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我が社における自主保安活動シリーズ
（第 36 回）

　高圧ガス保安経済産業大臣・高圧ガス保安協会会長表彰を受賞された組織（優良製造所および優良販売業者）は，長
年にわたる保安啓発と自主的な保安活動への取組みを積極的に行っております。
　そこで，受賞組織に高圧ガス災害の防止など自主保安の維持向上に努めている活動等を執筆していただいております。
　高圧ガスの製造所および販売事業所で保安に関わる方々には大いに参考になるものと期待しています。2019年1月
号（Vol. 56 No. 1）から連載を開始し，12月号では，「我が社における自主保安活動（優良販売業者）」として，黒
部市農業協同組合　根塚英一様に保安に関する基本的な考え方，ツールボックスミーテングやワンポイントKY活動を
活用しての保安活動，今後の課題と抱負などについて紹介していただきました。
　本稿が会員等諸氏のご参考になれば幸甚です。

第1回　我が社の保安安全活動（優良製造所編）　㈱サイサンガステクノ　横山義巳　　Vol.56 No.1

第1回　保安レベルの維持向上への取組み（優良販売業者編）　㈱サンワ　田部井普　　Vol.56 No.1

第2回　我が社における保安管理活動（優良製造所編）　上毛天然瓦斯工業㈱　平石　誠　　Vol.56 No.2

第2回　保安レベルの維持向上への取組み（優良販売業者編）　紀伊国屋高圧㈱　若林比呂之　　Vol.56 No.2

第3回　保安レベルの維持向上への取組みについて（優良製造所編）　㈱クレハ　小野佐市　　Vol.56 No.3

第3回　我が社における保安管理活動（優良販売業者編）　㈱須山液化ガス　須山光男　Vol.56 No.3

第4回　我が社における保安管理活動（優良製造所編）　雪印メグミルク㈱　田中秀和　　Vol.56 No.4

第4回　我が社における保安管理活動（優良販売業者編）　十文字ガス㈱　小関史郎　Vol.56 No.4

第5回　我が社における保安管理活動（優良製造所編）　㈱ネリキ　新枦裕之　　Vol.56 No.5

第5回　我が社における保安管理活動（優良販売業者編）　㈱西條プロパン　辻田　隆　Vol.56 No.5

第6回　高圧ガス容器製造事業所における自主保安活動の取組み（優良製造所編）　㈱関東高圧容器製作所　瀧澤史朗　　Vol.56 No.6

第6回　我が社における保安活動（優良販売業者編）　昭和電工ガスプロダクツ㈱　岡崎　徹　　Vol.56 No.6

第7回　我が社における災害への取組み（優良製造所編）　江藤酸素㈱　日下明宏　　Vol.56 No.7

第7回　我が社における保安管理活動（優良販売業者編）　㈱星医療酸器　鈴木省悟　　Vol.56 No.7

第8回　我が社における自主保安活動（優良製造所編）　㈱加地テック　上田伊佐三　　Vol.56 No.8

第8回　我が社における保安活動（優良販売業者編）　㈱巴商会　小澤　正　　Vol.56 No.8

第9回　保安レベルの維持向上への取組み（優良製造所編）　九州エア・ウォーター㈱　東　成政　　Vol.56 No.9

第9回　我が社における自主保安活動（優良販売業者編）　東海溶材㈱　松下勝実　　Vol.56 No.9

第10回　我が社における自主保安活動（優良製造所編）─保安レベルの維持向上への取組み─

　近畿酸素㈱　前川俊也　　Vol.56 No.10

第10回　我が社における自主保安活動（優良販売業者編）　岩谷産業㈱　飯田　宏　　Vol.56 No.10

第11回　我が社における保安管理活動（優良製造所編）　サントリープロダクツ㈱　成田光臣　　Vol.56 No.11

第11回　保安レベルの維持向上への取組み（優良販売業者編）　富士瓦斯㈱　津田維一　　Vol.56 No.11

第12回　我が社における自主保安活動（優良製造所編）　理研計器㈱　友松一誠　　Vol.56 No.12

第12回　保安レベルの維持向上への取組み（優良販売業者編）　松江ガス供給㈱　曽田　悟　　Vol.56 No.12
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第13回　保安レベルの維持向上への取組み（優良製造所編）　㈱トーエル　室越義和　　Vol.57 No.1

