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association activi ty協会の活動
平成28 年度 定時総会報告

平成２８年度 定時総会 開催
１．日　　時　　平成２８年５月２４日（火）午後２時００分

２．場　　所　　大阪市阿倍野区松崎町１丁目２－８
　　　　　　　　天王寺都ホテル６階　吉野の間

３．出席者（順不同）

　・来　賓　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９名
経済産業省　中部近畿産業保安監督部　近畿支部　　高圧ガス保安監督官　吉田　武司　様
大阪府　政策企画部　危機管理室　消防保安課　　　　　　　　　　参事　浅井　敏彦　様
　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主査　垣木　勝範　様
大阪市消防局　予防部　　　　　　　　　　　　　　　　　　規制副課長　黒田　幸一　様
堺市消防局　予防部　　　　　　　　　　　　　　　　　危険物保安課長　奥村　研一　様
高圧ガス保安協会　近畿支部　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　森口　悦光　様
大阪府高圧ガス地域防災協議会　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　山本　浩司　様
一般社団法人大阪府ＬＰガス協会　　　　　　　　　　　　　　　　会長　大先　　明　様
　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事　喜多　　淳　様
大阪府冷凍設備保安協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　森本　正則　様
大阪高圧ガス熔材協同組合　　　　　　　　　　　　　　　　　専務理事　田畑　浩一　様
　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　都田　孝治　様
一般社団法人日本産業 ･ 医療ガス協会　近畿地域本部　　　　　　本部長　土田　和久　様
　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務局長　福本　健一　様
近畿高圧ガス容器管理委員会　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　宮﨑　順平　様
一般社団法人近畿冷凍空調工業会　　　　　　　　　　　　　　専務理事　伊丹　正夫　様
西日本地区大臣認定試験者協議会　　　　　　　　　　　　　　　事務長　高木　博三　様
一般社団法人兵庫県高圧ガス保安協会　　　　　　　　　　　　専務理事　千賀　浩史　様
一般社団法人大阪溶接協会　　　　　　　　　　　　　　　　　　副会長　吉崎　誠八　様

　・顧問及び相談役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２名
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　顧　問　島田　耕一　様
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談役　皆川　　勇　様

　・会　員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５８名
　・報道関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６社　６名
　・事務局　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４名
　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８９名
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４．総会次第
（１）　開会　②来賓紹介　③会長挨拶

司会者塩﨑が各来賓を紹介し、続いて半田忠彦会長が開会挨拶をした。
（２）　議長選出

定款の定めにより、会長が総会の議長を務めることになっており、半田会長が議長に就任
した。

（３）　総会成立の確認
議事に先立ち、議長は、本日の出席会員数につき事務局に報告を求め、事務局からの以下

記載の報告で、議長は、定款に基づき、総会の成立を宣言した。
総会員数　　　　　２３５
出席会員数　　　　　９８
委任状提出会員数　１０１
合計会員出席数　　１９９
出席率　　総会員の８５％

（４）　議事録署名人の指名
議長は、定款に基づき、議事録署名人に議長の他、２名の選任を要請したところ、議長一

任との発言多数により、議長は以下記載の２名を指名し、全員異議なく賛成した。
眞鍋勝義氏（立正運送㈱）
藤原伸悟氏（大和熔材㈱）

（５）　議事次第
①監事監査報告

議長は、報告、審議に先立って平成２７年度の監査結果を報告するよう監事に求めた。
中野監事は、４月２５日に平田監事、安本監事と共に監査の結果、３名とも同一意見で

あり、監事を代表して議案書２ページ記載の監査報告書につき報告した。
尚、本総会に提出された書類並びに審議事項については、審議を賜るに適正なものとの

判断が示された。
議長は、本日の定時総会が適正に審議できることを宣言した。

②審議事項
第１号議案　平成２７年度事業報告の承認の件
議長は事務局塚本専務理事に、議案書（３～１１ページ）に基づき事業報告を行わせた。
議長は、第１号議案の事務局説明に対し議場に質問あるいは意見があるかを諮り、発言

がないことを確認したうえ、議場に承認を求め、第１号議案平成２７年度事業報告の承認
の件を原案通り全員異議無く承認した。

第２号議案　平成２７年度財務諸表及び財産目録の承認の件
議長は事務局塚本専務理事に、議案書（１３～１９ページ）に基づき第２号議案の説明

を行わせた。
議長は、第２号議案の事務局説明に対し議場に質問あるいは意見があるかを諮り、発言

がないことを確認したうえ、議場に承認を求め、第２号議案平成２７年度財務諸表及び財
産目録の承認の件を原案通り、全員異議無く承認した。
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第３号議案　理事の一部改選
議長は、本総会終了後の６名の理事の辞任を報告した。
まず、辞任理事の補充として６名の理事を選任したい旨、議場に諮り、異議無く賛成された。
次に、補充する理事の選任方法について、４月２２日開催の理事会にて推薦候補６名が

