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加藤 英治会長
（ENEOS 株式会社　常務執行役員　川崎製油所長）

皆様、新年明けましておめでとうございます。
2023年の新春を迎え、会員の皆様に謹んで新年

のご挨拶を申し上げます。皆様方におかれまして
は、ご家族ともども穏やかな新年を迎えられたこ
ととお慶び申し上げます。
新型コロナ感染症への対応は、間もなく三年に

及びますが、まだ気を緩めることができませんの
で、残念ながら当協会では、多くの皆様が集まる新
春賀詞交歓会の開催を一昨年及び昨年に引き続
き、本年も見送ることとしました。そこで、本年は
この会報でのご挨拶をもって、皆様とともに新春
をお祝いしたいと思います。来年こそ、ぜひ皆様と
一堂に集まり、希望を語りあえることを心から願
う次第です。

我が国の産業保安をめぐっては、近年、革新的な
テクノロジーの進展、保安人材の不足・高齢化、電
力・ガス供給構造の変化、災害の激甚化・頻発化、気
候変動問題への対応の要請など、経済社会環境が
大きく変化しています。
そうしたことを踏まえ、昨年6月に高圧ガス保

安法等の一部を改正する法律が公布されました。
テクノロジーを活用しつつ、自律的に高度な保安
が確保できる「スマート保安」を事業者に促すため
に、その保安確保能力を踏まえ、手続・検査のあり
方が見直されることになりました。
具体的には、認定審査のしくみが新しくなり、

「経営トップのコミットメント」「高度なリスク管
理体制」「テクノロジーの活用」及び「サイバーセ
キュリティなど関連リスクへの対応」の4つが認定
の要件となり、リスク管理レベル等に応じ、認定区
分も「A認定」「B認定」に差異化されます。今後、

徐々に詳細が示されると思われますが、こうした
新しい流れにも「自主保安のパートナー」たる協会
として、しっかり対応し、地域の安全に貢献してい
きたいと思います。
また、昨年の「工業保安トップセミナー」でもお

話を伺いましたが、今後、冷媒フロンの漏えい防止
と冷凍インフラの維持管理が様々な場面で課題に
なってくると考えます。業務用冷凍空調機器を有
する事業所をはじめ、様々な会員事業所の皆様の
ニーズにきめ細かく応えてまいります。

2023年の干支（えと）は、「癸卯（みずのとう）」だ
そうです。「癸」は恵みの水を表し、「卯」はうさぎ
のように穏やかで、安全、温和の意味があるとのこ
と。そのため、「癸」と「卯」の組み合わせから、2023
年は、これまでの努力が実を結び、勢いよく成長し
飛躍するような年になると言われています。ぜひ
そうありたいと思います。
新型コロナ感染症に加え、ウクライナ情勢の影

響など、私たちを取り巻く環境は不確定な要素を
多く抱えています。
そうした状況においても、会員の皆様のご期待

に応えることができるよう、神奈川県、横浜市、川
崎市及び相模原市等、関係行政庁のご指導のもと、
本年も役員一同精一杯努めてまいりますので、協
会の活動・事業に対し、より一層のご支援、ご協力
をお願い申し上げます。
最後になりましたが、会員各社、各事業所の益々

のご繁栄と皆様方のご健勝とご多幸をご祈念申し
上げ、新春の挨拶とさせていただきます。
本年もご安全に！
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一般社団法人神奈川県高圧ガス保安協会の会
員事業者の皆様、新年明けましておめでとうご
ざいます。
皆様におかれましては、令和5年の新春を健や

かに迎えられたこととお喜び申し上げます。
旧年中は、本県のくらし安全防災行政の推進

にひとかたならぬ御協力を賜るとともに、新型
コロナウイルス感染症に係る本県の対応につい
ても御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げ
ます。
特に、旧年中の10月19日に横浜市で行われま

した「神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置訓練」
については、関係防災機関に御協力をいただき、
有意義な実践的訓練とすることができましたこ
と、感謝申し上げます。
また、11月9日の「神奈川県石油コンビナート

等防災本部訓練」では、特定事業所、広域共同防
災組織及び関係行政機関に参加いただき、初動
における相互連携を主眼とした合同机上訓練を
実施しました。
さて、本県と横浜市、川崎市は、令和2年11月

に、コンビナート地域の防災力の強化に向けて、
より一層の連携・協力を推進することで合意し、
この度、コンビナート地域における高圧ガスの

製造許可等の事務について、移譲予定時期を令
和7年4月1日としました。
本県では、円滑な移譲に向けて両市と準備を

行っておりますので、引き続き皆様の一層の御理
解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。
神奈川県高圧ガス保安協会は、創立以来80余

