
 

 

 

 東京都と東京都高圧ガス地域防災協議会の主催による、2019年（令和元年）

度東京都高圧ガス防災訓練は、10月 18日（金）に東京都東大和市桜が丘二・

三丁目の「東京都立東大和南公園 運動広場及びゲートボール場」で開催さ

れました。参加人員は 689人、参加事業所数は 311でした。                                                            

１．開会式 

 開会式は 12時 30分から、東京都高圧ガス保安協会の古川 誠専務理事の

開会の辞で始まりました。開会に先立って、台風 19号により被災され犠牲に

なられた方々のご冥福をお祈りして黙祷を捧げました。 

 

開会式では最初に東京都環境局・奥田 信之次長の開会の挨拶に続いて、防災訓練副本部

長の東京都高圧ガス地域防災協議会・深尾 定男会長の挨拶がありました。 

【奥田環境局次長挨拶】 

東京都環境局次長の奥田でございます。令和元年度東京都高圧

ガス防災訓練の開会にあたり、一言、御挨拶申し上げます。  

本日、御多忙のところ、御参加いただきました高圧ガス事業

者や団体事務局の皆様方、並びに開催にあたりまして多大な御

支援をいただきました、警視庁東大和警察署、東京消防庁北多

摩西部消防署、日本赤十字社東京都支部及び救護ボランティア

の皆様方に、心より感謝申し上げます。また、御多忙のところ、

東京都議会議員 谷村様、伊藤様、関東東北産業保安監督部 企画調整官 西野様、東京消

防庁予防部長 山本様をはじめ、多くの来賓の皆様に御来場いただきまして、厚く御礼申し

上げます。東京都高圧ガス地域防災協議会の皆様には、日頃より高圧ガスの保安確保に多大なご

協力をいただいております。また、災害発生を想定して各地区でガス供給体制や連絡・出動

態勢を整えるとともに、定期的に訓練を重ねるなど、都の災害対応においても大きな役割を

担っており、こうした取り組みに対して、改めて感謝申し上げます。 

先月の台風 15号に続き、先週末の台風 19号は、各地に甚大な水害、土砂災害をもたらし、

各方面、多くの関係者が懸命な努力を行っているものの未だ復旧の目途が立っていない状況
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にあります。今回の台風被害にあわれた皆様には心よりお見舞い申し上げます。また、昨年