選任されているが、この他の意見を議場に求めた。
しかし、会場からの意見がなく、理事会推薦候補とする原案での審議に同意を示した。

議長は事務局塚本専務理事に理事の一部改選について、議案書（１２ページ）に記載の白
藤克行、田口明人、成田昌信、阿部久志、高垣宜和、浦谷明弘が新任理事候補者であるこ
とを説明させた。

議長は、理事の選任は定款の定めにより、個別に審議することが原則となっているが、
個別審議を求める会員が１名でもいるなら定款通り個別審議とする旨発言し、議場に諮っ
たところ、６名の候補に対し一括審議とすることに全員同意した。

議長は第３号議案理事の一部改選について議場に承認を求め、全員異議無く原案通り承認した。
その後、承認された新任理事６名の紹介がなされた。

③報告並びに連絡事項
【１】理事会決議事項の報告

イ．平成２８年度事業計画及び収支予算
議長は、４月２２日に開催した理事会決議事項の報告を事務局に行なわせた。
塚本専務理事は、議案書（２０～２９ページ）に基づき平成２８年度事業計画及び
収支予算の説明を行った。

ロ．役職の件
議長は、本総会終了後の半田会長辞任に伴い、定款の定めにより後任会長を４月
２２日開催の理事会にて加藤保宣に選定したことを報告した。また、顧問２名及び
相談役について理事会は再任を決議し、会長が引き続き委嘱したことを報告した。
顧　問（２名） 　島田耕一氏（再任）
　　　　　　　　塚本一成氏（再任）
相談役（１名） 　皆川　勇氏（再任）
新会長加藤保宣が就任挨拶をした。

【２】その他連絡事項
議長は事務局に説明させた。
塚本専務理事は、平成２８年４月１日以降の入・退会会員について議案書３０ページ
に記載のとおり報告した。

④議長退任
議長は、本総会で審議をいただく議案及び報告が終了した事を宣言し、半田議長は挨拶の後、
退席した。

５．表彰
平成２８年度会長表彰を議案書記載のとおり行った。

（１）高圧ガス保安功労者　　９名
（２）高圧ガス優良従事者　３２名
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６．受賞者代表謝辞

　　受賞者を代表して太田英之氏（㈱辰巳商会）が謝辞を述べた。

７．来賓祝辞
　来賓を代表して、経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部保安課高圧ガス監督官吉田武司
様、並びに大阪府政策企画部危機管理室消防保安課参事浅井敏彦様より、ご挨拶を頂戴した。

８．祝電披露
　司会者が祝電の披露を行った。

・高圧ガス保安協会　会長　市川　祐三 様
・一般社団法人兵庫県高圧ガス保安協会　会長　山本　浩司 様
・西日本地区大臣認定試験者協議会　代表幹事　江村　達郎 様
・公益社団法人東京都高圧ガス保安協会　会長　深尾　定男 様

９．特別講演
講師、藤賀三雄様（日本経済新聞社　大阪本社編集局　局次長兼経済部長）に『２０１６年日本
経済のポイント～どうなるアベノミクス』の演題で９０分間、講演をしていただいた。

１０．閉会
以上をもって、午後５時００分に平成２８年度定時総会を閉会した。

この議事録が正確であることを証するため、定款第１９条第２項の規定に従い、議長及び
議事録署名人は、記名捺印する。

平成２８年５月２４日
一般社団法人大阪府高圧ガス安全協会

平成２８年度　定時総会
　

議　　　　長　　　半　田　忠　彦　　㊞
議事録署名人　　　眞　鍋　勝　義　　㊞

同　　　　　　藤　原　伸　悟　　㊞
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association activi ty平成28 年度 定時総会報告

大安協役員名簿
理事 29 名　監事 3 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　（理事：就任順）平成 28 年 5 月 24 日現在

