S/18/18「酸

素パイプラインシステム指

針」です。また、2018 年度

下期に、 国際整合化文書

（参考文書）として、3 件の

文書を発行し、JIMGA ウェ

ブサイトに掲載しました。

規制改革ＷＧ

産業ガス部門では、JIMGA 会員企業より、「塩素

ガスと特定の可燃性ガスの混載規制」について緩

和するよう提案がなされました。特殊ガス技術

WG と物流 WG にて、その内容の議論が開始さ

れています。また、「CE への単独荷おろし」につ

いては、自主保安基準案を JIMGA より経済産

業省に提案したことを受け、実際の作業見学や、

具体的な施策について議論を深めています。ま

た、「超低温貯槽容器の膨張試験の廃止」につい

ては、経済産業省の担当者へ海外の現状を踏ま

えた説明を行い、そのエビデンスについて調査を

しています。

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、在宅酸素部会内にそれぞれ WG チー

ムを発足させ、個別に対応策の検討を再開いたし

ました。

法改正関連では、3 月施

行の「容器検査への UT（超

音波検査）の適用」や一昨年

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 WG 長

野澤　史和
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地域本部の活動報告地域本部の活動報告地域本部の活動報告

1．活動概要（2018年7月～ 2019年1月）

日付 行事名称 場所 行事概要

8/5 北海道150周年記念式典 北海きたえーる 式辞、青少年の誓い、アイヌ民族の伝統芸能、地
域の伝承芸能の紹介、合唱等

10月 高圧ガス容器
全国一斉特別回収

北海道地域
19事業所

長期停滞容器　818本回収
放置、不明容器　4本回収

10/4 北海道高圧ガス移動防災
訓練
<北海道高圧ガス地域防災
協議会>

札幌競馬場
西駐車場

1）酸素、アセチレンばら積み容器の防災訓練
2）オートガススタンド内の防災訓練
3）液化石油ガスばら積み容器の防災訓練
4）救急救命・応急手当訓練
5）液化石油ガスタンクローリの防災訓練

10/24 保安セミナー
（受講者36名）
（北海道溶材商業会と共
催）

エア・ウォーター
ビル8F講堂

1）高圧ガス販売事業所自己診断指針解説
2） 安全統計資料「ヒヤリハット・事故事例から

学ぶ保安」

10/26 見学会
（参加者16名）

石狩・札幌地区 1）北海道電力㈱石狩LNG火力発電所
2） 産総研北海道センター
　　メタンハイドレート研究施設
3）北海道熱供給公社
　　創世エネルギー供給センター

12/3 JIMGA本部との合同会議
（本部3名、地域10名）

ANAクラウンプラ
ザホテル札幌
22階鈴蘭の間

（懇親会：柏の間）

1）会長、本部長挨拶
2）本部活動報告、課題説明
3）地域本部活動報告
4）フリーディスカッション
5）専務理事総評

2．北海道胆振東部地震とその後に発生したブラックアウトについて

昨年 9 月 6 日未明に発生しました北海道胆振東部地震におきましては、死者 41 名、被災地では土砂によ

る家屋倒壊など大きな被害がありました。ただ、幸いにも北海道地域本部会員の皆様、そして会員事業所に

おいては、大きな被害はありませんでした。

この地震後の対応では、JIMGA 本部の手配にて、本州より医療用酸素容器の応援を受けるなどして、長

期停電ブラックアウトなどの地震直後の対応を何事もなく乗り切ることができました。改めまして JIMGA

の組織力と日頃の災害に対する訓練の重要性を再認識しました。
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3．北海道地域本部の課題と今後の予定

産業ガス部門の会員数が 13 会員と少ない中、引き続き、北海道溶材商業会と共同での「保安セミナー」開

催を中心に保安の強化・推進に取り組みます。今後も業界、地域の発展のために積極的に活動に取り組んで

まいります。

4 月 1 日から北海道地域本部事務局専任化と産業ガス部門、医療ガス部門の事務局を一体化します。新た

に事務所を設け、事務所内での会議を開催できるようなレイアウトを検討中です。事務所開設後は、会員皆

様にご案内いたしますので、一度お立ち寄りいただければと思います。

見学会：北海道電力石狩 LNG 火力発電所内説明状況（10/26）

見学会：産総研　メタンハイドレート燃焼実験（10/26）

保安セミナー開催状況（10/24）

JIMGA 本部との合同会議（12/3）

執筆者：北海道地域本部 事務局長　高橋 宏史　 　・庄子 徳一　
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2．東北地域本部トピックス

今年は 3 年振りの炭酸ガス保安講習会開催の年で、ほぼ 1 年前から開催日程・講習会テーマ等の検討を

行ったうえで開催しました。途中 WG 委員の一部委員の人事異動による交替もあり、前回経験者は 1 名の

みと非常に不安感がある中、役割分担等の調整を行い、準備を進めました。

前回にならい、WG 委員全員でそれぞれ 1 つのテーマを担当し、さらに機器メーカーにも講師派遣を依頼

して合計 5 テーマにて講習会を開催しました。さすがに午後から正味 4 時間弱で 5 テーマでは時間配分が厳

しく、各講師もわかりやすくかつ要領良く説明することに大変ご苦労をされておりました。

会場では、普段なかなか見ることができない炭酸ガス LGC 容器およびサイフォン容器のカットモデルも

展示し、受講者の方々は休憩時間等に興味深く見学されておりました。

1．活動概要 （2018年7月～ 2019年1月）
日付 行事名称 場所 行事概要
9/5 地域本部合同幹事会 ホテルメトロポリ

タン仙台
1） 平成29年度及び平成30年度東北地域本部の活

動状況説明
2）本部からの活動紹介及びお願い事項
3）ディスカッション

9/12
～ 13

技術保安部会技術研修会 函館酸素・
理研計器（函館）

北海道胆振東部地震により中止

10/12 鳥インフルエンザ
炭酸ガス供給連絡訓練

（参加会員20社）

宮城県内協力会員
対象

1） 想定：宮城県南大河原町の養鶏場（10万羽規模）
で鳥インフルエンザが発生し炭酸ガス容器200
本の供給要請があった。

2） 結果：9:30に協力会員へ供給要請後、14:21まで
に全協力会員から連絡回答があり、県所有容
器101本、会員提供容器53本、計154本の提供
および搬送確認が取れた。

10/17 消費者向け保安講習会
（受講者34名）
（宮城県高圧ガス保安協会
主催）

宮城県トラック
協会研修センター

1）高圧ガス保安法と最近の事故統計等について
2）溶断機器の安全な取扱いについて
3）高圧ガスの安全な取扱い方について

10/24 消費者向け保安講習会
（受講者54名）
（宮城県高圧ガス保安協会
主催）

宮城県トラック
協会石巻輸送サー
ビスセンター

1）高圧ガス保安法の概要
2）アセチレンガスの取扱いについて
3）高圧ガスの安全な取扱い方について

11/9 第18回炭酸ガス
保安講習会

（受講者44名）

仙台ガーデンパレ
ス

1）炭酸ガスの取扱いについて
2）炭酸ガスＣＥ設備の取扱い方
3）炭酸ガス気化器について
4）事故事例に学ぶ【炭酸ガス編】
5）ひやりハット事例集【炭酸ガス編】

11/22 高圧ガス保安東北大会 ホテルメトロポリ
タン仙台

1）関東東北産業保安監督部東北支部長表彰式
2） 記念講演「リーダーの心得～山崎流リーダー

シップとは～」山崎武司氏（元プロ野球選手）
3） 懇親パーティー中締め：東北六県高圧ガス保

安協議会本間会長
1/29 統一正副本部長会議 ホテルメトロポリ

タン仙台
1） 2019年度JIMGA東北地域本部等合同定時総会

の件
2）2019年度JIMGA等行事予定表の件他
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炭酸ガス保安講習会炭酸ガス保安講習会　講師紹介

カットモデル展示

3．鳥インフルエンザ防疫対応への取組み

東北地域本部では平成 29 年の鳥インフルエンザ防疫対応での問題点を踏まえ、会員の負荷を軽減すべく、

宮城県畜産課と使用後の容器の洗浄および消毒方法、ならびに炭酸ガス容器不足時の対応としてドライアイ

スでの供給検討を提案しています。

具体的には、次の内容での申し入れおよび提案を行っています。

●洗浄および消毒について

　高圧洗浄機による洗浄（可能であれば温水での洗浄）後、消毒液の噴霧実施。

　県回答 : 養鶏場により地下水・上水の十分な確保が難しい場合もあるため、容器全体を大判のフィルム

でラッピングし、使用後はラッピングを剥がし、返却する。

●容器不足時のドライアイス利用について

　25~30㎏のブロックドライアイスを補助手段として利用。

　県回答 : ドライアイスの保管と取扱い（対凍傷対策等）問題等があるが、大規模農場での殺処分実施時に

一つの方法として検討したい。

執筆者:東北地域本部 事務局長　栗橋 健治　
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関東地域本部
1．活動概要（2018年7月～ 2019年1月）