第13回　我が社における自主保安活動（優良販売業者編）　㈱北国産業　西野稔彦　　Vol.57 No.1

第14回　我が社における保安管理活動（優良製造所編）　日野自動車㈱　清水　明　　Vol.57 No.2

第14回　保安レベルの維持向上への取組み（優良販売業者編）　岡安産業㈱　岡安啓右　　Vol.57 No.2

第15回　我が社における保安管理活動（優良製造所編）　エア・ケミカルズ㈱　中込正樹　　Vol.57 No.3

第15回　営業所における自主保安活動への取組み（優良販売業者編）　東横化学㈱　若林孝幸　　Vol.57 No.3

第16回　我が社における保安管理活動（優良製造所編）　新相模酸素㈱　渡邉　勲　　Vol.57 No.4

第16回　自主保安活動への取組み（優良販売業者編）　㈱ガス研　加藤隆治　　Vol.57 No.4

第17回　保安レベルの維持向上への取組み（優良製造所編）　㈱サン・ペトロケミカル　河野守弘　　Vol.57 No.5

第17回　我が社における保安管理活動（優良販売業者編）　広島ガス三原販売㈱　重安浩司　　Vol.57 No.5

第18回　保安レベルの維持向上への取組み（優良製造所編）　㈱合同資源　大谷康彦　　Vol.57 No.6

第18回　保安レベルの維持向上への取組み（優良販売業者編）　㈱ガスパル東北　伊藤　忠　　Vol.57 No.6

第19回　我が社の保安における取組みについて（優良製造所編）　サカヰ産業㈱　宮林亮輔　　Vol.57 No.7

第19回　「安全」と「安心」の追及を使命として（優良販売業者編）　㈱田沼酸素商会　田沼秀樹　　Vol.57 No.7

第20回　我が社の自主保安活動への取組み（優良製造所編）　サンケミカル㈱　加々良靖之　　Vol.57 No.8

第20回　我が社における自主保安活動の歩み（優良販売業者編）　東洋プロパン瓦斯㈱　後藤拓郎　　Vol.57 No.8

第21回　我が社における保安管理活動（優良製造所編）　徳山積水工業㈱　江口吉彦　　Vol.57 No.9

第21回　我が社における自主保安活動（優良販売業者編）　和田プロパン㈱　和田直樹　　Vol.57 No.9

第22回　自主保安活動の取組み（優良製造所編）　日本エイアンドエル㈱　池田高宏　　Vol.57 No.10

第22回　我が社における保安管理活動（優良販売業者編）　㈲エナジー安田　安田光孝　　Vol.57 No.10

第23回　保安レベルの維持向上への取組み（優良製造所編）　㈱関西ガスファースト　横山　亮　　Vol.57 No.11

第23回　保安レベルの維持向上への取組み（優良販売業者編）　トモプロ㈱　高橋隆史　　Vol.57 No.11

第24回　保安レベルの維持向上への取組み（優良製造所編）　伊丹産業㈱　志水賢二　　Vol.57 No.12

第24回　我が社における保安活動の取組み（優良販売業者編）　北酸㈱　早垣紀夫　　Vol.57 No.12

第25回　我が社における自主保安活動（優良製造所編）　日本ゼオン㈱　近藤勝仁　　Vol.58 No.1

第26回　保安レベルの維持向上への取組み（優良販売業者）　㈱松谷角蔵商店　松谷厚雄　　Vol.58 No.2

第27回　全員参加による環境保安活動の継続と取組みの強化（優良製造所）　日信化学㈱　蒲　祐二　　Vol.58 No.3

第28回　保安レベルの維持向上への取組み（優良販売業者）　白老ガス㈱　前田智宏　　Vol.58 No.4

第29回　我が社における保安管理活動（優良製造所）　㈱UACJ　高野博昭　　Vol.58 No.5

第30回　大きく変化する製造業・医療現場での保安活動への取組み（優良販売業者）　エイフク㈱　益田和幸　　Vol.58 No.6

第31回　我が社における保安管理活動（優良製造所）　沼津酸素工業㈱　仲田敏道　　Vol.58 No.7

第32回　当社における保安・保全活動への取組み（優良製造所）　日亜化学工業㈱　武市喜明　　Vol.58 No.8

第33回　わが社における自主保安活動（優良販売業者）　高野ガス㈱　高野幹也　　Vol.58 No.9

第34回　JFEコンテイナー㈱高圧ガス容器事業本部における保安上の取組み（優良販売業者）

　JFEコンテイナー㈱　鈴木克典　　Vol.58 No.10

第35回　5S活動を通じた保安レベル向上の取組み（優良製造所）　四日市合成㈱　間瀬光司　　Vol.58 No.11
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我が社における自主保安活動（優良販売業者）

会社概要1

組合名：黒部市農業協同組合（JAくろべ）
本店所在地：富山県黒部市天神新 210－1
設立：�1969 年 5 月 1 日　旧黒部市 8 農協が

合併，黒部市農協となる
経緯：�1972 年 4 月 1 日　旧宇奈月町 4 農協

と合併，黒部農協となる
　　　�2007 年 4 月 14 日　支所再編 12 支所

から 3支店に再編
　　　�2016 年 2 月 1 日　黒部市信用農協と

合併，黒部市農協となる
　　　�2018 年 5 月 1 日　三日市支店と新三

島支店を統合し，三日市支店新店舗を
開設

組合員戸数：正組合員　3,791 戸
　　　　　　准組合員　3,573 戸
　　　　　　（2021 年 2 月 1 日現在）
組合員人数：正組合員　4,634 人
　　　　　　准組合員　4,979 人
　　　　　　（2021 年 2 月 1 日現在）
代表理事組合長：平野正義
役員数：理事 17 名　監事 6名
職員数：172 名（2021 年 2 月 1 日現在）
水田面積：2,517 ha
主な特産品：�「名水の里 黒部米」（2007 年