発生した大阪府北部地震や北海道胆振東部地震なども記憶に新しいところです。 

こうした大規模な自然災害が発生した際には、高圧ガス施設の被災や容器の破損、流出と

いう事故につながる可能性もあり、迅速かつ的確な対応が求められます。さらに自然災害だ

けではなく、高圧ガス関係の事故もここ数年高止まりの傾向が続いています。高圧ガスの爆

発や火災等の事故は、場所や状況によっては深刻な被害につながる恐れがあります。 

 事故等の発生を未然に防止することは言うまでもありませんが、万一、事故等が発生した

場合でも、適切な対応を取り、最小限の被害に留めることが重要です。 

本日の実践的な訓練を通じて、災害時や事故時の緊急対応能力を向上させるとともに、関

係機関との更なる連携強化を図っていただきたいと思います。 年に一度の訓練ではありま

すが、都内の 500にのぼる事業所の皆様と行政が協力して実施する訓練です。いつかは起こ

る、今起こるかもしれない災害に今回の訓練を通じ備えることで、必ずや迅速かつ適切な対

応が可能になるものと考えております。 

 最後に、本日の訓練が事故なく、成功のうちに終了し、今後の高圧ガス防災対策に大きく

寄与することを期待いたしまして、私からの挨拶とさせていただきます。 

 本日は、よろしくお願いいたします。 

【深尾副本部長挨拶】 

ご紹介いただきました地域防災協議会の深尾でございます。 

本日は、令和元年度東京都高圧ガス防災訓練にご参加をいただ

き、誠にありがとうございます。お陰様で、本日 48回目の訓

練を、ここ都立東大和南公園で実施できる運びとなりました。 

 一昨年度の防災訓練を立川市で予定しておりましたが、悪天

候により中止となり、このたび多摩地域での訓練を実施できる

運びとなったことは、大変意義深いことであります。開催に際

し、ご尽力いただきました警視庁東大和警察署、東京消防庁北多摩西部消防署及び東京都建

設局西部公園緑地事務所様に、心より感謝申し上げます。また、公務ご多忙中にもかかわら

ず、本日ご来賓としてご参加いただいております経済産業省産業保安グループ及び関東東北

産業保安監督部、方々に厚くお礼申し上げます。 

さて、今年 9 月 9 日に関東地方に上陸し東京電力管内で、最大 93 万世帯にも上る大規模

な停電をもたらした台風 15 号による被害復旧が終わらぬ状況の中、更に強い最大級の台風

19 号が 10月 12日、日本列島を襲いました。集中豪雨による被害は 1都 12県の広範囲に及

び、被害状況の全容は把握しきれていないほどの大規模なものとなっている模様です。被災

に遭われた方に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします。 

なお、幸い都内では高圧ガス設備の被害報告はありませんが、他県では設備の損傷や車両被

害などもあったと聞いています。 

昨今、極端な気候変動による台風の巨大化、集中豪雨など、自然災害の脅威が増し、また

南海トラフ地震も今後 30年以内の発生確率が 80％と高まっているといわれています。 

平素から災害に対する措置を講じるとともに、万一に備え、訓練の実施や危害予防規程な



ど、全員が確認しておくことが重要です。 

 今申し上げました通り、自然災害が頻発し、また冷凍設備からの冷媒の漏洩など高圧ガス

の事故も増加している昨今、例年にも増して訓練を現実のものと捉え、緊張感をもって取り

組んでいただきたいと思います。 

本日訓練に参加する地域防災協議会各支部の皆様は、多くの時間を費やし準備されてきたこ

とと思います。 

ご苦労様でした。 

 本日の訓練によって、参加者の知識と技術の向上、事故の防止や被害の最小限化に向け、

組織防災力が一層強化されることを期待しています。 

【来賓挨拶 都議会議員（要旨）】 

 続いて来賓として出席された 2人の都議会議員（谷村 孝彦様、伊藤 しょうこう様）のう

ち谷村議員から概略以下のようなご挨拶をいただきました。 

 

★谷村議員  

  地元選出の谷村孝彦です。本日は八王子選出の伊藤しょう

こう議員とともに出席しています。この度、東京都並びに深尾

会長をはじめとする東京都高圧ガス地域防災協議会の主催で盛

大に訓練が開催されますことにお慶びを申し上げます。現在都

議会公明党と小池知事が連携し、都内公立小中学校にエアコン

設置を令和元年度から本格的に進めています。台風 15 号 19 号

では停電リスクが取り上げられ避難所へのエアコンだけでなく

非常用電源装置を設置し、そのエネルギー源として LPガスを推

進していきます。府中市ではすべての公立小学校にエアコンを設置し、来年度は中学校にエ

アコンの設置を進める際、全て LPガスとします。災害に強い LPガス、身近なタクシーのエ

ネルギーとしての LP ガスを活用する中、このように防災訓練を行いガスの取扱いに関わる

危険性を認識し、市民が身近なガスに対する安心感を高めていくことができると思います。 

本日の訓練が有効で大きな成果を上げられるよう期待しています。 

 

２．訓練実施状況 

  訓練進行表を次頁に掲示します。 



  訓練進行表 

 

 



３．訓練項目及び訓練内容 

 訓練では最初に 2つの実験が実施されました。 

Ⅰ 実 験 

１．アセチレン逆火阻止実験 

 この実験は、酸素ガス・アセチレンガスの混合ガスがホース内で逆火して事故となる 

状況の観察と逆火防止器の効果を観察するもので、次の 3つの実験が実施されました。 

① ホース破裂実験 

ホース内を走る逆火の速度とホースが破裂する様子を観察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 逆火阻止実験 

乾式安全器を用いて、逆火が阻止される様子及び容器側のホースが破裂しないことを

確認する。 

 

 

 

 

 

 

 



③ 逆火威力実験 

水封式安全器を用いて、サッカーボールを高く打ち上げ、逆火の威力を観察する。 

 

 

 

 

 

 