日付 行事名称 場所 行事概要
7/2 エア・ガス技術G

水素技術G
合同例会

JIMGA 会議室 1）本年度　活動方針
2）研修会について
3）初級保安講習会について

7/3 容器RFタグ推進G例会 JIMGA 会議室 1）本年度　活動方針
2）研修会について

7/9 充塡保安部会　総会 ホテルニューオー
タニ長岡

1）報告事項（平成30~31年度役員他
2）議案（議場報告・事業計画）承認

7/9 地区代表者会　
容器回収推進G
合同例会

ホテルニューオー
タニ長岡

1） 平成30年4月からの高圧ガス関連の県から政令
指定都市への権限移譲に関する情報交換

2）不明容器の撲滅について
7/25 炭酸ガス技術G例会 JIMGA 会議室 第18回炭酸ガス保安講習会の準備

8/24 炭酸ガス技術G例会 JIMGA 会議室 第18回炭酸ガス保安講習会の準備
9/12 産業ガス保安セミナー

（受講者65名）
エッサム神田ホー
ル2号館

1） CE附属品の取り扱い方法（液面計、真空附属品）
について

2） 安全統計資料　ヒヤリハット・事故例から学
ぶ保安

9/14 容器RFタグ推進G例会 JIMGA 会議室 1）自動認識総合展の見学
2）富士通フロンテックによる講習会

9/27 炭酸ガス技術G例会 JIMGA 会議室 第18回炭酸ガス保安講習会の準備
9/28 第2回産業ガス部門幹事会 JIMGA 会議室 1）役員交代の承認

2） 関東地域本部の課題とJIMGA本部への要求事
項について

10/10 合同幹事会
（産業ガス部門幹事
10名参加）

浜松町東京會舘 医療ガス部門と合同の幹事会
1）本部からの方針説明
2）今井会長との懇談

10/11 第18回炭酸ガス
保安講習会

（受講者172名）

大田区産業プラザ
PiO

1） 液化炭酸ガスの取扱について
2） ヒヤリハット事例集の解説 / 事故事例に学ぶ

11/8
～ 9

炭酸ガス技術G研修会 佐賀市清掃工場、
下水処理場

ごみの焼却炉・下水処理場から出る二酸化炭素
の 分 離 回 収 設 備（Carbon dioxide Capture and 
Utilization）の見学

11/16 エア・ガス技術G
水素技術G合同研修会

高松帝酸株式会社
水素ステーション

高松帝酸株式会社の移動式水素ステーションの見
学

11/19 溶解アセチレン技術G
研修会

中部国際空港内
株式会社鈴木商館
水素ステーション

中部国際空港内　株式会社鈴木商館　水素ステー
ションの見学

11/26 容器RFタグ推進G研修会 高圧ガス保安協会
総合研究所

高圧ガス保安協会　総合研究所の見学

1/23 賀詞交歓会
（参加者168名）

浜松町東京會舘
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2．関東地域本部トピックス

＜賀詞交歓会＞

1 月 23 日（水）17:00 より、浜松町東京會舘　チェリールームにて、関東地域本部の賀詞交歓会が開催され、

168 名の皆様が新年の挨拶を交わされました。

冒頭、関東地域本部を代表して、柳田産業ガス部門本部長が挨拶されました。

「昨年 10 月に関東地域本部の合同幹事会が開催され、今井会長をはじめ JIMGA 本部の幹部の皆さんにも

ご出席いただき懇談の場をもちました。災害対策の強化、放置容器対策、MGR の公的地位向上等について

熱い議論ができ嬉しく思っております。

その懇談会でも話題になりましたが、来年 8 月に東京オリンピック・パラリンピックが首都圏で開催さ

れます。開催中の通行規制の確認やテロ対策として容器管理をさらに徹底させるなど、JIMGA として行政

機関との連携を密にする必要性があると感じております。

私はかねてより地域本部の役割は JIMGA 本部が策定した重点課題を着実に実践し、地域に浸透させるこ

とだと思っております。

医療ガス部門では、①安全推進・事故防止、②法・規制への対応、③災害時協定の充実推進、④ MGR の

公的地位の向上、の 4 テーマ。一方、産業ガス部門では、①保安の一層の強化、推進、②容器 RF タグの普

及と容器保安の確保、③安全・環境・エネルギー問題への取り組み、④国際整合化、標準化、の 4 テーマで

あります。

中には地域本部だけで取り組めないテーマもありますが、医療ガス部門では本年度も医療ガス安全講習

会いわゆる草の根講習会を山梨県、新潟県、茨城県で実施し、各都県で実施される防災訓練にも参加してい

ます。

産業ガス部門でも産業ガスセミナーや保安講習会の開催、容器 RF タグの説明会を積極的に行ってい

ます。今年も会員皆様のご協力をお願い申し上げます。

最後に、関東地域本部は、医療ガス部門に 1 都 9 県、産業ガス部門に 1 都 10 県が所属する JIMGA9 地域

本部の中で最大の地域本部です。JIMGA 本部のお膝元でもあり、全国の手本となるような活動を進めてま

いりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。」

続いて、今井会長のご挨拶があり、岩澤医療ガス部門副本部長のご発声により乾杯となり、盛況の中、

江頭医療ガス部門副本部長のご挨拶と手締めで閉会となりました。

3．関東地域本部の課題と今後の予定

＜事務局統合＞

本年 4 月 1 日より、関東地域本部の産業ガス部門と医療ガス部門の窓口を統合致します。この統合によ

り、各方面の皆様によりよいサービスを提供できるよう、努力してまいります。宜しくご指導・ご鞭撻を賜

りますよう、お願い申し上げます。

なお、連絡先は、今まで通りです。
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エア・ガス＆水素技術グループ　合同研修会（11/16）

容器 RF タグ推進グループ研修会（11/26）

炭酸ガス技術グループ　研修会（11/8 ～ 9）

溶解アセチレン技術グループ研修会（11/19）

執筆者：関東地域本部 事務局長　蛭川 剛二　
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東海地域本部
1．活動概要（2018年7月~2019年1月）

日付 行事名称 場所 行事概要
7/10 炭酸ガス技術G

第1回会議
事務所8F
会議室

本部活動報告、定時総会の報告、炭酸ガス保安講
習会の検討

7/12 アセチレン技術G
第1回会議

事務所8F
会議室

本部活動報告、定時総会の報告、災害時対策等

7/17 エアガス技術G
第1回会議

事務所8F
会議室

定時総会の報告、災害時対策、研修会の検討

7/19 充塡ガス技術G
第1回会議

事務所8F
会議室

本部活動報告、定時総会の報告、災害時対策等

7/24 保安教育G
第1回会議

事務所8F
会議室

定時総会の報告、災害時対策、セミナーのテーマ
検討

9/13 岐阜県高圧ガス移動
防災訓練

鏡島大橋北
駐車場

1）LPガス積載車両事故想定訓練
2）製造所地震発生時の対応想定訓練
3）空気呼吸器装着訓練及びAED訓練

9/14 炭酸ガス技術G
第2回会議

事務所8F
会議室

炭酸ガス保安講習会のリハーサル

9/26 第18回炭酸ガス
保安講習会

（受講者129名）

愛知県産業労働
センター

（ウインクあいち）

1）高圧ガス保安に関する法令等改正の解説
2）ビデオ視聴解説
3）ヒヤリハット事例集・事故事例・e-ラーニング
4）リスクアセスメント（作業編）

10月 高圧ガス容器
全国一斉特別回収

東海地域
7事業所

長期停滞容器191本回収
放置・不明容器2本回収

10/19 愛知県高圧ガス
移動防災訓練

岡崎中央総合公園 1）LO2タンクローリ事故発生時の訓練
2）水素ガスの燃焼実験
3）モノシランガス擬似爆発訓練　他

11/28 エアガスG・水素ガスG
合同会議

事務所8F
会議室

㈱トクヤマ 徳山製造所の見学会

11/21 第32回
中部高圧ガス保安大会

名鉄ニューグランド
ホテル

1）中部近畿産業保安監督部長表彰
2）記念講演　他

12/6 JIMGA
東海・北陸セミナー

（受講者64名）

愛知県産業労働
センター

（ウインクあいち）

1）ヒヤリハット・事故事例から学ぶ保安
2）e-ラーニング　―水素の安全な取扱―
3） CE設置事業所・ローリー運行事業所関係基準

/CE附属品の取り扱い方法（真空用附属品編）
1/7 新春賀詞交歓会

〈東高連〉
ホテルキャッスル
プラザ

東海地域本部 宮垣代表本部長が来賓として新年
の挨拶を行った。

1/28 エアガスG・水素ガスG
合同見学研修会

（参加者13名）

㈱トクヤマ
徳山製造所

（山口県周南市）

食塩の電気分解による苛性ソーダと塩素と水素を
併産するプラントを見学。その後、周南市役所に
て、周南市の水素利活用の取組について、商工
振興課より、説明を受ける。
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2．東海地域本部トピックス

1）講習会

トクヤマ見学研修会（1/28）東高連　賀詞交歓会　宮垣代表本部長挨拶（1/7）

炭酸ガス保安講習会（9/26） 東海・北陸セミナー（12/6）

宮垣代表本部長の来賓挨拶（要旨）

① 昨年は、「豪雪、地震、豪雨、台風」といった大災害が相次ぎ、自然災害の恐ろしさを目の当たりにし、

十分な備えの必要性を再認識しました。

② 今年の中部・東海経済は、企業部門で、生産や設備投資、輸出が総じて堅調であり、家庭部門でも、個

人消費は緩やかな回復基調にあります。

③高圧ガス業界において、JIMGA の最重要課題は、「保安・安全の確保」と「事故撲滅」です。

　 この課題を達成するためには、企業による自主保安の啓発と業界を挙げての徹底した保安強化に注力

していく必要があり、東高連殿との協業を通して、更なる努力を継続していく所存です。
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3．東海地域本部の課題と今後の予定

産業ガス部門のセミナーとして、毎年 12 月に 「東海・北陸セミナー」　を開催していますが、それ以外に

あと 1 回開催し、年 2 回の開催を目標としています。

平成 28 年は「水素ガスセミナー」、29 年は「産業ガス保安セミナー」、30 年は「第 18 回炭酸ガス保安講習会」

を開催しました。平成 31 年は、「第 2 回産業ガス保安セミナー」を開催すべく計画を立案中です。

継続することによって、年 2 回の開催をルール化したいと思っています。

執筆者：東海地域本部 事務局長　倉本 明彦　
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北陸地域本部
1．活動概要（2018年7月~2019年1月）

日付 行事名称 場所 行事概要

9/10 容器回収依頼対応マニュ
アル説明会

（北陸高圧ガス溶材組合と
共同開催）

（受講者19社52名）

石川県地場産業
振興センター

1）高圧ガス容器回収依頼者のみなさまへ
2）容器回収業者　回収手順
3）容器回収時における注意事項
4）容器回収依頼書の記入事例紹介

10/30 高圧ガス消費者
保安講習会

（受講者70名）

福井県中小企業
産業大学校

1）高圧ガス保安法と自主保安について
2）ガスの組成・安全な取扱い
3）設備の構造・保安管理

11/22 医療ガス見学研修会
（参加者17名）

愛知県大府市 日東高圧株式会社
株式会社テンズ
株式会社エバHOTセンター

12/6 JIMGA東海・
北陸セミナー

愛知県産業労働
センター

1） 安全統計資料ヒヤリハット・ 
事故事例から学ぶ保安

2）e-ラーニングー水素の安全な取扱いー
3）CE設置事業所・ローリ運行事業所関係基準
4）CE附属品の取り扱い方法（真空用附属品編）

1/17 新年互礼会
JIMGA北陸・北陸高圧ガ
ス溶材組合共同開催

（参加者135名）

ANAクラウンプラ
ザホテル金沢

2．北陸地域本部トピックス

参加者 17 名で 11 月 22 日に研修会を実施しました。

今回は愛知県の日東高圧株式会社大府工場様と株式会社テンズ様、株式会社エバ HOT センター様を訪

問。果樹園に隣接する医療ガスクラスターを見学しました。

温暖な気候と素晴らしい風景の中に医療、食添炭酸、空気等小容器再検査工場、在宅医療用酸素濃縮器

のメンテナンス、医療ガス充塡設備が融合しています。また、多くの女性社員が活躍している職場であるこ

とに感心しました。工場内は高い品質管理体制と災害時、緊急時に備えた BCP の体制が整い、整理・整頓・

清掃も行き届いており作業動線がきれいでした。

参加者一同、今回の研修会の結果をこれからの仕事に活かしてまいります。日東高圧株式会社様、株式

会社テンズ様、株式会社エバ様本当にありがとうございました。

北陸地域本部の研修会はシリンダーガス関係を中心に実施しております。
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3．北陸地域本部の課題と今後の予定

