鉱

業

００基以上になる。貯槽
置き場も確保し、月間
～ 本を処理できる体制

大

高

圧

静岡県長泉町、白砂清一社長

静
現状を当たり前と思わ

ストの削減に寄与する。

無駄を省き、トータルコ

指す。設備稼働率を高め

顧客起点に品質追求

同程度の日数を休めるよ 人の受け入れが必要にな きだと思う。

をつくっていきたい。

全面禁煙とした。働き方 受け入れ増を見込み、繁

車両と設備の中長期更 改革へ数年前から有給休 忙期を避け円滑に実施で
新計画を基に資金計画の 暇を計画的に付与し、昨 きる体制を整えている。
立案とライフサイクルの 年からは時間外労働１時 ガス事業者にもなるべく
延命化、勤務体系や作業 間短縮を最終目標にチー 繁忙期を避けた入れ替え
２０１９年の検査実績

方法の見直しにより経費 ムで働き方改革の課題解 計画をお願いしたい。

バルク貯槽のくず化は 比１１６％、前々年比１

休憩場所を含む敷地内を 月平均 本を処理した。 ばいか減少を見込む。

煙専用ブースを設置し、 関連会社の大静テクノで ０８％だった。今後は横

義務化に当たり屋外に喫

るようにし、週休２日と 足が深刻化すれば、外国 ちから準備をしておくべ では受動喫煙防止対策の 会議」を導入している。 は 万５０５２本で前年

散期に長期の休みを取れ うにした。今後、人手不 るのではないか。今のう 削減に努める。環境対策 決策を話し合う「カエル

有力事業者 わが社の方針
地

プレス機導入を計画
菊
山形市、
菊地敬二社長
を整えている。早くから

年に日本溶接容器工 槽を確保するのが難しく

２０１２年に本社工場 ス機を更新する計画だ。 発注しないと交換用の貯
を拡張し、ライン化した
業会の「バルク貯槽処理 なっているようだ。ピー

18

原

商

事

をしていたため、社内で

も５００㌔㌘容器の検査

なるが、当社はこれまで

揮者の立ち合いが必要と

現場安全へ知見提供
笠

岐阜市、笠原幸治社長

指揮者を養成できる体制
また、有料で容器に滑 が整っている。

「 お 客 さ ま の 安 心・ 安 た。

基準監督署の粉塵、有機

溶剤、騒音などの基準を

順守し社員教育に反映し

ている。ミスを少なくし

得意先との信頼関係を強

め、紹介を受け収益を確

保していく。設備更新を

行い最新検査設備を導入

する。バルク貯槽は貯槽

の開放検査と同等の検査

を考え、塗装剥離による

表面磁粉探傷検査と浸透

探傷検査の有資格者を増

カ所の工場で残ガス回

やす。廃棄処理は西日本

収し、専門解体工場でス

％の

万本。

２０１９年の検査実績

クラップして出荷する。
は前年比

ＬＰガス世帯は減ってい

るが、大型の一般高圧ガ

当社はＬＰガス容器を ス容器が増加し容器再検

バルク貯槽がこの重量 はじめ、バルク容器・貯 査事業は横ばい。製造設

㍋ ）、 Ｌ 特殊容器の検査技術の研

従業員一人ひとりの作 の減少傾向が伺える。足 期化を実現。ＩＳＯ９０ グリップが利き、雨の日 クリフトや玉掛け、クレ 合容器、超低温容器、超 新が増えている。今後は

負荷軽減にも取り組む。 大型化に伴うシリンダー 入れ、再検査容器の短納 ビーズ塗装をしている。 物に該当するが、フォー 槽、シームレス容器、集 備の老朽化に伴い設備更