２．カートリッジ缶燃焼破裂実験 

  ＬＰガスカートリッジ缶及び殺虫用スプレー缶が過熱された場合の爆発過程や破裂す

る状況を観察することにより、消費先で無造作にゴミとして捨てられる缶について、その危

険性を注意喚起するための実験で、実験は、頑丈な金網で作られた実験用のケースの中にＬ

Ｐガスカートリッジ缶・殺虫用スプレー缶等をセットし、下部よりバーナーで加熱すること

で、爆発や火災の状況を観察する。 

 



 

次に、以下のような基礎訓練が実施されました。 

Ⅱ 基礎訓練 
１．アセチレンの物性説明並びに消火及び漏えい処置訓練 
 【実施機関】一般ガス部会城西支部、多摩支部、＜協力＞北多摩西部消防署 
【訓練内容】(1)溶解アセチレンの物性等についての説明 
      (2)アセチレンの消火訓練及び漏えい処置訓練 
        ①バルブの閉止による消火訓練 

      ②空気遮断による消火訓練 
      ③消火器による消火及び漏えい処置訓練 

２．移動基準遵守訓練 
【実施機関】一般ガス部会城南支部 
【訓練内容】ばら積み車両による一般高圧ガス容器積載移動について、移動基準に即した 

積載方法について実車両を用いて実演する。 
３．塩素及びアンモニアの説明並びに漏えい処置訓練 
【実施機関】一般ガス部会城北支部 
【訓練内容】(1)塩素・アンモニアの物性と使用する防災資材及び保護具類の説明 
      (2)塩素・アンモニア 50kg容器バルブへの防災キャップ取付け訓練 
      (3)塩素 50kg事故容器を収納する訓練 

４．応急救護訓練 
 【実施機関】ＬＰガス地域防災部会、＜協力＞日本赤十字社東京都支部 
 【訓練内容】日本赤十字社の指導により、ロープの結び方の訓練を行う。 
５．一酸化炭素ガス等測定訓練 
【実施機関】ＬＰガス地域防災部会、＜協力＞警報器工業会 

 【訓練内容】メーカーの指導により、一酸化炭素測定器、可燃性ガスの検知器の使用方法 
を習得する。 

６．容器バルブガス漏れ処置訓練 
【実施機関】ＬＰガス地域防災部会 

 【訓練内容】容器バルブからのガス漏れを想定し、ガスを遮断するために、防災キャップ 
を確実に取り付ける訓練を行う。 

７．ＬＰガス緊急収納容器へのガス容器収納訓練 
【実施機関】ＬＰガス地域防災部会 

 【訓練内容】ガス漏れを想定したＬＰガス容器をカプセルの容器（緊急収納容器）に収納 
する訓練 

 