1．高圧ガス消費者保安講習会を毎年開催しています。

石川県、富山県、福井県 3 県で順番に開催しますので、各県では 3 年に 1 回となります。受講者は各会場

とも約 70 名です。

平成 30 年 10 月は福井県中小企業産業大学校で開催しました。（受講者 70 名）

福井県安全環境部危機対策・防災課消防保安グループ野路様に「高圧ガス保安法と自主保安について」、

JIMGA 講師（宇野酸素㈱）浜本様には「ガスの組成・安全な取扱い」、JIMGA 講師（大陽日酸㈱）辻中様には「設

備の構造・保安管理」の講習をしていただきました。

この講習会は高圧ガスに関する事故を防止するために、ユーザーの皆様にガスや機器に対する理解と安

全への理解をしていただくことを目的に開催しています。高圧ガス消費者保安講習会は、これからも続けて

まいります。次回は石川県開催です。

2．北陸高圧ガス溶材組合との共同開催

JIMGA 本部から「容器使用料の考え方について」が発表されたのを受けて「容器使用契約について」説明会

を平成 29 年 9 月に共同開催しました。その時に受講者から要望のあった「放置容器回収対応マニュアル」を

JIMGA 北陸と北陸高圧ガス溶材組合の共同作業で検討を重ね作成し、北陸高圧ガス容器管理委員会の承認

も得て完成しました。

平成 30 年 9 月に「容器回収依頼対応マニュアル」説明会を開催しております。業界発展のため連携し取り

組んでおります。

新年互礼会も共同開催し、親睦を図っております。

3．JIMGA北陸・北陸高圧ガス溶材組合合同新年互礼会　谷屋本部長挨拶（要旨）　

皆さん、新年あけましておめでとうございます。

平成 30 年の北陸地区の経済環境は、北陸新幹線の延伸工事や、人手不足に対応する設備投資の増加、東

京オリンピック関連景気の恩恵もあり好調でしたが、国際社会では自国中心主義の悪弊が顕在化し、北陸地

区でも今後の市況が不透明になっております。このような状況ですが、北陸のガス需要は大きな伸びはない

ものの、総じて堅調に推移しております。

さて、JIMGA の活動について報告致しますと、本年 10 月に消費税の引き上げが予定されております。当

協会は、平成 26 年の増税時に「消費税転嫁対策措置法」に則った「転嫁・表示カルテル」を公正取引委員会に

認められた団体であり、今回も税の適正な転嫁を推進すると本部が発表しており、当地域も積極的に対応し

たいと思いますので、皆さんの「ご協力」をお願いいたします。

北陸の活動について、申し上げますと、産業ガス部門では、昨年、溶材組合との連携により「放置容器回

収依頼対応時マニュアル」の北陸版を制定、同じく、溶材組合と合同で説明会を実施しました。放置容器を

撲滅するためには、溶材組合の皆様と連携し、北陸各県の監修をいただいた「容器管理指針」や「リーフレッ

ト」を更に活用し、放置容器の撲滅に取り組んでいきたいと思っております。

また、一昨年に制定した「容器使用料の考え方について」に基づいて、お客様に「容器の保安確保」と「早期

返却」を促し、長期停滞容器の撲滅を目指します。



産業ガスレポート vol.4045

医療ガス部門では「医療事故防止」や「法規制への対応」等がありますが、医療従事者向けの「安全講習会」

を開催し、医療施設でのボンベの取り違え防止や、医療ガス設備の「安全管理の拡充」と「資質の向上」を、

目指します。

以上の活動により「産業ガス部門」「医療ガス部門」共通の課題である、コンプライアンスの徹底と保安の

確保を、第一に掲げ「安全」「安心」を確立し、業界のさらなる地位の向上を目指して行きたいと思ってい

ます。　

新年互礼会　谷屋本部長挨拶（1/17） 新年互礼会会場風景（1/17）

医療ガス見学研修会（11/22）高圧ガス消費者保安講習会（10/30）

執筆者:北陸地域本部 事務局長　中村 孝　
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近畿地域本部
1．活動概要 （2018年7月～ 2019年1月）

日付 行事名称 場所 行事概要
7/12 第一回

高圧ガス保安大会幹事会
大阪府
高圧ガス安全協会

1）大阪府高圧ガス保安大会開催について
2）今年度大会開催要領の検討

9/20 水素・炭酸技術G会議 大阪科学技術
センター

1）平成30年度　炭酸ガス保安講習会の件
2）本部炭酸・水素ガス技術WG活動報告
3）近畿地域本部産業部門組織変更について

9/27 エアガス・アセチレン
技術G会議

大阪科学技術
センター

1）本部活動報告
2）H30年度工場見学、セミナーの検討
3）近畿地域本部産業部門組織変更について

10/3 大阪府高圧ガス防災訓練 海とのふれあい
広場

1）訓練　
　・AED指導訓練
　・アセチレンガス漏洩着火時応急処置訓練
　・LPガス漏洩時緊急出動・応急処置訓練
　・一般ガスローリ路上災害応急処置訓練
2）支燃性・特殊・LP・水素ガス燃焼実験

10/19 地域本部合同幹事会 メルパルク大阪 1）近畿地域本部の活動状況
2）意見交換

10/23 大阪府高圧ガス保安大会 天王寺都ホテル 1）表彰式
2）講　演： 『身体の中の分子をみる－がんなどの

早期発見を可能にするPET』
10月 高圧ガス容器全国

一斉特別回収
近畿2府4県 1）放置・不明回収容器：50本

2）長期停滞回収容器：676本
11/1 水素・炭酸技術G会議 コンファレンス

プラザ大阪御堂筋
平成30年度　炭酸ガス保安講習会の件

11/20 近畿炭酸保安講習会 コンファレンス
プラザ大阪御堂筋

1）「高圧ガス保安法要点・事故事例」
2）「液化炭酸ガスの取扱い・CEの取扱い」
3）「e-ラーニングの紹介」

11/29 本部動向報告会 大阪科学技術
センター

1）本部動向報告
　　技術・保安部会、環境・安全部会所属WG
2）意見交換

12/14 充塡ガス部会 AP大阪淀屋橋 兵庫・大阪・奈良・京都・滋賀合同会議
1）充塡ガス部会組織変更について

1/7 大阪府新年交礼会 スイスホテル
南海大阪

大阪高圧ガス熔材協同組合と共同開催
来賓　15機関・団体　22名参加
JIMGA会員32社　70名参加

1/8 兵庫県新春賀詞交歓会 ANAクラウンプラ
ザホテル神戸

兵庫県高圧ガス協同組合主催
JIMGAより近畿地域本部　本部長、事務局出席
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2．近畿地域本部トピックス

1）平成30年度　JIMGA近畿地域本部から3者の表彰推薦を行い表彰されました。

・高圧ガス保安経済産業大臣表彰　優良販売業者　　　

　㈱キンキ酸器　代表取締役　石神　弘行　様

・高圧ガス中部近畿産業保安監督部

　近畿支部長表彰優良販売業者

　㈱エム・ジー大阪　代表取締役　白井　啓貴　様

・高圧ガス大阪府知事表彰　保安功労者

　トーヨー㈱　常務取締役　栗田　雅行　様

2）1月7日　大阪府新年交礼会での近畿地域本部塩見本部長年始挨拶（要旨）

新年あけましておめでとうございます。昨年の関西は 6 月の大阪府北部地震に続いて、7 月豪雨、9 月に

は台風 21 号と、自然災害が相次ぎました。明るい話題としては、2025 年に大阪で万博が開催されることが

決まりました。

我々の業界においては、国内のガス需要は大きな伸びはないものの、半導体関連を中心に、総じて堅調

に推移してまいりました。一方で、電力コストや物流コストの上昇が収益を圧迫しており、各社ではシリン

ダーガスを中心に価格改定に取り組み始めています。

今年は、先送りとなっていた消費税の引上げが本年 10 月に予定されています。前回の増税時に消費税転

嫁対策特別措置法に則った「転嫁・表示カルテル」を公正取引委員会に認められました。今回も適切に税の

適正な転嫁を推進してまいります。

このようななか、日本産業・医療ガス協会の近畿地域本部では、引き続き、「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」について、一層の努力を行い、業界の皆様のご尽力のもと、是

非実現するように頑張りたいと考えております。今年も保安活動の手を緩めることなく、今年も引き続きの

ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

3．近畿地域本部の課題と今後の予定

1）組織変更について

近畿地域本部では、本部活動の成果を会員各社が共有できるようにし、また会員各社の要望を本部での

各部会活動に取り入れてもらうことを目的に、現状の近畿地域本部内の組織再構築を考えています。

本部では多くの WG で新たな技術資料や基準を作成していますが、会員の皆さんに周知できていない面

もあります。会員の方が「こんな資料があったら助かる」と思ってもどこの誰に相談したらよいのか判らな

い。また、「こんな規制緩和をして欲しい」と考えた時に、現実的に可能なのか、どんなアプローチをどこの

誰にしたら良いのかを相談し、解決できるような機会を設けられるような組織の再構築を考えています。現

在の予定では、今年の地域総会で審議後に具体的な新組織での活動を予定しています。
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大阪府高圧ガス防災訓練（10/3）

近畿炭酸保安講習会（11/20） 大阪府新年交礼会（1/7）

地域本部合同幹事会（10/19）

執筆者:近畿地域本部 事務局長　徳冨 栄一郎　
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中国地域本部
1．活動概要（2018年6月～ 2019年1月／会議は除く）

日付 行事名称 場所 行事概要
6/17 山口県総合防災訓練

（約1,700名）
山口県消防学校

（参観／山口市）
1）土砂災害・地震災害への対応訓練
2）救助とインフラ復旧の訓練
3）段ボール簡易ベッド作り・防災クイズ

9/7 技術研修会
／技術・保安部会

（参加16名）

HyTReC
（福岡県）

公益財団法人水素エネルギー製品研究試験セン
ター（HyTReC）見学

10/24 高圧ガス保安法令講習会
（受講者45名）

YICスタジオ
（山口市）

1）高圧ガス保安行政の動向
2）高圧ガスの事故について
3）明治維新150年ゆかりの文化財
4）やまぐちの働き方改革

10月 高圧ガス容器
全国一斉特別回収

中国地域
145事業所

長期停滞容器778本回収
放置、不明容器89本回収

11/4 広島県総合防災訓練
（約1,500名）

春海臨海公園
（参観／大竹市）

1）シェイクアウト訓練
2）土砂災害・海上災害への対応訓練
3）救助訓練・インフラ復旧訓練

11/14 【協賛】
平成30年度 
中国地域高圧ガス保安大会

（約150名）

メルパルク広島
（広島市）

1）高圧ガス保安中国四国産業保安監督部長表彰式
2） 記念講演 「ディズニーの危機管理から学ぶ～

そなえた分だけ憂いなし～」
3）懇親会

11/16 山口県高圧ガスの移動に
係る防災訓練

（約180名）

日本製紙㈱
岩国工場

（参観／岩国市）

1）塩素ガス隊防災訓練
2）LPガス隊防災訓練
3）アセチレンガス隊防災訓練
4）アセチレンの燃焼・消火実験

11/22 第18回 
炭酸ガス保安講習会

（受講者56名、ご臨席者21名、
受講総数77名）

TKP広島駅前大橋
（広島市）

1）高圧ガス保安行政の動向
2） 高圧ガス保安法の要点、炭酸ガスの取り扱い

について、事故事例に学ぶ（含DVD）
3） 可搬式超低温容器（LGC）の構造と取扱につ

いて（LGCカットモデル展示）
11/28 岡山県高圧ガス移動事故

防災訓練
（約100名）

備前市東備消防組
合

（参観／備前市）

1）講習会
　「平時の備えと訓練想定への対応について」
2）実働訓練
　 「地震による交通事故で転倒し、高圧ガス容器

からガス漏れが発生への対処」
1/11 【共催】

平成31年 
中国地区高圧ガス関係団
体合同新春互礼会

（約200名）

ANAクラウンプラ
ザホテル広島

（広島市）

主催：KHK中国支部
共催：JIMGA中国地域本部 他、高圧ガス関係6団体
経済産業省の石井伸治 中国四国産業保安監督部
長と広島県の土井司 危機管理監から来賓代表祝
辞の後、懇親会
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2．中国地域本部トピックス

