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第１号議案 令和３年度事業報告(案)の承認を求める件 

令和３年度事業報告(案) 

自 令和 ３年 ４月 １日 

至 令和 ４年 ３月３１日 

 

Ⅰ．委員会活動事業 

１．保安事業 （保安委員会担当事項） 

１．１ 消費事業者保安講習事業 

（１）総括 

令和３年度も９月末より１１月上旬の間に６地区で開催しました。９月末までは新型コロナウイルス感

染症の非常事態宣言下にありましたが、体温チェック、手指消毒やマスク着用等の感染防止対策を徹底し

実施しました。コロナ禍の影響もあってか参加人数が伸びず、６会場で４４０人、昨年比約９５％と若干

減少しました。 

また前回に続きアンケートを実施、受講者の年齢構成、経験年数、消費ガス種・用途等を調査し、今後の

講習会の充実に向けたデータを把握することができました。 

（２）実施要領 

  ａ）当協会主催、県、横浜市、川崎市、相模原市の後援事業として実施しました。 

ｂ）講習内容 

・講演１ 行政からのお知らせ          講師：県行政職員 

・講演２ ＤＶＤ「酸欠を防止しよう」上映    発行：一般社団法人日本産業・医療ガス協会 

・講演３ 高圧ガスの安全な取扱い        講師：協会講師 

なお、全ての講習会場において、容器移動時の防災資機材、アセチレン溶断用機器類及び内面腐食し

た炭酸ガス容器カットモデルを展示、専門家を配置して、休憩時間等で見学された受講者からの質問対

応を行いました。 

ｃ）受 講 料：１人３，０００円 

（３）会場別実施状況 

開催日 

・地域 開催会場 
受講者 

数(名) 

講師(敬称略) 

行政 協会 

９／２８(火) 

県西 

小田原アリーナ 

(研修室) 
２４ 

県西地域県政総合センター 

坂根 宏志 

岩谷産業㈱環境保安部 

梶野 昭彦 

１０／７(木) 

県央 
相模原南市民ホール １０９ 

相模原市消防局 

田村 健人 

大陽日酸㈱関東支社 

大住 智幸 

１０／１２(火) 

三浦 
横須賀市文化会館 ５９ 

くらし安全防災局防災部 

保坂 由文 

東横化学㈱管理本部 

内田 純二 

１０／２１(木) 

湘南 
茅ヶ崎市民文化会館 １３４ 

湘南地域県政総合センター 

堀田 健治 

東横化学㈱管理本部 

内田 純二 

１０／２７(水) 

横浜 
かなっくホール ７２ 

横浜市消防局 

内堀 晃佑 

大陽日酸㈱関東支社 

大住 智幸 

１１／２(火) 

川崎 
かわさき保育会館 ４２ 

川崎市消防局 

佐藤 秀律 

岩谷産業㈱環境保安部 

梶野 昭彦 

 合計 ４４０ ＊令和２年度 ４６２名 

（令和4年5月18日第10回通常総会にて承認済）
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１．２ 神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練 

２０２１年度（第４９回）の訓練は、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、約１ヵ月延期し、

前年に引続き一般見学者の参加はなく、参加者は事前登録を行い人数制限して開催しました。 

ａ）日  時：令和３年１１月２４日（水）１３：００～１５：３０ 

ｂ）会  場：川崎市麻生水処理センター 

ｃ）主催団体：当協会他県内４保安団体、川崎市消防局および神奈川県 

ｄ）協力機関：神奈川県警察本部 

ｅ）当協会担当訓練 

以下の体制、内容で実施しました。 

①担当支部：川崎支部 

訓練指揮者 戸田支部長 

副 指 揮 者 寺園副支部長 

訓練担当者 川崎支部員、小池酸素工業㈱ 

展示品協力 高圧ガス工業㈱ 

②訓練内容 

・アセチレンガスの安全器効果実演 

訓練１ 逆火発生時の安全器の火炎伝播阻止機能及びガス供給遮断機能の動作確認 

訓練２ 水封式安全器の破裂板が破裂した際の爆発圧力放出の威力確認 

（サッカーボールの打ち上げで威力を目視確認） 

・カートリッジ缶の破裂燃焼実験 

 訓練１ 殺虫剤スプレー缶（ＬＰＧ＋ＤＭＥ） 

訓練２ カセットコンロ用ＬＰＧ缶（ＬＰＧ） 

  ・展 示 アセチレン容器カットモデル他 

ｆ）訓練参加者数 

①訓練全体：２２９名（当協会関係者４９名） 

②当協会訓練参加者：２８名 

 