容量 100％カセットコンロ用 
カートリッジ缶 

使用済みカセットコンロ用 
カートリッジ缶 

容量 100％キャンプ用 

カートリッジ缶 



８．ＬＰガス消火訓練（水消火器による消火訓練） 
【実施機関】ＬＰガス地域防災部会、ＬＰガススタンド部会、＜協力＞北多摩西部消防署 

 【訓練内容】消防署の担当官から、消火器の種類、構造、取扱い方、消火方法等の指導を
受ける。 

９．ＬＰガス発電機の始動体験 
【実施機関】ＬＰガス地域防災部会、＜協力＞矢崎エナジーシステム㈱ 

 【訓練内容】訓練参加者に、ＬＰガス発電機の指導方法を説明して、実際に体験してもら
う。 

10．ＭＣＡ無線機通信訓練 
【実施機関】ＬＰガス地域防災部会 

 【訓練内容】大規模災害等の発災時の情報連絡手段の確保のため、ＭＣＡ無線機の操作を
習得することを目的に通信訓練を行う。 

11．通報訓練 
【実施機関】ＬＰガススタンド部会、＜協力＞北多摩西部消防署 

 【訓練内容】消防署の担当官から、通報模範演技及び１１９番通報時の留意事項について
の指導を受ける。 

12．ＡＥＤ使用訓練 

【実施機関】ＬＰガススタンド部会、＜協力＞日本赤十字社東京都支部 
【訓練内容】日本赤十字社の担当者から事故・災害時等におけるＡＥＤ使用方法の指導を

受ける。 
13．防毒衣、空気呼吸器の着装訓練 

【実施機関】冷凍部会 4支部、＜協力＞㈱重松製作所 
【訓練内容】4 支部指導員とメーカー保安機材担当者の指導を受け、毒性冷媒ガスの事故

処理に不可欠である防毒衣・空気呼吸器の構造・着装方法・管理方法等の説明
を受け、正しく迅速に着装出来るように訓練し習得する。 

14．発電機の操作訓練 
【実施機関】冷凍部会 4支部 
【訓練内容】災害時の停電で、冷媒ガス漏えい等の緊急時に照明・排気活動に対処すべく、

発電機を操作できるように訓練習得する。 

15．初期の救助訓練 
【実施機関】冷凍部会城南支部 
【訓練内容】地下1階機械室内で、作業者がフルオロカーボンの冷凍装置を整備するため、

脚立を使用し高所にある送液管のバルブ締め作業をしていたところ、フランジ
部分から高圧の液が白煙を噴出し漏えいした。 
このため作業者は驚いてバランスを失い落下、腰を強打し動けなくなったこと
を想定。 
又、機械室内に設置してある酸素濃度測定器のフリッカブザーが鳴動したため、
それに気づいた保安責任者と機械係が機械を停止、指揮者、搬送車 2 名、補助
員、負傷者の 5 名のチーム編成で役割を分担し、空気呼吸器を着装のうえ、担
架により負傷者を迅速に搬送する訓練を行う。 

16．冷媒ガス漏えい処置訓練 
【実施機関】冷凍部会多摩支部 
【訓練内容】冷蔵室冷媒低圧配管のピンホール箇所からの冷媒ガス漏えいを想定し、指揮

者、処置者 2名、補助員 2名の 5名チーム編成で役割を分担し、空気呼吸器を
着装して、発電機、排煙機、投光器を操作しながら、冷媒ガス漏えい部にバン
ド掛けを迅速に処置する訓練を行う。 

17．常時展示 
フロン排出抑制法・オゾン層保護に関するパネル展示及びフロン漏えい等に関する最新
情報、各種関連機器の展示 

【実施機関】冷凍部会 4支部、＜協力＞㈱重松製作所 
【訓練内容】日本赤十字社の担当者から事故・災害時等におけるＡＥＤ使用方法の指導を



受ける。 

18．逆火防止弁等防災関連機器の展示 
【実施機関】＜協力＞日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱ 
【訓練内容】Ⅰ実験「アセチレン逆火阻止実験」で示す逆火防止弁などの防災関連機器の

展示 
19．①ＬＰガス張力式ガス放出防止調整器等の展示、②高圧ガス防災工具の展示、③ＬＰガ 

ス発電機の展示、④ＦＲＰ容器の展示 
【実施機関】①㈱桂精機製作所、②ＬＰガス地域防災部会、③矢崎えねじーシステム㈱、

④中国工業㈱ 
【訓練内容】①所定以上の荷重が加わった時にガスを閉止する機構を持つ張力式ガス放出

調整器と他安全機器を組み合わせた展示を行う。 
②高圧ガス移動中に、緊急時に使用する防災工具の使用目的と使用方法につ
いての説明を受ける。 

③メーカーの協力により、ＬＰガス発電機の展示を行う。 
④メーカーの協力により、ＦＲＰ容器の展示を行う。 

20．災害救助用食糧の配布（ショートブレッド及びアルファ化米（白粥）） 
【実施機関】東京都環境局 
【訓練内容】更新時期を迎える災害救助用食糧の配布により、食品ロスの削減を図るとと

もに、防災備蓄の重要性を認識する。 
21．起震車 
【実施機関】北多摩西部消防署 
【訓練内容】起震車により、地震の怖さを疑似体験し、地震災害の危険性を認識する。 

  基礎訓練-1  基礎訓練-2  基礎訓練-3 

 基礎訓練-4  基礎訓練-5  基礎訓練-6 

 基礎訓練-7  基礎訓練-8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 総合訓練 

【総合訓練―１】高圧ガス容器の運搬の法令遵守と安全確保  
【実施機関】一般ガス部会、＜協力＞東大和警察署、東京都環境局 
【訓練内容】高圧ガス容器の運搬については、例年 11 月に行われる危険物運搬車両に対