8 月 31 日に地域ブランドに登
録），，白ねぎ，丸いも，二条大麦，
チューリップ球根，リンゴ，もも

子会社等：JAくろべ興産株式会社
　　　　　有限会社グリーンパワーくろべ
　　　　　JAくろべサービス株式会社

表彰履歴2

2008 年　�富山県エルピーガス協会長表彰（優
良事業所）

2019 年　�富山県部門功労表彰（県知事表彰）
2020 年　�中部近畿産業保安監督部部長表彰

（優良販売事業者）

保安に関する基本的な考え方3

JA くろべの経営理念は『組合員・地域住
民との絆を大切に，夢と活力に満ちた，信頼
される JAづくり』であり，それに基づき，
LPガス関係法令の主旨である，LPガスの保
安の確保と安定供給に日々努めている。
また，お客様からの指摘，要望等は，リス
クアセスメント（予防保全）の第一歩であり
速やかに問題解決を行い災害要因の芽をでき
るだけ早く取り除くようにし，保安の向上に
繋げている。
LPガス協会の広報誌，業界誌等の最新技
術情報，製品情報をできるだけ早く享受し，
お客様に提供することはもとより，時代のニ
ーズに遅れないようにする。

黒部市農業協同組合　資材課

根塚 英一
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保安活動4

当販売事業所では基本的に年間の保安教育
計画を作成し，それに基づいて活動を行って
いる。
われわれの行っている作業業務は，定常作
業ではなくトラブル等が多種,多様にわたり，
通常のルーチン作業で行われている標準化の
できない非定常作業と考えている。その対策
として，各担当者が朝礼時や夕礼時（ツール
ボックスミーテング）に，その日の作業内容，
経過，結果等から問題点を抽出し，全員で情
報の共有化を図るとともに，その場で解決策
の道筋を見出すことで，いち早く顧客の要望
に応えている。また実際の現場においては実
践的なワンポイントKY活動を行い危険の予
知に努めている。

（1）LPガス協会主催の活動として

2004 年から実施している「ふれあいサポ
ート運動」に積極的に参加し延べ件数 1,080
件のお年寄り家庭を訪問しお年寄りに寄り添
った営業活動を行うとともに，安否の確認（健
康状態等）地域の見回り隊の，一端を担って
いる。

（2）防災訓練の参加活動として

県 , 市による防災訓練に黒部 LP ガス協会
の一員として，毎年参加するとともに，当組
合での防災訓練として毎年「全国安全週間」
月間に，地域の消防署指導による防災訓練，
消火器を使用した火災訓練等実践訓練を実施
している。

（3）社外の研修会や勉強会への参加として

全農の主催で毎年行われる，JA－LP ガス

担当者・事務担当者研修会に参加するととも
に各メーカが開催する，新製品説明会に積極
的に参加し，新しい知見を習得することに努
めている。

今後の課題と抱負5

（1）LPガスの需要促進

現在，脱炭素化やオール電化により LPガ
スの需要が低下の一途をたどっているが，そ
の中で好評を博しているのが衣類乾燥機 , 浴
室暖房および「うまいごはんはガス !」の宣
伝でおなじみの炊飯器である。
今年は，とやまガス体エネルギー普及促
進協議会（Gラインとやま）の企画を十分に
活用する形で，上記 3品目の販売を促進し，
LPガスの需要をより一層掘り起こして行き
たい。

（2）LPガス安全安心向上運動の推進として

一般社団法人富山県エルピーガス協会等が
推奨するガス放出防止型高圧ホースへの交換
は今年度中におおむね完了する予定である
が，業務用厨房の換気警報器の設置率はまだ
100％に達していない。CO中毒事故防止の
観点から，お客様の理解を得てできるだけ早
く設置できるようにしたい。

（3）�従業員のレベルに応じた保安教育や，技

術伝承の速やかな移管について

新入係員が毎年配属されず，担当係員の高
齢化が進みいわゆる“年齢層のいびつ現象”
が起きている。
今年は数年ぶりに新入が配属になり，従来
からの担当係員との年齢差によりコミュニケ
ーションの不足が生じないか危惧している。
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それによって生じるのが技術伝承の断裂であ
り，大変な損失である。ベテラン係員が長年
に渡り培ってきた保安管理の技術（ノウハウ）

をもれなく技術伝承するにはどのように教育
計画（方針）を作成すればよいか模索中であ
る。今年中に草案を作成したい。

根塚英一（ねづか よういち）

©MPC