１．３ 消費事業所保安管理点検指導事業 

１０月の神奈川県工業保安強調月間に合わせて、この間を点検指導強化の期間として全溶連が発行してい

る高圧ガス消費先点検表を用いて各会員が現地指導を行いました。昨年度に続き新型コロナウイルス感染症

の影響で、それ以前の点検指導件数よりも減少していますが継続して実施していくことが必要です。 

 

１．４ 販売事業者保安講習事業 

（１）総括 

新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置の期間中でしたが、県、会場側の指針に従った感染

対策を行い開催しました。講演１、３は行政および高圧ガス容器製造者から高圧ガス関連事故発生状況や

事故事例を交えて講演いただきました。講演２では中小企業庁が推進しているＢＣＰ（事業継続計画）の

中小企業向け認定制度を、当該制度取得のサポートを行っている一般社団法人共創デザイン総合研究所が

紹介しました。 
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（２）実施要領 

ａ）日  時 令和４年２月２２日（火）１４：００～１６：１５ 

ｂ）会  場 横浜市技能文化会館 多目的ホール 

ｃ）講義テーマ及び講師 

・講演１ 行政からのお知らせ 

講 師：神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課高圧ガス・コンビナートＧ 

主査 保坂 由文 様 

内 容 危険物車両路上取締りの結果、高圧ガス事故の発生状況、事故事例の紹介 

・講演２ 事業継続力強化計画認定制度について 

講 師：一般社団法人共創デザイン総合研究所 

上席コンサルタント 姉川 淳一 様 

・講演３ 鋼製継目なし高圧ガス容器について 

講 師：高圧昭和ボンベ株式会社品質保証部 

課長 木之下 弘信 様 

内 容 高圧ガス容器の適用法規、製造方法、事故事例 

ｄ）受 講 料 無料 

ｅ）受講者数 １１９名 （前年より２１名増） 

 

１．５ 周知文書配布事業及び保安台帳整備の徹底 

周知文書は、各会員が当協会から期初に新年度版を購入し、主に４月～９月の当事業の実施期間で着

実に配布しています。また、保安台帳は周知文書配布時や消費事業所保安管理点検指導時など機会をと

らえて整備しています。 

 

１．６ 委員会の開催 

（１）第１回保安委員会 

ａ）日 時 令和３年６月２４日（木）１５：００～１６：４５ 

ｂ）会 場 波止場会館 ４階小会議室Ｂ 

ｃ）出席者 齋藤委員長、佐藤副委員長 他５名 

ｄ）議 事 令和３年度事業計画（高圧ガス消費事業者保安講習事業、高圧ガス販売事業者講習事業、消

費事業所保安管理点検指導事業、高圧ガス地震防災緊急措置訓練）の実施方法の検討等 

（２）第１回講師会議 

ａ）日 時 令和３年７月１２日（月）１５：００～１６：４０ 

ｂ）会 場 かながわ労働プラザ ４階第８会議室 

ｃ）出席者 齋藤委員長、大住講師、内田講師、梶野講師 

ｄ）議 事 令和３年度消費事業者保安講習会の運営、販売事業者保安講習会のテーマについて 

（３）第２回保安委員会 

ａ）日 時 令和３年１１月２９日（月）１５：００～１６：４５ 

ｂ）会 場 波止場会館 ３階中会議室 

ｃ）出席者 齋藤委員長、佐藤副委員長 他６名 

ｄ）議 事 令和３年度消費事業者保安講習会、高圧ガス地震防災緊急措置訓練の報告、販売事業者保安

講習会の内容検討 

 

 

 



 

 

 

４ 

２．容器適正管理事業 （容器対策委員会担当事業） 

２．１ 総 括 

令和３年度の回収本数は１０７本で昨年度の１８１本より７４本減、返還本数はほぼ同じですが廃棄処

理本数がほぼ半減となりました。昨年度は１カ所で多本数を回収、処理する案件が多かったためで、一昨

年度の９０本、更にその前年の１１１本とほぼ同水準になりました。 

内訳をみると、発生場所３５カ所のうち倉庫整理、物置整理等に保管、放置されていたケースが２１カ

所、本数で５０本あり、長期停滞容器の回収徹底の必要性が改めて認識されました。 

  