・入会者：『ツチダ産業㈱』（医療ガス部門の既会員）

・退会者：『岡山エア・ウォーター㈱』（医療ガス部門も同時退会）

・災害時（「7 月豪雨」と「周防大島」）対応については以下の事務局メモを参照。

平成 30 年 9 月 12 日

「7 月豪雨災害」対応メモ

JIMGA 中国地域本部

7 月 4 日（水）　「広島支部会」／藤井基博支部長より、豪雨災害についても注意喚起。

6 日（金）　豪雨で各地に避難準備・勧告・指示などの警報発令

7 日（土）　呉市への医療用酸素ローリ供給について相談あり、フェリー乗船可否など対応。

8 日（日）　「緊急交通路」指定について情報収集。①広島県警本部（交通規制課）：「緊急交通路」は、

NHK 等マスコミで公表。②広島県災害対策本部（消防保安課）：「緊急交通路」情報を早く知る術を要

請し、一報頂くことになる。（マスコミ情報と同時程度？）

　充塡所から消費者への供給よりも、道路事情で充塡所や医療機関等 CE へのローリ供給に懸念あるた

め、当地域の液酸 4 メーカー拠点長に ①道路規制ネット情報を提供。②「緊急交通路」が指定される

可能性があり、その際は各警察署で【標章（通行証）】を取得し、医療用酸素（ローリ）は緊急物資とし

て通行可能となる旨を改めて連絡。

　広島呉道路（クレアライン）・国道 31 号線・東広島呉自動車道の 3 幹線全て災害通行止め。

　→ 呉には、広島市側から山越え迂回ルートのみ。

9 日（月）広島県（薬務課）から事務連絡『医薬品の安定供給と直接要請の前触れ』

　呉には、広島市側からの山越え迂回ルートでローリ供給できた情報を入手。

　※通常の幹線道路は不通でも迂回ルートは存在している事が救い。

　浸水被害の会員あったが、高圧ガス設備は被災ないことを再確認でき、懸念は配送。

　①ローリ：迂回による遠距離輸送と渋滞遅延

　②トラック：抜け道が無い配送ルートの災害通行止め

　 ※県が要請した自衛隊ヘリコプター等を搬送に活用できる。但し、高圧ガス故の保安に注意！

　↑呉の病院から要請が広島県（薬務課）に入り、自衛隊ヘリで薬を搬送した情報を入手。

　（要請リストには医療ガスの記載は無く、取引先が安定供給に尽力の成果。）

　　なお、島しょ部への医療ガス供給で、道路の災害通行止めにより橋を渡れず供給不可懸念の情報に

接し、広島県（薬務課）に支援打診し、自衛隊ヘリコプターでの搬送を検討していた中、当該道路が

一両日で復旧し通常ルートで配送可となる最新情報を得て落着。

　また、県外から現地入り DMAT からも広島県（薬務課）に薬の要請あり、供給した模様。
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10 日（火）　宅配業者が一部地域の荷受け中止で、代替配送。

　→当該地区の医療ガス会員に遅延 FAX：『医療会報 7 月号の遅延について』

　東広島呉自動車道の災害通行止めが解除。

　14:55 広島県（薬務課）から、山陽自動車道の災害通行止め広島 IC ～河内 IC 区間（以降、X 区間）を緊

急車両と救援物資車両は通行可とする NEXCO 西日本情報と一緒に、通行日・車両番号・運転者名

等（1 通行 1 件）申請（→「許可証」発行）を 16 時迄に求められた。

　→事前届出済証で【標章（通行証）】取得の緊急通行車両ならば都度の個別申請は不要を確認。

　→液酸 4 メーカー拠点長に架電 & 医療ガス会員に緊急速報 FAX：

　『X 区間が「緊急交通路」に指定され、【標章（通行証）】取得で通行可。』

　広島県警察本部に念のため確認したら、「緊急交通路」指定ではない事が判明。

　高速道路管理者の措置と判り、X 区間の通行について NEXCO 西日本に通行方法など確認。

　→液酸 4 メーカー拠点長に架電 & 医療ガス会員に続報 FAX：

　『X 区間が「緊急交通路」指定は誤り。但し、医療ガスは救援物資として通行可。』

　→ X 区間を通行希望の運転者から確認の架電あり、対応。

11 日（水）　医療ガス混載トラック配送運転者から、X 区間を通行できた状況を確認。

　「山口支部会」平山支部長より、泥水冠水道路での路肩に注意喚起。

12 日（木）　国道 31 号線は、迂回路が完成して復旧。

　14:52　広島県（薬務課）から、X 区間の通行許可証がコピー可の連絡入る。

　（JIMGA 会員は既に医療ガスを救援物資として、X 区間を通行している。）

13 日（金）　土砂災害で不明となった在宅酸素容器の対処について相談あり、応答。

14 日（土）　X 区間の災害通行止めが解除。

23 日（月）　広島県（薬務課）から、医療ガス容器不足について質問あり、情報を得ていない旨を回答。

／容器不足のため、工業用酸素ガス容器を医療用途に代用の可否打診あった模様。

24 日（火）　厚生労働省から事務連絡：『工業用酸素ガス容器を医療用途に代用可。』

25 日（水）→医療ガス会員に速報 FAX：『工業用ガス容器を医療用途に代用可』

　「岡山支部会」渋江支部長より、災害時の医療ガス供給ご尽力に謝辞。

8 月 1 日（水）　工業用ガス容器が土砂流出あった情報を得、『中国高圧ガス容器管理委員会』から各支部

に該当容器が土砂崩れ等により不明となった場合の対処など指導を依頼。

以 上
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平成 30 年 12 月 5 日

「10 月 山口県周防大島への医療ガス供給」対応メモ

JIMGA 中国地域本部

10 月 23 日（火）　山口県周防大島への橋が走行不能なため島内への医療ガス供給不能。

　救急車など緊急車両を含む全車両が 23 日は全面通行止め。

　原因は、10 月 22 日（月）に発生した柳井市と周防大島町を結ぶ大島大橋に貨物船が衝突した事故によ

り大島大橋が通行止め。（橋の給水配管は破損して島内断水）

　夕方 TV で、10 月 24 日 7 時から大島大橋が通行可となるニュースに、ぬか喜び。

　相談していた山口県薬務課から、総重量 2 トン未満が通行可、ただし風速 3m 以上は通行不可などの

厳しい条件が付いている旨の情報。

24 日（水）　山口県薬務課に医療ガス搬送の支援を正式に要請。

　『医療用酸素をトラックに積載して、周防大島内 5 個所の医療機関に供給できるよう、不通期間が続

くようであれば、何らかの輸送手段を講じて戴きたい。（島内にはローリ供給の医療機関は無い）

　ex. 自衛隊に出動要請を願い、輸送船で上述トラックを大島に搬送など』

　医療ガス供給は、複数のトラックに分散積載して出発、橋のたもとで車両重量 + ドライバー体重 +

積載する医療用酸素の総合計重量を 2 トン未満に積み直して、何度も何度も橋を往復して供給。

　トラックには、ボンベならば 8 本まで、LGC ならば 1 本のみ積載で総重量 2 トン未満。

25 日（木）　午前中は、大橋のたもとに風速制限の通行止め、その後は通行可。

　橋の通行規制が長期に亘る見通しが判明し、協会本部に事態を報告 & JIMGA として厚生労働省など

に働きかけて、安全な医療ガス供給の搬送手段確保を要請。

　→島内の医療機関向け医療ガス需要等詳細な情報提供を求められ提示。

　　 厚生労働省が島内の医療機関に確認した結果、「供給業者（JIMGA 会員）と連携しているため心配な

い」の回答あり、終焉。

29 日（月）　橋の通行規制が一部緩和。

　総重量 2 トン超 8 トンまでの車両は通行方法を制限）した上で、23 時から翌朝 5 時までを通行可能。

　※通学用マイクロバス（指定車両）や緊急車両は、通行時間の制限なし。

31 日（水）　山口県から医療ガス供給車両に特別通行「許可証」。（指定車両）

　→ 11 月 1 日から通常のパワーゲート付トラックで日中配送。（他の車両は橋のたもとに通行止め）

　但し、風速 5m 以上の強風時は全ての車両通行止め。

　※ マスコミ情報「12 月上旬までに橋の補強工事を行い、通行制限を解除」で、1 ヶ月以上規制下とな

る模様。（損傷部分の補強工事等、完全復旧は来年 4 月末ごろ）

　　その後は、橋のたもとで待機し風が弱まらず結局は引き返し翌日に再配送の日もありましたが、定

期的に全面通行止めとして橋を修理補強する中、11 月 18 日（日）から全ての車両が通行止めとなる絶

対条件が【風速 10m 以上の強風時】に緩和、11 月 27 日（火）通行規制解除。（特別通行「許可証」返納）

以 上
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3．中国地域本部の課題と今後の予定

課題

・「高圧ガス容器管理指針」今期首に島根県発行、中国地域で残りは鳥取 1 県。

・受講者：講習会やセミナーへの募集に苦慮。

予定

・2 月 26 日『産業ガス保安セミナー』（於：RCC 文化センター／広島市）

　①CE 付属品の取扱い方法（真空用附属品編＆液面計編）

　②安全統計資料 ヒヤリハット・事故事例から学ぶ保安（平成 30 年度版）

　③酸素ガス充てん所作業基準（追補）

高圧ガス保安法令講習会（10/24）
斎尾明本部長の挨拶

第 18 回 炭酸ガス保安講習会（11/22）
講習会場の模様

技術研修会（9/7）
「HyTReC」300MPa 級水圧破裂試験サンプル前

山口県総合防災訓練（6/17）
緊急地震警報で防御姿勢訓練の模様

執筆者：中国地域本部 事務局長　髙橋 良知　
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四国地域本部
1．活動概要（2018年7月～ 2019年1月）

