大安協発 第 2－108 号
令和 3 年 1 月 22 日
会員各位
（一社）大阪府高圧ガス安全協会
大阪府高圧ガス地域防災協議会

令和 2 年度 高圧ガス保安活動促進週間・行事実施報告のまとめ
１． はじめに
高圧ガスを取扱う我々は、高圧ガス保安法を筆頭に様々な法に則り、自主保安体制
を構築、維持・向上させ、年間を通じて保安活動を実施しています。
その中で、高圧ガス保安活動促進週間（毎年 10 月 23 日～29 日）には、高圧ガス
（一般消費者等が使用する液化石油ガスも含む）による災害防止、公共の安全を確保
することを目的とした各地の実情に即した行事が実施され、高圧ガスの保安意識の高
揚及び保安活動の促進を図る週間となります。
今回、コロナ禍にもかかわらず令和 2 年度高圧ガス保安活動促進週間を機に週間中
及び年間の保安活動の結果・今後の予定を 44 事業所にご報告、ご提出いただき、深
く感謝いたします。
保安活動の実施例として取りまとめさせていただきましたので、会員各位の今後の
自主保安活動の参考にしていただければ幸いです。
尚、過去の報告は当協会の HP で公開していますので、併せて参考にして下さい。
HP：http://www.daiankyo.or.jp/co_11/frame.html
令和 2 年は新型コロナウイルス感染症予防対策のため非常事態宣言などの未曽有の
対応を迫られ、マスク着用、アルコール消毒、パーテーションによる席の区切り、テ
レワーク等の在宅勤務や Web 会議、時差出勤やローテーション勤務等が推進されてい
ます。
感染症予防対策により「人」と「人」との距離が遠くなり、十分なコミュニケーシ
ョンが図られなくなる可能性がありますので、現場作業の情報共有に十分注意してく
ださい。

２． 活動結果について
（１） 防災訓練など
本年度は新型コロナウイルス感染症予防対策のため、各地域での高圧ガス関連の
防災訓練などが中止になっています。
大阪府及び大阪府高圧ガス地域防災協議会が主催した大阪府高圧ガス防災訓練で
は見学者の受入れをせずに実施し、動画配信させていただきました。多くの事業所
で活用されたとの報告があり、御礼申し上げます。
各事業所では各地域の防災訓練に参加できなくても、自社防災訓練を実施されて
います。
本年度は参加された展示会として「３．震災対策技術展」を紹介させていただき
ます。震災対策技術展実行委員会が主催しており、地震/津波対策用グッズの展示
やセミナーが開催されました（第 7 回：2020 年 10 月 13 日～10 月 14 日）。
大阪での次回開催は、以下の通りです（別添パンフレットを参照下さい）。
近年は地震や大雨・大型台風上陸など自然災害が多く発生しており、参考にな
ると考えます。入場料などは無料ですので参加されてはいかがでしょうか。
名