令和３年度の処理依頼容器・放置容器の処理状況（前年度との比較） 

 令和３年度 令和２年度 

回収本数 返還本数 廃棄処理本数 回収本数 返還本数 廃棄処理本数 

第１群 ５４ 

１９ ８８ 

１２６ 

１８ １６３ 

第２群 ３０ ４６ 

第３群 ４ ２ 

その他 １９ ７ 

合計 １０７ １８１ 

 

令和３年度の処理依頼容器の発生事由と発生場所数、回収本数 

発生事由 発生場所数 回収本数 

倉庫、物置整理等 

掘削（工事） 

不法投棄、流出 

２１ 

５ 

９ 

５０ 

２３ 

３４ 

合計 ３５ １０７ 

 

 

２．２ 委員会の開催 

（１）第１回容器対策委員会 

ａ）日 時 令和３年７月１５日（木）９：２５～１１：２５ 

ｂ）会 場 かながわ労働プラザ ４階第９会議室 

ｃ）出席者 浦中委員長、大塚副委員長 他３名 

ｄ）議 事 令和３年度容器適正管理事業計画等の説明、今後の取り組み課題等 

（２）第２回容器対策委員会 

ａ）日 時 令和３年１１月１８日（木）９：２０～１１：２０ 

ｂ）会 場 かながわ労働プラザ ４階第１１会議室 

ｃ）出席者 浦中委員長、大塚副委員長 他７名 

ｄ）議 事 容器適正管理事業の取組状況・懸案事項、全溶連高圧ガス容器特別回収の集計等 

 

３．広報事業（広報委員会担当事項） 

３．１ 総括 

事業計画どおり２回の協会報を発行しました。また、福利厚生事業の保険加入促進では、加入会員数が



 

 

 

５ 

現状維持のままで加入者の退職や年齢による自動脱退に伴う加入者数、口数減少の傾向にあります。支部

会等の機会にＰＲする等、従来以上の取組みが求められます。 

３．２ 協会報の発行 

（１）令和３年８月 「第６２号」発刊 

主な記載記事内容 

・第９回通常総会開催報告 

・県消防保安課からのお知らせ/神奈川県高圧ガス保安法事務処理要綱の改正について 

・新役員、支部長就任のご挨拶 

・今後の講習会等の予定 

・事務局からのご連絡 

（２）令和４年１月 「第６３号」発刊 

主な記載記事内容 

・新年のあいさつ（県防災部工業保安担当課長 内山和子様、会長 佐波充） 

・第１６回神奈川県高圧ガス火薬類保安大会開催報告 

・保安功労者等受賞者一覧 

・第４９回神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練結果報告 

・令和３年度消費事業者保安講習会総括 

・県消防保安課からのお知らせ（2021 年度危険物運搬車両に対する路上取締りの実施結果について） 

・第一種販売主任者受験準備講習会開催報告 

・販売事業者保安講習会開催のお知らせ 

・（一社）神奈川県高圧ガス流通保安協会 第１０回通常総会開催案内 

・事務局からのご連絡 

３．３ 福利厚生事業 

全溶連事業としての共済福祉団体生命保険等の加入促進を継続 

３．４ 委員会の開催 

委員会は１回開催しました。協会報の発行、ホームページの更新にあたってはメール等のやりとりで編

集を行いました。 

（１）第１回広報委員会 

ａ）日 時 令和３年６月２５日（金）９：１５～１０：５０ 

ｂ）会 場 かながわ労働プラザ ４階第８会議室 

ｃ）出席者 村橋委員長、菊池副委員長 他２名 

ｄ）議 事 令和３年度広報事業計画の確認、ホームページの更新状況報告 

協会報６２、６３号掲載記事の検討 

保安大会、賀詞交歓会、通常総会等の受付業務について確認 

 

４．財務管理委員会 

（１）第１回財務管理委員会 

ａ）日 時 令和３年１１月１８日（木）１５：００～１６：４０ 

ｂ）会 場 波止場会館 ３階小会議室Ｃ 

ｃ）出席者 益子委員長、野畑専務理事、他４名 

ｄ）議 事 一般社団法人における財務管理上のルールの再確認 

今期の中間決算内容と今期修正予算について 



 

 

 

６ 

 