日付 行事名称 場所 行事概要
7/6 第2回技術・保安部会

（出席6名）
JIMGA
四国地域本部

企業研修会・消費者保安講習会講師養成等につい
て会議

9/27 第3回技術・保安部会
（出席13名）

JIMGA
四国地域本部

講習会資料「みんなで学ぶ保安の知識」資料見直
し会議
炭酸ガス保安講習会資料内容の確認

10月 高圧ガス容器
全国一斉特別回収運動

（四国高圧ガス容器管理委
員会・四国高圧ガス協議
会・JIMGA四国地域本部）

四国地域
85事業所

長期停滞容器　3,123本回収
放置・不明容器　 56本回収

10/25 平成30年度香川県家畜
伝染病防疫演習　参加

（参加者44名：県並び自治
体職員・自衛隊等）

香川県農業経営
高等学校

防疫訓練
鳥インフルエンザ発生・確認から処分までの一連
の演習
炭酸ガスボンベの取り扱いの安全講習を防疫関係
者に向け実施

11/9 高圧ガス防災訓練
（徳島県・徳島県高圧ガス
防災協議会）

徳島市民吉野川
運動広場

1）LPガス容器配送車両事故処理訓練
2）ガス燃焼・消火実験
3）酸素・アセチレン容器配送事故処理訓練
4）アンモニアガス漏えい事故処理訓練

11/14
～ 15

四国地域本部
合同企業研修会

（参加者13名）

兵庫県の企業
株式会社ネリキ
姫路安全スクール
株式会社の見学

・株式会社ネリキ
　高圧バルブ製作工場の見学・商品説明
・姫路安全スクール株式会社
　保安教育カリキュラム説明と教育設備見学

11/16 平成30年度四国地方
高圧ガス保安大会

リーガホテルゼス
ト高松

1）中国四国産業保安監督部長表彰
2） 記念講演「アジア・世界とつながる、四国瀬

戸内No.1の国際空港をめざして」
3）懇親会

11/27 平成30年度
高圧ガス保安講習会

（参加者31名）

アスティとくしま ・最近の高圧ガス行政について
・炭酸ガス保安講習会
・高圧ガス事故事例
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2．四国地域本部トピックス（四国地域本部事務局より）

この四国地域本部事務局に小職が昨年の 1 月に着任して、1 年が経ちました。

着任早々 1 月 10 日に、高病原性鳥インフルエンザが香川県の農家で発生、その防疫措置対応の調整が小

職の四国での仕事はじめとなりました。

当初、会員の方より、ネットニュースの速報見ましたか？との連絡が届き、｢この時期最初それも四国で

初めての発生が、なんで香川？｣　と、不謹慎な話ですが、驚きと同時に思ったのを覚えております。

しかし、高病原性鳥インフルエンザ発生の疑いありの情報から、県対策本部からのガスボンベの供給要

請が届いてから搬入までに、雪の降る寒い中の夜間搬送にも関わらず、各会員会社の担当の方々に対応いた

いたおかげで、速やかに CO2 ボンベの供給を行うことができました。

当時の供給要請連絡をさせていただいた供給会員会社の方々の中には、小職の JIMGA 四国への着任の

初めましてのご挨拶・新年のご挨拶と同時に、｢鳥インフルエンザの防疫措置のため、炭酸ガスが必要です。

サイフォンボンベ何本供給可能でしようか？」と連絡させていただいた方もいらっしゃいました。

また、地域本部の徳島県・愛媛県・高知県の会員会社の方からは、ガスボンベの応援供給の準備の申し

入れを夜間・早朝に関わらず頂戴し、JIMGA 本部・地域本部からは、過去の事例・経験からのアドバイス

など連絡をいただきまして、とても心強く思い、皆様に感謝しております。

また、使用後のボンベの回収を行う時は、現地農場への状況確認並びに容器の原状回復についての具体

的な打ち合わせも、香川県支部長をはじめ対応各社の担当の方に、お忙しい中にも関わらず、快く出動・参

集していただき現場でスムーズに確認並びに行政の担当との協議が行えました。

今後、この経験をもとに、県との申し合わせ書・防疫措置マニュアルの見直し等に反映させていただき

ます。

後日談ではございますが、JIMGA 地域本部の方からは、「この防疫措置で、事務局長は会員さんと仲良く

なりましたね」とおっしゃっていただきました。

おかげさまで、いろいろと、会員の皆様には、協会活動を助けていただいております。

最後に、四国といえば、四国八十八箇所、阿波踊り、鳴門の渦潮、金比羅さん、瀬戸内芸術祭、松山城、

道後温泉、桂浜、高知城、四万十川などなど、国内国外からの観光客が訪れるスポットがたくさんございます。

豪雨災害等の影響で観光地も被害をうけ、観光客が少し減っている観光地もあるようですが、とても良

いところですので、是非、四国へお越しください。

3．四国地域本部の課題と今後の予定

2018 年は 7 月、9 月と、四国地域は、西日本豪雨・台風による災害に見舞われました。

今後、南海トラフ巨大地震の発生する可能性が指摘される状況になっております。

重大な高圧ガス事故には至っておりませんが、腐食著しいボンベが瀬戸内海等の海際で回収された事例

もございます。

自然災害等で流出したボンベの回収を迅速に行うこと、ボンベの回収時の安全に留意すること、適正に

管理されていない高圧ガスボンベの危険性を十分に周知し、保安講習会を通じ啓発を行ってまいります。

また、四国高圧ガス協議会・四国高圧ガス容器管理委員会・JIMGA 四国地域本部の三団体で合同会議を

定期開催しており、情報交換・連携を取ることにより、｢保安の確保｣ ｢事故の撲滅｣を継続的な活動目標と
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掲げて、地震・豪雨・台風等の大規模災害時の様々な備えも含め、各行政・高圧ガス防災協議会の行う防災

活動訓練等にも積極的な参加を推進し、防災活動・保安活動に取り組んでまいります。

香川県で発生しました、高病原性鳥インフルエンザ発生・防疫措置を受け、他県の行政からの防疫活動

に対する協定の締結の申し入れについては、協定の締結に向けて、四国地域本部並び各県支部と協議の上、

今後の取り組み課題として進めてまいります。

企業研修会　ネリキ（11/14 ～ 15） 企業研修会　姫路安全スクール（11/14 ～ 15）

香川県家畜伝染病防疫演習（10/25） 徳島県高圧ガス防災訓練（11/9）

執筆者：四国地域本部 事務局長　陶山 和紀　
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九州地域本部
1．活動概要（2018年7月～ 2019年1月）

日付 行事名称 場所 行事概要
8/27 九州高圧ガス

流通保安協会との交流会
A.R.Kビル
会議室

JIMGA6名、KKHR6名参加による協業化および情
報交換
両団体の活動の現状
容器管理指針発行及び鳥インフルエンザ対策の現
状等について

9/6 福岡県高圧ガス
保安推進会議
トップセミナー

（参加者約300名）

アクロス福岡
イベントホール

代表地域本部長は役員として参加
JIMGA会員等40名参加
講演
1）福岡県高圧ガス保安推進会議の現状と今後
2）企業の社会的責任と攻めのリスクマネジメント

10月 高圧ガス容器
全国一斉回収

九州全県 107事業所の参加を得て実施
長期停滞容器17,229本回収
＊2年超容器から各県発行の容器管理指針
以上の停滞容器に変更
放置・不明容器　　99本回収

10 ～
11月

販売・消費事業所
保安点検

九州・沖縄全県 販売事業所および消費事業所保安点検実施
参加会員数　80社
販売事業所点検　 101事業所
消費事業所点検　1,147事業所

11/9 炭酸ガス保安講習会
（受講者66名）

福岡県中小企業
振興センター

①高圧ガス保安法について（事故事例等）
　九州産業保安監督部保安課様
②炭酸ガスの取扱いについておよび事故事例
③CEの保安と関係基準およびヒヤリハット

11/13 産業ガス・医療ガス　　
合同役員会

TKPガーデン
シティ博多

①地域本部の活動報告と活動予定
②本部今井会長を交えた意見交換会

11/16 九州地区高圧ガス大会 ANAクラウンプラ
ザホテル

①九州産業保安監督部長表彰
②記念講演「西郷さーと西郷菊次郎」
　大会閉会挨拶、懇親会中締めをJIMGA担当

1/8 三団体賀詞交歓会
事務局JIMGA

（来賓含む239名の参加）

TKPガーデン
シティ博多

次項のトピックスに概要報告

1/28 福岡県技術継承講座
（参加者35名）

北九州市消防局
訓練研修センター

①CEの構造について（座学）
② バルブ構造、配管漏洩、圧力計取り換えを3班

に分かれて実技研修
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2.九州地域本部トピックス

1）賀詞交歓会栗下代表地域本部長挨拶（要旨）

皆様におかれましては心穏やかに新年のお迎えのことと申し上げるつもりでありましたが、3 日の夕方に

は熊本で震度 6 弱の地震が発生しました。まさに災害には盆・正月はないと言うのを再認識させられました。

お正月の休みモードから一転して有事対応モードに切り替わり、安否確認、被災状況把握そしてお客様

や医療機関への連絡が仕事始めとなった方も多かったのではないでしょうか。

元号も変わり新しい時代に向けての元年を迎えますが、事故のない時代が実現できるよう我々も努力を

　重ねてまいりますので、皆様におかれましては昨年以上のご尽力ご協力賜りますこと改めてお願い申し上

げたいと思います。

2）販売事業所・消費事業所保安点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

①目的概要

 　九州地域本部独自の活動で例年 10 月から 11 月の 2 か月にわたり実施。平成 29 年より福岡県高圧ガス

流通保安協会との協業にて実施。

②内容（消費事業所保安点検）

 　消費事業所の業種、ガス供給形態、使用ガス種類、管理状況（9 項目）、容器置き場（9 項目）、消費管理

／作業場所（14 項目）および移動管理（5 項目）を点検し不具合点は改善を促す。各県発行の容器管理指針

に従い留置期限を超えた停滞容器がないかも確認。さらに最新の周知文書の受信。

③参加会員

④点検消費事業所数 : 1,147 消費事業所

⑤点検結果概要

　・過去 3 年間に従業員が外部の講習会・防災訓練等に参加したか　　否の比率 41%

　・教育訓練は年間計画を作成して実施しているか、それらを適切に保管および社内通知しているか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否の比率 34%

　・作業の開始時・終了時に高圧ガス設備の点検を実施し、記録を残しているか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　否の比率 33%