にトヨタ生産方式を取り り止め用のプラスチック

京都市、松井慎治社長

ル

査に対応し、厚木工場に
月 本能力のくず化処理
設備を導入した。貯槽の
現場入れ替え、工事、廃
棄まで一手に請け負い、
競争力のあるバルクリニ

両

元

産

業
常滑市、後藤元和社長

期の再検査を続ける法改

安全、環境面では労働 正が望ましいと考える。

バルク貯槽のくず化処

理は、ピーク時でも作業

員の誰もができるよう準

備してきた。時期を問わ

厳格な検査を実施でき を整備してきた。若手社 ず即応できるよう間口を

佐賀県みやき町、宮﨑博人社長

九 州 エ ル ピ ー

人材第一に技術革新

性向上に寄与していく。

年廃棄ではなく５年周

填所はぜひ対策を取って ー、大型貯槽の開放検査 製造技術向上を踏まえ、
１００㌔㌘以上の荷物 ほしい。要望があれば対 など、高圧ガス容器すべ

経営基盤を強化するた
め、リサイクル事業の拡
バルク貯槽のくず化処

充も進めている。
理実績は月平均で３００
現状では、検査ライン 本となっている。関東、

雇用促進による地元へ を図っている。

２０１９年度の検査実 の貢献をモットーに、容

ューター制御で検査能力 ューアルを提供する。

に努め、今後もニーズ即 ３２００本だった。再検 る。自社開発を含めた自 縮と時間当たりの検査本 を置き、貯槽の回収から 自動化を適時進め、耐圧 ら、現場で安心・安全に からの引き上げも、プラ

を採用するなど品質向上 績は前年比３％増の１万 器 検 査 業 務 に 励 ん で い の連続操業による時間短 中部、関西、九州に拠点 るよう人手が介在しない 員 が 増 え て い る こ と か 広くしていく。設置場所

を向上させた。粉体塗装

る耐圧試験装置を導入し を積卸しする際、作業指 策に協力し、業界の安全 ての検査ができる。

動化により人的関与は少 の増減が発生するが、総 練スタッフの技と経験を 削減を目指し経営を上昇 力が下がる問題を解決す

を実施する。機器類の自 検査対象数が異なり多少 会なども活用しながら熟 業効率化を図り、経費の Ｐ容器に対応し、試験圧 頼者もある。

ほか、定期的に環境測定 ５％減だった。年ごとに ている。業界団体の講習 取引先の獲得、一層の作 春から販売が始まるＦＲ 到着を待って配送する依 たことのない検査所や充 一般高圧ガス長尺ローダ 容器は鋼板の性能や容器

比６％減、前々年比８・ 保に向けた教育に注力し す動きが出ている。新規 に万全を期している。今 ため、検査上がり容器の め、大型容器を受け入れ Ｐガスタンクローリー、 究に力を注ぐ。ＬＰガス

は５万３２５０本で前年 業レベルの向上と安全確 元ではバルクを容器に戻 ０１も取得し、品質管理 の容器交換に効果がある ーンの資格とは異なるた 高 圧 容 器（

２０１９年の検査実績

72

検査工場を建設した。
お客さまに満足いただ 導入に努めている。効率 ず、常に疑問を持ちなが

働き方改革の一環とし ける安全で高品質なもの 化を常に考え設備設計と ら作業するよう心がけて

年検査で廃棄処分 換をお願いしたい。

業

96

年からは廃棄容器の処理 認定工場」になった。昨 ク時に備え、計画的な交
工場を本社に移設、再検 年は
体制にして業務効率化を 槽をくず化処理した。こ て、一昨年から従業員の を提供すべく日々改善と 修繕を内製化し、作業負 いる。今後を見据え、女

産

る。

図っている。今年はプレ れまでの累計処理数は４ 休日を増やしている。閑 新しい技術、システムの 担軽減と生産性向上を目 性も働けるような仕組み 全の下支え」をモットー