Ⅱ．その他事業 

１．販売第一種免状受験講習事業 

ａ）日  時 令和３年９月２４日（金） ９：１５～１６：３０ 

ｂ）会  場 万国橋会議センター ４階４０５号室 

ｃ）講  師 法令関係：東横化学㈱管理本部コンプライアンス室調査役 内田純二様 

保安管理技術：大陽日酸㈱関東支社技術部長 大住智幸様 

ｄ）受 講 料 会員５，０００円、非会員８，０００円 

ｅ）教  材 第一種販売主任者講習テキスト（高圧ガス保安協会発行） 

       第一種販売主任者試験問題と解説（東京都高圧ガス保安協会発行） 

ｆ）受 講 者 ２４名 （令和２年度１６名） 

 

２．溶接技術講習事業 

ガス溶接技能資格取得講習会（一般財団法人日本溶接技術センター）、アーク溶接特別教育講習会（一般

社団法人神奈川県溶接協会と共催）ともに新型コロナウイルス感染症の影響もあって受講者０名でした。

（令和２年度は各々０名、２名） 

 

Ⅲ．会議等 

１．第９回通常総会 

ａ）日  時 令和３年５月２８日（金） １５：００～１６：１０ 

ｂ）会  場 横浜市開港記念会館 講堂 

ｃ）会員総数 １３４名 内訳：正会員１２４名 賛助会員１０名 

ｄ）出 席 者 正会員１０３名 内訳：本人出席３６名 委任状出席６７名 

賛助会員０名 

ｅ）来  賓 神奈川県くらし安全防災局防災部 工業保安担当課長 内山和子様 

横浜市消防局予防保安課 担当課長 岩佐克志様 

川崎市消防局予防部危険物課 担当課長 瀧下隆男様 

相模原市消防局危険物保安課 担当課長 沼田祐輔様 

ｆ）議  事 承認事項 

第１号議案 令和２年度事業報告(案)の承認を求める件 

第２号議案 令和２年度決算報告(案)の承認を求める件 

第３号議案 役員改選に関する件 

第４号議案 定款の一部変更の承認を求める件 

報告事項 

第５号議案 令和３年度事業計画の報告の件 

第６号議案 令和３年度収支予算の報告の件 

その他提案された事項 

ｇ）優良従業員表彰式  ３名が受賞 

ｈ）来賓ご挨拶 

 

２．理事会 

（１）第１回理事会 

ａ）日 時 令和３年４月２０日（火）１５：００～１７：００ 

ｂ）会 場 横浜市開港記念会館 ２階第９号室 



 

 

 