　など不具合点は例年と同じようになっており点検員是正処置をお願いしている。

3）在職4年を振り返った今後の課題等

九州地域本部に着任し 4 年を経過した。地域内での知己を得た方も多いものの、初めての業務でもあり、

会員各位の協力を得ないと上手く遂行できない。会員各社、部会委員や WG 委員の絶大な協力をいただき

何とかこなしている感も否めない。

九州地域本部の特徴として福岡から沖縄と広範囲であり、かつ会員数も多いことが挙げられる。部会や

WG を中心とした活動であり、多くの会員さんとの顔を合わせた活動ができないことが課題である。また活

動においても積極的な協力会社・会員さんは多いもののすそ野が広がらない。業界として保安活動等強力に

推進するにあたり、もっと参画会員さんを増やしていきたいと考える。

そのためには平成 31 年度以降、各県支部活動を活発化させるために支部会議開催等を推進し、JIMGA か

らの情報の発信そして要望、意見の吸い上げを推進しながら会員さん全体の活性化に繋げたい。
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1）充塡ガス・技術保安部会合同会議

　日　時 : 2019年3月7日（木）15:00 ～ 17:00

　場　所 : TKPガーデンシティ博多アネックス

2）合同役員会

　日　時 : 2019年3月15日（金）15:00 ～ 17:00

　場　所 : TKPガーデンシティ博多

3）定時総会

　日　時 : 2019年5月24日（金）15:00 ～ 16:00

　場　所 : オリエンタルホテル福岡

炭酸ガス保安講習会の模様 平成 31 年賀詞交歓会の模様

執筆者:九州地域本部 事務局長　桑木野 順朗　
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「JIMGA ホームページリニューアルに関するアンケート」報告書

昨年末から本年 1 月末までの期間で、広報メール、JIMGAnews、会報「医療」の折込チラシで、JIMGA

ホームページを利用されている皆様が、現在のホームページについてどのように感じられているかのアン

ケート調査を実施させていただきました。ご協力いただきました皆様、どうもありがとうございました。

以下、集計結果をご報告いたします。

1. アンケート主旨

⃝ ホームページに掲載されている情報コンテンツのうち、何を充実させ、何を廃止すべきかについて整

理するため、利用者各位の現在の活用方法ならびに希望するコンテンツを明らかにする。

⃝ ホームページをスマートフォン（スマホ）対応とすることの是非について、利用者各位の意見を集める。

⃝ ホームページ以外の広報出版物が、利用者各位にとって必要とされているかどうかを確認する。

2. アンケート配布数

⃝  JIMGAnews 第 49 号（2018 年 12 月 27 日発行）で募集： 808 部 （※メール配信含む）

⃝ 会報「医療」No.558（2019 年 1 月号）折込チラシで募集： 985 部

 合計 1,793 部

3. アンケート回答数

回答総数 162 （配布数の 9% 程度）

4. 設問別調査結果

以下、設問順に集計結果およびコメントを記載いたします。

【設問 1】 あなたの担当業務は次のうちどちらですか。（どちらに近いですか）

図 1　担当部門

産業ガス関連
50%

医療ガス関連
50%
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今回の回答者は、「医療ガス関連」、「産業ガス関連」ともに偶然にも同数となりました。

以降の設問については、回答者の担当業務毎に集計しておりますので、医療も産業も、同程度の確率で

評価できるといえます。

【設問 2】 JIMGA ホームページを見たことはありますか。

90%

10%

73%

27%

■ よく（ときどき）見る ■ あまり見ない（見たことがない）

連関スガ業産連関スガ療医

図 2　JIMGA ホームページの閲覧状況

回答者の多くがホームページを閲覧されていますが、医療関連者の方がより多く活用されていることが

わかります。

【設問 3-1】 「よく（ときどき）見る」の場合、何をご覧になっていますか。※複数回答可

図 3-1 現在閲覧されているサイト

0 10 20 30 40 50 60 70 80

その他

行事日程

ニュース・お知らせ

教育資料

行政機関からの情報

基準類・指針類

災害・事故情報

医療ガス関連 産業ガス関連
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その他の回答

 MGR（4 件）

会報医療のバックナンバー

在宅酸素お役立ち情報

産業ガスについて

複数回答としていることから、十分な有意差があるとはいえませんが、全体としては「災害・事故情報」

と「基準類・指針類」をよく閲覧されているようです。医療関連者は「行政機関からの情報」を最重視してい

る一方で、産業関連者は「災害・事故情報」を注視しているようです。JIMGA ホームページでは、今後も継

続してこれら情報を、より早く、正確に伝えていく必要があるといえます。

産業関連者は行事日程を閲覧することが少ないようです。ページ構成は、医療ガス部門ページと同様な

のですが、その入口の表現が異なっているからかもしれません。医療ガス部門ページでは、「会議・講習会

等の予定」からすべての行事にアクセスできるようになっている一方で、産業ガス部門ページでは、「セミ

ナー・講習会」と「主要行事の日程」が違うページで作成されており、しかも「主要行事の日程」の入口がわか

りにくいという理由があるのかもしれません。これは改善すべきポイントでしょう。

【設 問 3-2】 「よく（ときどき）見る」の場合、今後どのような情報が閲覧できる（充実する）と良いと思い
ますか。※複数回答可

0 10 20 30 40 50 60 70 80

委員の名簿

その他

行事日程

会議の議事録

ニュース・お知らせ

基準類・指針類

セミナー・講習会資料

行政機関からの情報

教育資料

災害・事故情報

医療ガス関連 産業ガス関連

図 3-2　将来充実してほしいサイト

その他の回答

 MGR

 e- ラーニングメディカル版 

法改正内容の説明

  今ヘリウムガスが不足しているとのことで、プラントの定期点検の次回予定時期や、それに向けての

確保はどうしたらよいか教えてほしい。
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特に教育資料を希望

技術的な内容

協会や産業ガス・医療ガスの役割について

医療・産業のいずれの回答者にとっても、「災害・事故情報」、「教育資料」の充実が望まれているようです。

なお、医療関連者だけをみると、前問での結論と同様、やはり、「行政機関からの情報」が最重視されている

ことがわかります。

「会議の議事録」と「委員の名簿」を選択肢として加えていましたが、それぞれの部会、委員会、ワーキン

ググループの中で共有していればよいということでしょうか、あまり、興味は持たれていないようです。こ

ういった情報は利用者にとって特に重要ではなく、積極的に開示する必要はないのかもしれません。

「その他」では、新たな提案を期待していました。“e- ラーニングメディカル版 ” を始め、教育関係情報の

充実が望まれているようです。活用していただける教育資料の作り方についても、今後さらに議論が必要だ

と感じます。“ ヘリウムガス・・・” は業務で直面している問題なのでしょう。こういった特殊事情のペー

ジを設けることで、供給者とユーザー間での深刻度の違いを埋めることができるかもしれません。

【設問 4】 「あまり見ない（見たことがない）」の場合、その理由は何ですか。※複数回答可

0 2 4 6 8 10 12 14 16

使い方（ログイン方法）がわからない

その他

見たいものがない

どこに何が掲載されているかわからない

医療ガス関連 産業ガス関連

図４ 閲覧しない理由

その他の回答

ログインが面倒

会報があるため

見る機会がなかったため

コンテンツが密集し見づらい印象

業務に追われて閲覧する時間が取り難い

各情報が本社より送られてくる
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全体として、「どこに何が掲載されているかわからないから」が最も多く、特に産業ガス部門ページがわか

りにくい印象です。広報委員会としても、ホームページのサイト構造が複雑化していることは理解しており

ますので、この結果からも利用者がほしい情報にたどりつけてない問題が明らかになっているものとみられ

ます。見やすいホームページへのサイトへのリニューアルは必須と考えます。一方で、医療関連者では「使

い方（ログイン方法）が分からない」が 0 件ですので、ホームページ以外の媒体、すなわち会報「医療」の情報

だけで十分と考えている向きがあるのかもしれません。

【設 問 5】 JIMGA ホームページをスマホでも見やすくしようと計画しています。スマホで閲覧しようと思
いますか。

44%

56%

40%

60%

■ 思う ■ 思わない

連関スガ業産連関スガ療医

図 5　スマホサイトの閲覧希望

医療、産業ともに、「閲覧しようと思わない」が多いという結果となりました。しかしながら、設問 7 でス

マホ対応を期待する意見も複数ありますので、どのような情報をスマホで閲覧したいのか、あるいは逆に、

スマホでの閲覧に適している情報は何かを見極める必要があるようです。いずれにせよ、一般的にはスマホ

で検索する方が多いことから、一般の方々に閲覧いただくページについては、スマホ対応としておく必要は

あります。

なお、2019 年 2 月に e- ラーニングをスマホで閲覧可能な HTML5 形式に移行しましたので、今後スマホ

利用者が増加するかを注視していきたいと思います。
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【設問 6】 次の JIMGA 発行物を読んでいますか。当てはまるものを選んでください。
 

図 6　JIMGA 発行物の閲覧状況

■ 読む ■ 読まない

33%

67%

77%

23%

産業ガス
レポート

産業ガス
レポート
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JIMGAnews

JIMGAnews

96%

4%

51%49%

会報「医療」

会報「医療」

医療ガス関連

産業ガス関連

※無回答は「読まない」に含めて集計

医療では、会報「医療」が圧倒的に読まれていることがわかります。この３つの発行物のうち、会報「医

療」だけが会員専用情報誌ですので、「会報を読まない」という回答は非会員ではないかと思われます。いず

れにせよ、本アンケートは会報「医療」に折込んで配布しましたので、「読む」という回答が 100% に近いこと

は想像の範囲といえるでしょう。

産業ガスレポートも産業ガス部門会員向けに冊子を送付していますが、会報「医療」と違って、非会員で

もホームページからダウンロードできますので、上図のように産業関連者のうち 4 分の 3 しか読まれてい

ない（この中に非会員が含まれている可能性もある）となると、産業ガス部門会員に十分閲覧されていない、

つまり、産業ガス部門会員向けの冊子として送付する意味や効果、また、コンテンツについて再考する時期

に来ているのかもしれません。JIMGAnews についても同様であるといえます。

ところで、医療のグラフで、産業ガスレポートと JIMGAnews の割合がほぼ同じとなっています。これ

は、産業ガス部門会員会社に所属され、現在は医療ガス関連業務に携わっている回答者の数を示しているの

かもしれません。

【設問 7】 JIMGA ホームページについて、ご希望・ご意見等がありましたらお書きください。

スマホでの閲覧関係

スマホで見られると良い。

スマホで見られるのは良い。検索機能も充実するとありがたい。

スマホページを早く開設してほしい。

スマホで閲覧できると外出時の待ち時間で利用できる。
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アンケート調査結果報告