川

保安向上へ教育徹底
堀
草加市、
堀川雅治社長

エ

くず化実績、
月 本

なくなったものの、作業 数の８割ほどが自社容器 若手に継承し、お客さま させていく方針だ。

容器検査システムで入 に努めている。照明をＬ 員のレベルアップを目的 のため、入荷の計画的な に安全と安心と届けてい

ー
横浜市、横田孝治社長

バルク貯槽 年告示検

荷から出荷まで一貫して ＥＤに変更し、暗所にも とした保安教育は毎月欠 調整による円滑な操業と く。
管理することで、業務の 新たに設置して照度を確 かさず実施するなど、保 経費節減に取り組んでい

ト

バルク更新、一手に

効率化と人為ミスの減少 保し視認性を向上させた 安意識の高揚を図ってい る。
に寄与している。再検査
所は羽生市の羽生工場敷
地内にあり、２０１７年
に設備をリニューアルし
た。全自動耐圧試験機を
非水とう式３基に増設、
残ガス回収設備を６連式
２台に拡充し、容器置き
場の拡張も行った。

12

92

ン設備の稼働を維持す

も確認し改めて勉強す いることが大きいと考
年間を通した業務平 ることは重要で、メー える。業界全体で工場

開く予定だったが、開 憩時間をずらしてライ することも大切だ。
催を延期した。

働き方改革は、決し る、会社が手当を支給 準化の一手段として、 カーの展示にも意義が 内の自動化が進み、安
全性と効率を高めてい
お陰さまで会員数は る。塗装でも、溶剤か
時間以内にすればい 減と生産性の高さを両 料金より安価にし、取 増加の一途をたどって ら環境に優しい粉体へ

事故なく安定操業

る。
相次ぐ災害に対する
容器の流出防止につい
ては、自主保安を高め
る取り組みを支援す
る。会員へのアンケー
ト調査の結果では カ
所の容器検査所が高リ
スクとされており、水
害対策の徹底を求めて
全検協としては、日