役　　員 氏　　名 所　属　会　社

会　　長 加藤　　保宣 エア・ウォーター㈱
副 会 長 小川　　洋史 ㈱フジキン

〃 高橋　　正一 日本化学機械製造㈱
〃 濱　　　良二 岩谷瓦斯㈱

専務理事 塚本　　　哲 （一社）大阪府高圧ガス安全協会
理　　事 福本　　正昭 マルエス工運㈱

〃 野口　　清志 ダイキン工業㈱淀川製作所
〃 上林　　俊和 大和熔材㈱富田林工場
〃 西田　　善貞 イビデンケミカル㈱ガス事業部高石事業所
〃 安藤　　憲雄 岩谷産業㈱
〃 井ノ口　　忠 ㈱ネリキ
〃 垂井　　博明 日鉄住金機工㈱
〃 山下　　義彦 ㈱コールド・エアー・プロダクツ
〃 原　　　龍也 泉北酸素㈱
〃 大高　　俊輔 ㈱加地テック
〃 太田　　英之 ㈱辰巳商会
〃 田中　　正紀 ㈱ダンテック
〃 古川　　　弘 ㈱小松製作所　大阪工場
〃 杉岡　　孝雄 高圧ガス工業㈱
〃 椋橋　　明次 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱
〃 秦　　多計城 ㈱クライオワン
〃 竹内　　基晴 三菱ガス化学㈱浪速製造所
〃 七瀬谷　洋司 岩谷物流㈱
〃 白藤　　克行 日本エア・リキード㈱リスクマネジメント＆技術監査本部
〃 高垣　　宜和 ㈱大阪ソーダ
〃 成田　　昌信 大陽日酸㈱関西支社
〃 田口　　明人 ガス保安検査㈱
〃 阿部　　久志 大陽日酸㈱関西支社技術部
〃 浦谷　　明弘 エア・ウォーター㈱コンプライアンスセンター

監　　事 中野　　惠司 河南バルブ工業㈱
〃 平田　　恭清 高圧ガス工業㈱
〃 安本　　哲也 新コスモス電機㈱
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association activi ty平成28 年度 定時総会報告

平成 28 年度 一般社団法人 大阪府高圧ガス安全協会 会長表彰
24 回 通算 44 回（敬称略、50 音順）

太田　英之　株式会社辰巳商会

杉岡　孝雄　高圧ガス工業株式会社

加納　郁久　大陽日酸株式会社関西支社

今村　清孝　昭和電工ガスプロダクツ株式会社

田中　克幸　エア・リキード工業ガス株式会社

井口　昌広　共栄バルブ工業株式会社

石井　長文　協和ガス株式会社　大阪工場

石田　　隆　日鉄住金神鋼シャーリング株式会社

石丸　典子　高圧ガス工業株式会社

板倉　寿義　株式会社小松製作所　大阪工場

井上　洋一　森田化学工業株式会社　神崎川事業所

大井　崇嗣　株式会社フジキン 

大亦　康之　株式会社フジキン 大阪柏原事業所

荻野　哲也　ダイキン工業株式会社　淀川製作所

織田　勝彦　株式会社辰巳商会　陸運部

笠井　秀一　高圧ガス工業株式会社　堺工場

金井　康二　堺ＬＮＧ株式会社

北　　尚記　株式会社ダイオー

齋藤　　仁　近畿エア ･ ウォーター株式会社

白山　武志　大陽液送株式会社

菅瀬幸二郎　東永運輸株式会社

阪田　尚久　日本液炭株式会社

前田　和也　エア・ウォーター株式会社

甲木　利夫　株式会社ダンテック

藤本　靖夫　株式会社辰巳商会

津田　久雄　日本化学機械製造株式会社

根来　　浩　株式会社寿運送

波多野邦敏　岩谷液化ガスターミナル株式会社　堺事業所

福井　清春　株式会社ガスケミカル物流西日本

福田　秀人　株式会社かんでんエンジニアリング

渕崎　友信　株式会社カネカ　大阪工場

正田　裕之　富士酸素株式会社

松岡　　晃　三井化学株式会社　大阪工場　

松田　博文　株式会社 IHI インフラシステム

松本　達也　大陽日酸エンジニアリング株式会社　関西支店

丸岡由紀夫　 エーテック株式会社

溝川　典由　エア･ウォーター･プラントエンジニアリング株式会社

南　　勝宣　株式会社クライオワン

宮本　昭文　大陽日酸ガス＆ウェルディング株式会社　堺支店

森　　威裕　日本エア ･ リキード株式会社　関西地域本部

吉竹　明宏　泉北酸素株式会社　シリンダー部

高圧ガス保安功労者 　9 名

高圧ガス優良従事者 　３２名
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