年の歴史を誇る、この分野では我が国で最も長
い歴史を持つ保安団体です。これまでの貴協会
の数々の先駆的な業績の背景には、高圧ガスの
安全確保について、個々の事業所や行政の壁を
越えて一緒に対策を進めてきた「自主保安」の伝
統があると考えています。
設備の高経年化や人材不足、新技術の台頭な

ど、高圧ガス保安行政をとりまく環境は日々め
まぐるしく変化してきていることから、県とし
ても迅速に対応していく必要があります。
つきましては、県民の安全・安心のため、事業

者の自主的な活動の促進に、これからも協会の
皆様のお力添えをお願いしたく、よろしくお願
い申し上げます。
最後に、神奈川県高圧ガス保安協会の御発展

と、会員の皆様のますますの御活躍を祈念いた
しまして、新年の挨拶とさせていただきます。

年頭にあたり、神奈川県、横浜市、川崎市及び相模原市の各局長から
ご挨拶をお寄せいただきました。

神奈川県くらし安全防災局長神奈川県くらし安全防災局長

佐川 範久氏
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令和5年の輝かしい新春を迎え、一般社団法人

神奈川県高圧ガス保安協会の会員の皆様に謹ん

で新年のお慶びを申し上げます。

皆様には、平素から本市消防行政の円滑な推

進に格別の御支援と御協力を賜り、昨年は本市

内で第50回神奈川県高圧ガス地震防災緊急措置

訓練を開催いただくなど、高圧ガスに係る事故

防止に御尽力いただいておりますことに厚く御

礼を申し上げます。

近年は気候変動に伴う異常気象が頻発するな

ど、自然災害はより激しさを増しています。激甚

化する自然災害に対する準備は欠かせません。

特に本年は、大正12年に発生した関東大震災か

ら100年という節目を迎えます。首都直下地震、

南海トラフ地震等の発生が危惧されている中、

皆様におかれましては、日頃から震災対策に取

り組まれているところでありますが、当局とい

たしましても、過去の震災等の経験と教訓を踏

まえ、貴協会をはじめ関係機関との連携をこれ

まで以上に強固にし、大規模地震発生時に迅速

かつ的確な対応が図れるよう地域の総合的な防

災力強化に努めてまいります。

さて、令和5年は卯年（うさぎ年）です。「卯」は

穏やかなうさぎの様子から安全、温和の意味が

あるようです。また、うさぎのように跳ね上がる

という意味があり、卯年は何かを開始するのに

縁起がよく、希望があふれ、景気回復、好転する

よい年になると言われています。

そうした中、4月には「液化石油ガスの保安の

確保及び取引の適正化に関する法律」に係る事

務・権限の一部が神奈川県から本市に移譲され、

当局が事務等を担当させていただきます。移譲

を受けた事務等を適切かつ円滑に執行するた

め、現在、必要な体制整備等を進めております

が、今後とも神奈川県及び県内の指定都市がよ

り一体となり、保安体制の更なる発展と防災力

の向上に努め、市民の皆様の安全・安心の確保に

邁進したいと考えております。

そして、10月には当局の新たな消防本部庁舎

を運用開始予定としております。現在、建設の槌

音高く、順調に工事が進められておりますが、消

防機能の継続性、迅速性、機動性等が格段に強化

された庁舎に生まれ変わります。この新庁舎が

安全・安心の象徴となるよう、全職員が一丸と

なって、当局の基本目標である「安全・安心を実

感できる都市ヨコハマの実現」に向けた各種施

策を進めてまいります。

結びに、貴協会のさらなる御発展と会員皆様

の御健勝を心からお祈り申し上げるとともに、

本年が災害のない安全・温和な一年となり、そし

て、飛躍の年となりますことを御祈念申し上げ、

年頭の挨拶とさせていただきます。

横浜市消防局長

平中 　隆氏
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新年明けましておめでとうございます。
一般社団法人神奈川県高圧ガス保安協会会員

の皆様におかれましては、令和5年の新春を健や
かにお迎えのこととお喜び申し上げます。
また、皆様には、日頃から高圧ガスに係る保安

の確保、事故防止に御尽力いただいております
ことに、深く感謝申し上げます。
昨年を振り返りますと、新型コロナウイルス

感染症は第6波、第7波、第8波と感染が拡大し、
いまだ収束が見えない状況であり、国内で感染
が確認されてから約3年が経ちますが、皆様の事
業所、行政機関も含めて、社会全体で生活様式、
働き方などに大きな変化がもたらされているも
のと思います。消防機関といたしましても、複雑
多様化する災害等に備えるとともに、引き続き
エッセンシャルワーカーとしての自覚を持ち、
業務を遂行していきたいと考えているところで
ございます。
昨年は、川崎市内においては大きな災害等は