検査所ではガスの滞 らいながら、従来冬に 絶対に事故を起こさな いく。

生産性高め業界地位向上
企業にも適用される。 ではなく、容器検査業

全検協はこれに対応し 界全体で職場環境の改 留を避けるため、シャ 実施していた検査のい いとの意識を基盤にし

を良くしなければなら れができれば業務量の 降、容器検査に関する 応も含め、会員を通じ

た取り組みとして、今 善に向き合わなければ ッターを開けて風通し くらかを夏に回す。こ ており、会長に就任以 々進歩する技術への対

が重要な課題だ。確固

ＬＰガスの事故は発生 た全体のスキルアップ
それには講習会など たる安全操業をベース

講習会は貴重な情報 していない。

働き方について同業 ず、労働者は寒さが厳 偏りは軽減される。

年度の講習会のテーマ ならない。
を働き方改革とした。

専門家による講話の後 他社の管理職や従業員 しい冬場でも暖房が効

に質疑応答の時間も設 と話す機会も多い。残 かないなか業務に励ん 提供の場として非会員

け、適正な労働のあり 業代で稼ぐことができ でいる。早く帰宅して にも門戸を開き、今後 を通して情報を交換、 に、容器検査業界の地

導入する方針だが、検査
業務の安全性を確保す は機械だけでは成り立た
効率的に作業できる体制 あると考えている。

年告示検査の実施

本の実績を上げてお
り、

についても検討している
ところ。労働安全衛生法

―

康診断）

の徹底を要
２０１９年度の検査実
％、前々年度比は１

績は６万７千本で前年度
社員による機器メンテ 比

環境測定、有機溶剤を含 の廃棄処理は既に月平均 いと見通す。

ース、乾燥炉などの作業 組んでいる。バルク貯槽 減で、今後の状況は横ば

げ清掃、集塵機や塗装ブ ナンスで経費削減に取り ０５％。主な要因は自然

する水槽の年１回くみ上

ガス燃焼、再検査に使用 ている。

策は、燃焼炉による臭気 で働き方改革にも対応し

業の安全性確保と環境対 月）の休暇取得奨励など 望したい。

データ管理している。作 す る 不 需 要 期（ ５ ～

荷から出荷まで各工程で すると同時に、社員に対 対策③有機溶剤対策（健

ットーに、検査容器の入 どを通じて安全性を確保 に①ペンタン処理②臭気

安全・信頼・研鑽をモ まない粉体塗料の採用な や環境問題に関し、業界

福岡県粕屋町、権藤義司社長

ＢＦＧエンジニアリング

安全と環境対策に力

ていくとみている。

検査本数は着実に増加し るためにも、少数精鋭で ず、現場では人が主役で

大を図っている。今後、

現在、回収エリアの拡 は即時導入している。

どまった。

変更をもたらさないもの ＴやＩＣＴなども適所に

前年比 ％の 万本にと 既設のシステムに大幅な ることは避けたい。Ｉｏ

２０１９年度の検査実

ガス容器の再検査本数は なる効率化を図るため、 が継承されないままにな 係していると思われる。

下した。このため、ＬＰ 日々検討している。さら 退職を迎え、技術と経験 えた。シリンダー化も関

期化により、回収率が低 新たな機構の組み上げも る。熟練の検査員が定年 容器不足で２年検査が増

る容器配送サイクルの長 テムは成熟してきたが、 づくり」に力を注いでい 績は４万８千本。顧客の

２０１９年は暖冬によ 設備を整えている。シス な ど を 随 時 実 行 し、「 人

れる水とう式にこだわり 声を取り入れた改善提案 対応できる。

㌔㌘ＬＰガス容器の 応 へ 施 設 を 充 実 化 さ せ 査周期に属する容器の生 動化・省力化設備に随時 数の増量による業務の効 処理まで一貫して行って 検査はデータが確実に取 作業できるよう検査員の ント部門を中軸に幅広く

れ、今年度から時間外

「 残 業 は うなど、労働時間の削 れる。夏の検査を標準
革関連法が一部施行さ 取 れ ば い い 」

昨年４月に働き方改 て「有給休暇を５日分 して従業員の収入を補 検査の前倒しが挙げら ある。

をお願いしたい。

を深める。６月上旬に も聞く。従業員間で休 自分の時間を持ったり だ。知っている内容で 設備の改善が進展して

に行うべく安全性の確保 リニューアルに伴い、８ う検査機を導入。コンピ を極力採用するなど環境 が、バルクの普及と容器 の高い検査業務への進化 にも対応している。

モットーに、検査を確実 で対応できる。検査所の 再検査に全自動の非水と る。社有車両にＬＰＧ車 産が大きく影響している 更新し、絶え間なく精度 率化を図り、働き方改革 いる。

２～５００㌔㌘容器ま ～
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査と廃棄容器処理の一括 となった約２００基の貯
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労働の上限規則が中小 い」などの単純な規則 立させる工夫も要る。 引先の理解と協力をも いる。全検協としては の 転 換 が 進 行 し て い

80
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「品質管理の徹底」を

80
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白砂清一・全国高圧ガス容器検査協会会長

年に４９

年には、いっ しばらく安定する見込
年期限を迎えるバ
年のピ

年期限のバ して、１基でも多く処

働き方改革 労務環境を改善

特殊容器視野に研究
12

２０２０年の検査対 に戻す傾向がある。シ
年まで４８０万 を受けて、

象容器は約４８４万本 リンダー需要の高まり
で、

ともに、

Ｐガスが見直されると 減る夏を利用するなど

は自然災害にも強いＬ はシリンダーの仕事が

が減った影響だ。近年 出していく。検査所に

まりで容器の生産本数 ークに向けて今後も続

年代にオール電化の広 ルク貯槽は、

落ち込むが、これは

たん４５８万本程度に みだ。

する。

～４９０万本台を維持 ０万本に回復した後は

24
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方について会員の理解 なくなると懸念する声 家族と食事をしたり、 も 注 力 し て い く 方 針 知識を共有し、各地で 位向上に努めていく。

11

00

ルク貯槽をシリンダー 理してもらうよう協力
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信頼確保へ全力
22
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