スマホでも見られるようになれば空き時間に目を通せて良い。

特に e- ラーニングなどの教育関連資料のスマホ、タブレットへの対応。

災害・事故情報関係

ヒヤリハットや事故関連の情報を早く、多く知りたい。

		高圧ガスの取扱い方法をもっと具体的に解説し、間違った扱い方による危険性も明示し、事故レポー

トも閲覧しやすくするのはどうか。

教育資料関係

 e- ラーニングのさらなる充実を期待している。

 e- ラーニングなどで保安教育に関するページを社内保安教育に利用している。

教育資料として活用しているため、e- ラーニングのアイテムを増やしてほしい。

  保安教育などの資料として活用している。特に新入社員教育では e- ラーニングを活用するよう紹介し

ている。今後は更にこのシステムを充実させて、資格取得に役立つようにしていただきたい。

  CE やシリンダーの取扱い、移動式製造設備の法知識、貯蔵等の技術上の基準などのテータもあると保

安教育や意識・知識の向上となる。

取引先向け保安講習会に活用できる資料（PPT 等）が増えると良い。

  産業・医療における、法・令・指針・推奨等の区別、罰則の有無についてのコメント及び罰則適用事例。

医療ガス学会の動画もしくは PPT。

  96 通知の発出以来、医療ガスの講習依頼が急増しているが、いつも同じような講習内容になっている

のが現状。事故情報、ヒヤリハット事例など最新情報の提供を希望。日本医療ガス学会のような研修

会用 PPT 資料が提供されればありがたい。

 96 通知で義務付けられた医療機関の講習用の参考資料を閲覧できると良い。

講習会・行事関係

 JIMGA 主催の講習会の年間もしくは 5 年計画くらいのスケジュールが閲覧できると良い。

行政機関からの情報関係

 法改正等の情報で、抵触する事例の説明があると解りやすい。

 医療ガス薬価に係わる情報を閲覧したい。

ニュース・お知らせ関係

重要な内容の場合はメールで JIMGA ホームページを見るように知らせてほしい。

会員が必要とする最新情報、参照資料をタイムリーに提供してほしい。
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会員関係

組織図の中に各部門の責任者名と簡単な役割の明記があったほうがよい。

  登録されていない部門（会員向け）の情報及び会議議事録等、登録部門以外（会員向け）の部分も誰でも

閲覧できるようにしてほしい。

パスワードが何種類（産業、医療、MGR、統計）もありわからなくなる。

検索したい分野が見つかるよう、イラストや写真等を利用するほうが良い。

ホームページの資料等を活用している。今後も内容を充実させ、業界の方向性を示してほしい。

  （医療ガス部門の）会員ページに入るとき、まず「お知らせページ」に行くが、以前のように先に ID・パ

スワードの入力ページに入れる方が良い。

現状肯定コメント

 基準、規定類が充実してきている。

産業ガスと医療ガスの区分がはっきりしていて大変良い。

医療ガスライブラリーは大変見やすく活用できる。

現状プラス設問 3-2 の項目の充実で十分。

いつも資料や会報等を参考にしている。

いつも楽しみにしています。

今のところ特になし。

今後、できる限り閲覧する時間を確保したい。

その他改善提案

添付文書や封キャップ等、ネット注文できると良い。

関連団体と相互リンクを貼ってはどうか。

検索性の改善。

言葉（文章）の表現を正確に統一してほしい。

生産及び仕入れ報告のサイトはセキュアがされていない（https）。

閲覧対象者は業界なのか一般の方なのかにより異なるが、一般の方たちに広げても良い。

  現状は、JIMGA 会員向けの情報連絡が中心だが、一般の生活者に向けたサイトにリニューアルされる

ことを希望。日本化学工業協会の WEB サイト（https://www.nikkakyo.org/）が参考となる。

 以上

※ 本アンケート結果については、4 月の広報委員会にて、ホームページのリニューアル方針を議論する際

の重要資料として活用いたします。
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単位：千㎥
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 合計

北海道 生産 1,089 1,076 1,310 1,198 1,189 1,164 1,184 1,129 1,080 1,156 1,184 1,106 13,865

販売 1,857 1,882 1,939 1,937 1,942 1,908 1,911 1,901 1,816 1,855 1,871 1,874 22,693

東　北 生産 4,913 5,032 5,001 4,593 5,472 5,311 5,024 4,490 3,382 4,638 5,484 5,277 58,617

販売 11,875 11,001 11,818 11,265 11,693 10,811 11,490 11,384 8,711 10,473 11,444 11,348 133,313

関　東 生産 38,165 37,209 40,042 39,602 40,747 32,332 34,043 39,335 39,011 40,201 39,396 39,877 459,960

販売 35,434 35,383 37,155 37,474 30,556 29,814 35,678 35,391 36,443 37,079 36,435 36,992 423,834

東　海 生産 28,411 28,271 26,498 24,979 26,651 27,647 27,891 25,557 28,607 28,120 29,658 29,679 331,969

販売 28,430 28,418 30,104 26,298 29,234 28,954 29,522 26,919 28,057 28,396 30,332 29,287 343,951

近　畿 生産 18,353 21,375 23,275 21,917 21,999 17,088 13,845 19,712 19,321 21,531 20,611 22,309 241,336

販売 27,445 24,674 26,658 24,032 24,002 21,035 19,728 22,503 22,190 24,135 24,400 24,296 285,098

中　国 生産 19,910 17,764 21,669 20,532 21,245 19,012 21,042 18,338 19,836 19,484 19,126 20,929 238,887

販売 19,035 17,827 19,702 17,738 18,754 18,632 18,843 18,112 17,574 17,251 18,340 17,996 219,804

四　国 生産 1,656 1,536 1,752 1,157 1,626 1,508 1,422 1,332 1,111 976 871 1,117 16,064

販売 2,100 2,290 2,250 2,104 2,195 2,058 1,933 2,051 1,932 2,261 2,340 2,262 25,776

九　州 生産 14,763 12,376 11,771 11,409 13,484 13,668 13,701 14,070 14,361 15,021 13,114 13,598 161,336

販売 14,320 12,709 9,974 11,035 13,838 14,409 14,070 14,274 14,309 14,187 14,258 14,659 162,042

総合計 生産 127,260 124,639 131,318 125,387 132,413 117,730 118,152 123,963 126,709 131,127 129,444 133,892 1,522,034

販売 140,496 134,184 139,600 131,883 132,214 127,621 133,175 132,535 131,032 135,637 139,420 138,714 1,616,511

2018年１月～12月　地区別酸素生産・販売実績表

2018年1月～12月　酸素生産量＆一般販売実績推移グラフ
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単位：千㎥
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 合計

北海道 生産 2,484 2,437 2,743 2,593 2,652 3,180 3,041 2,897 3,375 3,474 2,857 2,765 34,498

販売 4,204 4,234 4,205 4,204 4,233 5,089 4,716 4,800 5,287 5,341 4,664 4,469 55,446

東　北 生産 10,128 10,592 11,535 11,152 11,490 12,444 12,343 11,307 11,546 11,888 11,222 12,111 137,758

販売 16,129 16,466 17,609 17,510 16,989 18,314 18,316 17,739 16,908 17,533 17,296 17,194 208,003

関　東 生産 131,662 128,601 144,082 137,568 142,968 136,476 137,449 134,901 134,742 143,734 138,490 139,218 1,649,891

販売 131,157 128,427 137,997 135,599 135,088 131,081 138,582 130,032 129,094 138,942 133,779 132,253 1,602,031

東　海 生産 42,628 42,373 44,251 43,024 38,884 43,605 43,094 39,291 44,847 43,678 43,086 43,572 512,333

販売 60,804 61,849 63,995 64,032 61,270 64,318 63,604 60,210 63,997 66,919 65,795 64,718 761,511

近　畿 生産 37,840 41,638 48,067 44,053 42,726 44,836 40,771 40,780 43,285 46,613 39,541 42,282 512,432

販売 64,850 54,119 58,120 56,619 55,059 64,271 61,924 59,151 58,344 59,261 58,235 57,409 707,362

中　国 生産 36,215 36,021 38,352 39,103 39,695 38,622 39,147 40,165 45,546 40,389 38,785 43,658 475,698

販売 53,586 49,965 51,864 51,777 51,833 51,325 51,420 52,775 55,949 56,552 50,869 52,457 630,372

四　国 生産 8,000 6,923 8,436 7,165 8,228 7,754 7,956 7,730 7,702 7,696 7,542 8,778 93,910

販売 8,381 7,471 8,741 8,823 8,744 9,096 8,842 8,181 8,626 8,780 9,027 9,943 104,655

九　州 生産 25,387 23,308 26,639 25,769 26,586 25,982 25,509 25,425 26,361 27,028 23,596 24,366 305,956

販売 23,919 23,202 24,821 24,930 25,552 24,603 25,301 23,723 24,060 24,637 24,007 24,168 292,923

総合計 生産 294,344 291,893 324,105 310,427 313,229 312,899 309,310 302,496 317,404 324,500 305,119 316,750 3,722,476

販売 363,030 345,733 367,352 363,494 358,768 368,097 372,705 356,611 362,265 377,965 363,672 362,611 4,362,303

2018年１月～12月　地区別窒素生産・販売実績表

2018年１月～12月　窒素生産量＆一般販売実績推移グラフ
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2018年１月～12月　地区別アルゴン生産・販売実績表

2018年１月～12月　アルゴン生産量＆一般販売実績推移グラフ
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単位：千㎥
地区別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 合計

北海道 生産 291 294 237 293 289 288 293 294 296 297 292 290 3,454

販売 274 277 283 281 275 255 272 265 270 283 275 275 3,285

東　北 生産 310 305 318 297 332 335 329 317 268 301 330 337 3,779

販売 1,957 1,930 2,597 1,932 1,974 1,943 1,961 2,039 1,863 2,190 2,274 2,260 24,920

関　東 生産 4,982 5,078 5,417 5,119 4,860 4,824 4,700 5,075 5,026 5,182 5,329 5,321 60,913

販売 4,084 4,305 4,515 4,323 4,346 4,304 4,490 4,014 4,044 4,298 4,342 4,079 51,144

東　海 生産 4,165 4,329 4,700 4,497 4,281 3,970 4,809 4,243 4,475 4,729 5,018 4,648 53,864

販売 4,235 4,381 4,467 4,300 4,266 4,250 4,429 4,216 4,381 4,890 4,674 4,701 53,190

近　畿 生産 3,226 3,807 3,866 3,909 3,941 3,675 3,822 3,820 3,827 3,727 3,900 3,979 45,499

販売 2,442 2,565 2,600 2,552 2,498 3,028 2,785 2,846 2,643 2,757 2,778 2,672 32,166

中　国 生産 3,768 3,737 3,816 3,983 4,346 4,472 3,851 3,898 4,033 4,135 3,612 4,649 48,300

販売 1,043 1,076 1,179 1,079 988 1,127 1,075 1,006 1,067 1,138 1,141 1,140 13,059

四　国 生産 194 173 194 150 189 191 195 194 132 59 56 97 1,824

販売 478 463 505 490 477 492 485 463 440 447 446 446 5,632

九　州 生産 1,584 1,502 1,634 1,555 1,511 1,559 1,542 1,456 1,403 1,404 1,294 1,363 17,807

販売 2,209 2,245 2,318 2,166 2,182 2,435 2,272 2,232 2,180 2,280 2,255 2,249 27,023

総合計 生産 18,520 19,225 20,182 19,803 19,749 19,314 19,541 19,297 19,460 19,834 19,831 20,684 235,440

販売 16,722 17,242 18,464 17,123 17,006 17,834 17,769 17,081 16,888 18,283 18,185 17,822 210,419
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単位：kg
地区別 1月 2 月 3 月 4 月 5 月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 合計 前年比