なかったものの、全国に目を向けますと、新潟県
村上市での工場火災や北海道知床半島沖におけ
る観光船沈没事故などが発生しており、自然災
害では台風等大雨での被害や福島県沖及び石川
県能登地方において震度6弱以上の地震が発生
しております。これらの災害への対応に当たり、
事業所における各種防災訓練や、例年実施して
いる「高圧ガス地震防災緊急措置訓練」などにお
いて、警察、消防をはじめ、関係機関や事業所と
の連携体制を確認することで防災力の向上につ
ながるものと考えております。

さて、高圧ガスを取り巻く環境についてでご
ざいますが、国の施策といたしまして2050年ま
でにカーボンニュートラルを目指すことが宣言
されております。
川崎市におきましては、令和6年7月1日に市制

100周年という節目を迎え、次の100年に向け、
より豊かな環境を未来につないでいくために、
脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ
2050」を策定し、市民・事業者・行政が一丸とな
り、脱炭素社会の実現を目指しているところで
ございます。
現在、高圧ガスは様々な分野において、エネル

ギー源や医療用等として使用されております
が、とりわけ、水素は、輸送・発電・産業といった
多様な分野の脱炭素化に大きく寄与するもので
あり、今後、水素社会実現に伴う安全の確保に向
け、消防を始め行政機関の果たすべき役割は大
きくなっていくものと考えております。
今後も、神奈川県と指定都市が一体となり、貴

協会及び会員の皆様と連携を強化していくこと
で、高圧ガスの保安体制の更なる充実を図って
まいりたいと考えておりますので、より一層の
御支援と御協力を賜りますよう、よろしくお願
い申し上げます。

結びに、貴協会のますますの御発展と会員の
皆様の御健勝と御多幸をお祈りするとともに、
本年が高圧ガス災害ゼロの穏やかな一年になる
ことを祈念申し上げまして、新年の挨拶とさせ
ていただきます。

川崎市消防局長

原田 俊一氏
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新年明けましておめでとうございます。

令和5年の新春を迎え、一般社団法人神奈川県

高圧ガス保安協会の会員の皆様に謹んで年頭の

ご挨拶を申し上げます。皆様には、日頃から高圧

ガス保安行政の推進に、格別のご理解とご協力

を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、令和2年当初か

ら始まった新型コロナウイルスが全国的に猛威

を振るい、私たちの日々の生活に甚大な影響をも

たらしました。本市におきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の第6波、第7波の流行に加えて、

猛暑による熱中症の影響により、年間の救急出場

件数が過去最多を記録し、臨時の救急隊を編成

するなどして救急需要に対応したところです。

昨今、世界規模の気象変動が危惧されるなか、

昨年も7月から9月にかけて、台風をはじめとす

る大雨による被害により、多くの尊い人命と財

産が失われました。また、宮城県や福島県で最大

震度6強を、石川県では最大震度6弱を観測する

地震が発生するなど、様々な自然災害が全国各

地で発生しました。

本市におきましては、こうした災害や複雑多

様化する火災・救急事象に適切に対応できるよ

う、消防力の更なる充実強化に向け、職員一丸と

なって取り組んでおります。

貴協会におかれましては、高圧ガス関係事業者

を対象とした、あらゆる講習会の開催をはじめ、

高圧ガス施設の検査や点検等を実施していただ

き、事業所の安全・安心の推進に取り組んでいた

だいていることに、心より感謝申し上げます。

また、会員の皆様におかれましては、それぞれ

の事業所における自主保安体制の確立と防火管

理に関するご理解、ご協力をいただき誠にあり

がとうございます。

本県において高圧ガスに関連する大きな事故

が発生していないことは、日頃から貴協会や会

員の皆様による自主保安意識の高揚と保安管理

技術の向上にご尽力いただいている賜物だと考

えております。今後とも引き続き、これらの取り

組みを着実に進めていただくことを期待してお

ります。

本年の4月1日には、地方分権改革の一環とし

て、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律の事務・権限が、神奈川県から移

譲されます。貴協会をはじめ関係団体の皆様と、

より一層の緊密な連携を図り、高圧ガスに係る

保安の確保を推進していく所存であります。

結びに、本年が無事故無災害の1年となります

よう、そして貴協会のますますのご発展と会員

の皆様のご健勝をお祈り申し上げ、年頭のご挨

拶とさせていただきます。

相模原市消防局長

小松 幸平氏
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