称：第 8 回「震災対策技術展」

開催日：2021 年 6 月 3 日（木）～4 日(金)
場

所： グランフロント大阪

【参考資料 HP】
https://shinsaiexpo.com/osaka/
防災訓練等実施一覧表
防災訓練等

No

事業所数

２６

備

考

１

大阪府高圧ガス防災訓練

２

堺・泉北臨海特別防災地区協議会防災訓練

２

高圧ガス部門 応援要請連絡訓練

３

震災対策技術展

１

震災対策技術展実行委員会

４

自社防災訓練

２４

配信動画の視聴等

【自社防災訓練例】
防災訓練例

No

・工場総合防災訓練（自衛消防訓練との連携）
・全停電想定緊急対応訓練（電力会社との連絡訓練含む）
１

製造設備等の防災訓練

・停電想定緊急訓練
・酸素 CE 加圧蒸発器漏洩緊急処置訓練
・酸素漏洩想定防災訓練
・ライフゼム装着訓練 ・普通救命講習

２

防災機器運転等訓練

３

自然災害想定訓練

４

防消火訓練

・自衛消防訓練

５

通報訓練

・夜間緊急連絡網訓練

・保護具・空気マスク装着訓練
・地震／津波関係

退避訓練 社員安否確認訓練

・南海・東南海地震想定設備点検訓練

９月１日（防災の日：関東大震災）、11 月 5 日（世界津波の日）、1 月 17 日
（阪神淡路大震災）、3 月 11 日（東日本大震災）などの日に自然災害を想定し、上記
訓練を検討・実施してみてはいかがでしょうか。
（２） 保安大会（安全表彰出席等）など
本年度は新型コロナウイルス感染症予防対策としての「３密」回避等により、
各保安大会などが中止、または表彰者のみの出席などの規模縮小開催となりまし
た。その中で、無事故無違反チャレンジコンテストで努力賞を受賞された事業所が
ありました。
（３） 保安講習会
上記と同様、講習会の中止が多く、Web 講習会への参加報告がありました。
これまで多くの事業所で自社研修会を独自の視点で開催されていましたが、
「３密」回避等の為、資料配布などによる保安教育も実施されていました。
（４） 保安啓発普及活動
保安活動促進週間の主旨を事業所内で共有するため、ポスター掲示などが多くの
事業所で実施されています（36 事業所）。
安全確保のため、保安の責任 TOP である工場長などの事業所内保安巡視や製造設
備／保安防災設備や高圧ガス運搬車両点検が実施されました。

【活動事例】
① 社長メッセージの伝達と配布など
自社内で保安大会を開催し、社長の保安メッセージの伝達と配布、更に別途協
力会社も含めて安全宣言を行う等、一人一人に TOP の保安意識普及を行っている
事業所がありました。
② お客様の設備点検
お客様側に設置された水素製造設備や CE（60 件：充填時に実施）を点検し問題
ないことを確認。
３．令和 2 年度高圧ガス保安活動促進週間行事内容報告書・提出事業所一覧
合計 44 事業所 （50 音順）
No

事業所名

一般社団法人 大阪府高圧ガス安全協会
大阪府高圧ガス地域防災協議会
2 ＡＣＳＴ－ＣＳ㈱
3 イビデンケミカル㈱ガス事業部 高石事業所
4 エア・ウォーター㈱堺事業所
5 エア・ウォーター・プラントエンジニアリング㈱
6 ㈱ＮＳロジ関西
7 大阪ガスリキッド㈱
8 ㈱大阪パッケージガスセンター
9 ㈱加地テック
10 ㈱カネカ 大阪工場
11 協和ガス㈱大阪工場
12 近畿車輌㈱
13 ㈱クライオワン
14 鴻池運輸㈱関西中央支店陸運泉北営業所
15 コマツ大阪工場
16 ㈱コールド・エアー・プロダクツ
17 ㈱堺ガスセンター
18 ㈱三協製作所
19 ステラ ケミファ㈱三宝工場
20 泉州プラント興業㈱
21 泉北酸素㈱
22 ダイキン工業㈱堺製作所
23 ダイキン工業㈱淀川製作所
24 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱関西支社
25 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱堺支店
26 大陽日酸ガス＆ウェルディング㈱大浜製造課
27 大和熔材㈱
28 武田薬品工業㈱大阪工場
29 ㈱辰巳商会 陸運部
30 ティアイメディカル㈱
1

No
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

事業所名
㈱中北製作所

日鉄精密加工㈱
日本液炭㈱関西支社
日本酢ビ・ポバール㈱
日本純良薬品㈱
日本製鉄㈱関西製鉄所
㈱フジキン 大阪工場柏原
富士酸素㈱
㈱マスコール
三井化学㈱大阪工場
三菱ガス化学㈱浪速製造所
ヤマザキ産業㈱
合同会社ユー・エス・ジェイ
㈱ユニ・エンジニアリング

以

上