北海道 33,807 44,142 41,367 43,383 40,407 41,440 40,392 35,835 30,688 52,241 40,896 46,473 491,071 93.9%

東　北 44,860 47,870 51,856 46,906 43,915 45,492 41,280 36,567 40,836 53,078 51,617 50,609 554,886 96.0%

関　東 237,489 267,374 277,530 243,100 244,758 232,463 220,641 216,228 212,210 285,361 263,743 250,499 2,951,396 100.2%

北　陸 42,318 42,466 47,152 41,867 40,206 39,615 37,949 33,498 35,500 51,114 46,375 44,284 502,344 98.0%

東　海 114,832 129,796 118,161 105,031 105,928 102,581 102,174 96,062 96,832 133,951 125,670 122,022 1,353,040 103.0%

近　畿 127,420 145,637 136,614 126,990 130,692 116,234 108,404 110,540 114,281 164,376 151,155 153,374 1,585,717 101.2%

中　国 97,559 109,491 110,081 99,925 93,290 87,903 57,911 63,828 65,286 84,144 87,578 84,721 1,041,717 80.0%

四　国 10,060 11,919 10,150 8,716 8,067 7,035 6,805 6,928 6,844 8,608 10,070 8,189 103,391 90.3%

九　州 77,791 86,309 78,683 82,390 78,130 75,923 73,668 73,097 81,220 102,522 106,481 97,103 1,013,317 101.5%

合　計 786,136 885,004 871,594 798,308 785,393 748,686 689,224 672,583 683,697 935,395 883,585 857,274 9,596,879 97.4%

前年比 94% 99% 91% 98% 104% 96% 102% 96% 92% 109% 99% 90% 97%

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

合計
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2018年１月～12月　地区別溶解アセチレン生産実績推移表

2018年１月～12月　溶解アセチレン生産実績推移グラフ
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単位：ｔ

工場出荷量 対前年比

用途別出荷割合

溶接用 飲料用 冷却用 製鋼用 化学用 その他

数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比

１月 54,223 103.0% 27,401 99.4% 8,449 102.6% 5,186 92.1% 3,660 86.8% 4,863 102.8% 4,663 89.9%

２月 53,910 97.3% 27,960 104.5% 8,216 107.1% 4,962 96.5% 2,714 82.2% 4,658 97.0% 5,400 92.8%

３月 61,908 97.3% 30,471 105.3% 10,711 100.6% 5,914 103.4% 3,795 92.3% 4,616 75.5% 6,401 96.7%

４月 65,307 110.4% 29,752 105.0% 11,832 113.4% 5,874 97.5% 4,286 100.9% 6,484 118.7% 7,079 105.8%

５月 61,579 94.9% 27,841 103.6% 11,161 103.2% 6,216 91.9% 3,566 101.3% 5,597 120.9% 7,199 104.2%

６月 63,421 96.2% 28,843 94.9% 12,276 103.4% 6,121 81.5% 2,980 84.2% 5,691 99.5% 7,511 97.5%

７月 67,093 99.6% 30,400 99.5% 12,774 99.5% 7,257 90.7% 3,377 99.1% 6,311 116.3% 6,974 107.2%

８月 67,763 97.0% 30,518 99.7% 13,049 101.6% 7,954 93.5% 3,562 100.2% 5,892 105.8% 6,788 97.6%

９月 63,430 100.3% 29,036 92.0% 11,140 111.0% 6,780 89.4% 3,860 99.9% 6,054 102.1% 6,561 57.5%

10月 68,712 109.3% 32,864 104.2% 11,890 122.3% 7,071 104.0% 4,386 104.8% 5,870 95.1% 6,630 91.1%

11月 65,020 109.0% 31,696 95.6% 10,950 112.2% 6,334 96.2% 3,840 109.3% 6,108 86.0% 6,092 89.6%

12月 63,546 99.1% 29,540 92.8% 13,189 105.4% 6,148 99.0% 3,352 95.6% 5,372 94.9% 5,945 101.5%

合計 755,912 101.0% 356,428 99.6% 135,575 106.4% 75,719 94.2% 43,338 96.3% 67,467 100.3% 77,384 92.5%

2018年１月～12月　液化炭酸ガス工場出荷実績推移表
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2018年１月～12月　液化炭酸ガス工場出荷実績推移グラフ
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１．ヘリウム生産・販売量　

生
・
販

液・ガス区分 単位
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比 数量 前年比

生
産
量

ヘリウムガス 千㎥ 7,059 91% 7,001 99% 7,041 101% 6,988 99% 7,074 101%

液体ヘリウム 千㍑ 4,199 105% 3,809 91% 3,336 88% 2,990 90% 2,814 94%

合計（ガス換算） 千㎥ 10,372 95% 10,007 96% 9,674 97% 9,348 97% 9,294 99%

販
売
量

ヘリウムガス 千㎥ 7,061 96% 7,078 100% 6,997 99% 7,677 110% 7,853 102%

液体ヘリウム（ガス換算） 千㎥ 3,223 110% 3,190 99% 3,021 95% 2,509 83% 2,526 101%

合　　計 千㎥ 10,284 100% 10,268 100% 10,018 98% 10,186 102% 10,380 102%

２．ヘリウム用途別販売構成比　	 単位：千㎥

液・ガス区分 用途区分
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比 数量 構成比

ヘ
リ
ウ
ム
ガ
ス

光ファイバー 1,520 22% 1,505 21% 1,430 20% 1,457 19% 1,517 19%

分析 720 10% 742 10% 742 11% 728 9% 726 9%

リークテスト 1,237 18% 1,191 17% 1,156 17% 1,336 17% 1,435 18%

溶接 727 10% 726 10% 725 10% 946 12% 850 11%

バルーン・飛行船 226 3% 262 4% 221 3% 241 3% 266 3%

宇宙産業 77 1% 12 0% 22 0% 110 1% 62 1%

半導体 1,202 17% 1,124 16% 936 13% 1,350 18% 1,391 18%

低温工学 111 2% 129 2% 108 2% 133 2% 98 1%

MRI（NMR) 109 2% 98 1% 120 2% 116 2% 100 1%

その他 1,127 16% 1,285 18% 1,532 22% 1,257 16% 1,405 18%

合計 7,061 100% 7,078 100% 6,997 100% 7,677 100% 7,853 100%

液
体
ヘ
リ
ウ
ム

光ファイバー 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

分析 17 1% 21 1% 17 1% 26 1% 23 1%

リークテスト 3 0% 2 0% 1 0% 8 0% 3 0%

溶接 0 0% 1 0% 1 0% 2 0% 22 1%

バルーン・飛行船 0 0% 0 0% 13 0% 0 0% 0 0%

宇宙産業 60 2% 98 3% 125 4% 79 3% 23 1%

半導体 92 3% 156 5% 238 8% 138 6% 90 4%

低温工学 412 13% 507 16% 429 14% 315 13% 371 15%

MRI（NMR) 2,568 80% 2,306 72% 2,130 71% 1,882 75% 1,840 73%

その他 68 2% 96 3% 64 2% 58 2% 152 6%

合計 3,223 100% 3,190 100% 3,021 100% 2,509 100% 2,526 100%

2014年～2018年　ヘリウム生産・販売実績表
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単位：生産量（トン）　　酸素消費量（千㎥）

2018年
銑　　　　鉄 転　　炉　　鋼 電　気　炉　鋼 粗　　鋼　　計

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

１月 6,855,836 412,612 6,544,132 430,872 2,062,993 67,128 9,025,661 498,000

２月 6,180,358 378,429 5,862,253 391,985 2,017,301 65,746 8,294,900 457,731

３月 6,707,396 400,011 6,390,756 417,571 2,267,664 72,917 9,085,349 490,488

４月 6,332,102 387,362 6,021,828 407,665 2,235,764 69,177 8,717,866 476,832

５月 6,807,270 417,356 6,471,378 434,920 2,174,704 69,477 9,096,523 504,397

６月 6,350,767 394,421 6,045,268 395,960 2,287,365 71,595 8,750,310 467,555

７月 6,296,823 384,794 5,965,358 400,055 2,030,953 64,622 8,419,665 464,677

８月 6,749,860 431,088 6,413,621 418,474 1,964,128 61,693 8,806,030 480,167

９月 6,263,180 395,266 5,956,217 396,840 2,077,987 66,070 8,428,346 462,910

10月 6,280,775 375,832 5,935,088 394,290 2,233,421 71,856 8,577,917 466,146

11月 6,320,844 402,323 6,011,801 403,212 2,208,433 71,770 8,658,907 474,982

12月 － 372,753 5,921,106 400,519 2,145,372 68,430 8,462,630 468,949

※ 2018 年 12 月度統計より銑鉄生産量のデータは非公開

2018年１月～12月　鉄鋼・粗鋼生産量と酸素消費量（経済産業省調査統計部資料より）
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技術・国際ニュース

つい先 日、 賀 詞 交 歓 会 が行 われたと

思ったら早くも3月となりました。平成

最後の年、今年は新天皇即位による改

元、G20大阪サミット開催、亥年は自由

民主党惨敗と言われる参議院選挙、また

消費税増税と様々な変化の年です。ま

た、2019年は年明け早々の熊本地震か

ら始まり、波乱の亥年がスタートとなり

ました。何やら日本列島では周辺海域で

奇妙な現象と全国各地で頻繁に起きる地

震、2020年東京オリンピックが開催予定

ですが、はたして無事に開催されるのか、

いや無事に開催されることを祈るしかな

いと思う今日この頃です。昨年は西日本

中心に自然災害に見舞われ、何百年に一

度、何十年に一度等のフレーズを耳にし

ましたが、自然環境の激変によりもはや

激甚災害は毎年起きると考えるべきでは

ないでしょうか。中でも地震学者は東北

エリアでの地震の発災確率を強調します

が、西日本エリアも予断を許しません。

会員各社は今一度BCP等の見直しを行い

有事の際どう行動すべきなのか確認をす

べきと考えます。

さて、当協会の目的は、産業・医療ガ

ス事業の生産、流通、利用、消費等の改

善、合理化、技術の向上及び安全、保全

の確保を図るとともに、会員相互の親睦

と研鑽に努め、もって産業・医療ガス事

業の健全な発展を推進し我が国経済の繁

栄に寄与し、国民生活の健全な発展に寄

与するとあります。しかしながら、会員

各社の収益なくしてこの目的は果たせま

せん。経済状況が不透明感極まりない、

また周辺環境の変化、人口減少により業

界全体がシュリンクしかねない状況であ

る中、新年度は、会員各社の企業収益の

下支えとなり得るか否か、協会の真価を

問われる年と考えます。電力問題、物流

問題、プラスチック廃棄も含めた環境問

題と、コスト上昇につながる様々な課題

をクリアし、販売価格の方向性をお示し

できる活動を行って参りたいと考えます

ので、協会活動への皆様のご理解、ご協

力をよろしくお願いいたします。 （NK）

編 集 後 記
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