７ 

ｃ）出席者 会長他理事１８名、監事２名、特別出席５名 

ｄ）議 事 令和２年度事業報告（案）、令和２年度決算報告（案）の承認 

令和３年度収支予算、令和３年度事業計画の最終確認 

支部会員の異動明細の件（退会：支部会員３社、賛助会員１社） 

定款の改訂の件（第１０条、第３０条の改訂） 

役員改選の件 

優良従業員の会長表彰の件 

全溶連の役員（評議員）（２名の推薦） 

通常総会に関する事項 

その他（覚書、諸規程の改訂、今後の予定） 

（２）臨時理事会 

ａ）日 時 令和３年５月２８日（金）１６：１０～１６：１５ 

ｂ）会 場 横浜市開港記念会館 ２階第７号室 

ｃ）出席者 理事２３名、監事２名 

ｄ）議 事 新三役の選出 

（３）第２回理事会 

ａ）日 時 令和３年６月１０日（木）１５：３０～１６：３０ 

ｂ）会 場 万国橋会議センター ４階４０２号室 

ｃ）出席者 会長他理事２１名、監事２名、特別出席３名 

ｄ）議 事 支部長、常設委員会の委員長、委員の選任、委嘱の件 

常務理事の選任の件 

相談役の委嘱の件 

事務局長の交代の件 

その他（報告事項、今後の日程） 

（４）第３回理事会 

ａ）日 時 令和３年９月１５日（水）１５：３０～１６：２０ 

ｂ）会 場 万国橋会議センター ４階４０２号室 

ｃ）出席者 会長他理事２２名、監事２名、相談役１名、特別出席１名 

ｄ）議 事 委員会活動中間報告の件 

第１６回県高圧ガス火薬類保安大会での会長表彰者承認の件 

全溶連理事・評議委員会合同会議中止の報告 

事務局運営について（９月以降の引継ぎ計画） 

その他（県センター表彰、豚熱発生対応、災害見舞金・義援金取扱い、今後の予定） 

（５）第４回理事会 

ａ）日 時 令和３年１２月７日（火）１４：５５～１６：２５ 

ｂ）会 場 万国橋会議センター ４階４０５号室 

ｃ）出席者 会長他理事２１名、監事１名、相談役１名、特別出席１名 

ｄ）議 事 支部活動報告、各委員会事業活動報告 

会計収支中間決算報告 

表彰者報告 

その他（事務局長後任者採用の件、今後の予定） 

（６）第５回理事会 

ａ）日 時 令和４年３月１５日（火）１５：００～１７：００ 

ｂ）会 場 万国橋会議センター ４階４０２号室 

ｃ）出席者 会長他理事２１名、監事２名、相談役１名、特別出席１名 



 

 

 

８ 

ｄ）議 事 各委員会事業活動報告（販売事業者保安講習会、容器回収、協会報発行） 

新規会員入会の承認及び全溶連登録の件 

令和４年度事業計画（案）、令和４年度収支予算（案）の承認 

事務局長の任免 

その他（今後の予定） 

 

３．第１６回神奈川県高圧ガス火薬類保安大会 

ａ）日 時 令和３年１０月２６日（火）１４：００～１５：００ 

ｂ）会 場 神奈川県民ホール 小ホール 

ｃ）主 催 神奈川県及び県内５保安団体 

ｄ）実施内容 神奈川県知事及び保安団体会長表彰式 

ｅ）参加者 ８９名 

ｆ）当協会受賞者 令和３年度表彰者一覧（p.9 Ⅴ．参照） 

 

４．その他会議 

（１）三役会 

ａ）日 時 令和３年６月１０日（木）１４：３０～１５：００  

ｂ）会 場 万国橋会議センター ４階４０２号室 

ｃ）出席者 佐波会長、武副会長、中島副会長、野畑専務理事 

ｄ）議 事 三役会の位置づけの再確認 

報告・相談事項（全溶連への会員登録、保安功労者の推薦候補等） 

（２）企画委員会 

ａ）日 時 令和４年３月１５日（火）１３：１５～１４：３０ 

ｂ）会 場 万国橋会議センター ４階４０２号室 

ｃ）出席者 野畑委員長 他８名 

ｄ）議 事 令和４年度事業計画（案）、令和４年度収支予算（案）について 

（３）外部団体関連 

開催月日(曜日) 会議名 開催場所/主題 

６月 ４日(金) 全溶連第７８回通常総会（書面） 
事業報告・決算報告、事業計画・収支予算 

役員改選 

９月 ８日(水) 
全溶連第１回理事会常任評議員

会合同会議（書面） 
常置委員会活動方針等 

９月１０日(金) 
関東高圧ガス保安団体連合会通

常総会（書面） 
事業報告、事業計画、役員改選 

１０月２９日(金) 第５８回高圧ガス保安全国大会 
ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京 

経済産業大臣表彰・ＫＨＫ会長表彰 

２月 ４日(金) 
全溶連第２回理事会評議員会合

同会議（書面） 
令和３年度事業報告・令和４年度事業計画 

 

 

Ⅳ．その他 

 賀詞交歓会：新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止といたしました。 



 

 

 

９ 

 

Ⅴ．令和３年度表彰受賞者（敬称略） 

令和３年度中に各関係団体より以下の方々が受賞されました。 

経済産業大臣表彰（優良販売主任者）     戸田 毅  戸田興業㈱ 

高圧ガス保安協会会長表彰（保安功績者）   堀 章一  ㈲堀商会 

神奈川県知事表彰（高圧ガス保安功労者）   益子陽一  ㈱三春商会 

湘南地域県政総合センター所長表彰（高圧ガス保安功労者） 

              日原純一  東京産業㈱ 湘南営業所 

県央地域県政総合センター所長表彰（高圧ガス保安功労者） 

米元 斉  ㈱鈴木商館 

一般社団法人神奈川県高圧ガス流通保安協会会長表彰（功労者） 

森 克之  関東高圧㈱  

谷 雅年  東陽実業㈱ 

竹内和人  ㈱巴商会 湘南営業所 

米元 斉  ㈱鈴木商館  

吉田智徳  相模アセチレン㈱ 