する指導取締りにおいて法令違反が見つかっており、中には悪質なケースもあ
ることから、今回新しい試みとして、警察の協力を得て輸送の安全確保と確実
な法令遵守について、指導取締りのやり取りを通じて理解することを目的とし
て実施した。訓練の内容は以下のとおりである。 
（１） 防災事業所の活動 

① 出発前に免許証、イエローカード、警戒標識、消火器、防災資機材な
どの確認を行う。 

② その後、ユーザーに向かう路上で警察による取締りを受け、受け答え
を行う。 

（２） 警察署の活動 
① 路上で高圧ガス運搬車両を見つけ、検査実施場所まで誘導する。 
② 東京都（環境局環境改善部環境保安課）と協力して指導取締りを行う。 
③ 不備を見つけて指摘する。 
④ 訓練実施後、指導取締りへの協力と安全確保の重要性を説明し、法令

遵守を要請する。 

基礎訓練-10 基礎訓練-9 

 

基礎訓練-12 

 

基礎訓練-15,16 

 

基礎訓練-17 基礎訓練-19 

 

基礎訓練-21 

 



 

【総合訓練―２】地震時における冷凍冷蔵倉庫機械室からのアンモニアガス漏えい事故処置訓練  
【実施機関】冷凍部会中央第一支部・中央第二支部、＜協力＞東大和警察署、北多摩西部

消防署 
【訓練内容】地震時における冷凍冷蔵機械室からのアンモニアガス漏洩事故処置について、 

以下の想定で訓練を行った。 
緊急地震速報が流れ、震度 5 強の地震が発生し、しばらくしてアンモニアガ

ス漏洩警報器が作動、作業者 2 名が防毒面をかぶり機械室に点検に向かうが漏
洩がひどく、アンモニアガスの漏れ箇所が特定できない。点検作業中作業者 1
名が転倒し足を骨折動けなくなったため、作業者が背負い機械室外へ連れ出す。 
点検作業者は、保安責任者に事故の状況を報告。保安責任者は、アンモニアガ
ス漏洩事故発生を消防署・警察署・東京都へ通報し応援出動を要請する。関係
機関及び地域防災協議会の支援を受けて事故災害の拡大を防ぐとの訓練であっ
た。訓練の内容は次のとおり。 
（１） 事業所の活動 

       ① 地震発生と同時に冷凍機が自動停止、その後監視室内のアンモニアガス 
漏えい検知器が作動し鳴動する。機械室でのアンモニアガス漏えいが判明 
した。（機械室内に発煙筒をつける） 

②  作業者２名が防毒面を装着し、機械室へ向かい、アンモニアガス漏えい 
個所の特定にあたる。 

③ 機械室内には多量のアンモニアガスが漏えいしており、白煙により機械 
 室内の内部が見えない。 

④ 漏えい個所を特定するべく発見に努力するが漏えい個所がなかなか発 
見できない。その際に１名が転倒し骨折、動けなくなったため、作業者１ 
名が負傷者を背負い機械室外へ搬出する。 

       ⑤ 作業者は保安責任者に事故状況を報告 
⑥ 保安責任者は消防・警察・東京都庁にアンモニアガス漏えい事故発生を 
 通報し、出動を要請する。 

（２） 事業所の対応 

① 保安責任者は、事故対策本部を設置し、地域防災協議会に応援出動を    
要請する。 

② パトカーの先導により地域防災協議会の応援要員４名が到着。 

（写真１）検査実施中 （写真 2）消火設備等の検査 

(写真 3)転落・転倒防止措置の検査 (写真 4)イエローカード携帯の検査 



③ 保安責任者は、負傷者の救助を事業所の救護班に要請し、救護班は、担架を使
用し事故対策本部に負傷者を搬送する。    

④ 保安責任者は、事業所の作業員２名及び応援要員４名に漏えい個所の特定と応
急処置を要請、また、救護班は、近隣住民に風上への避難をメガホンで呼びかけ
る。 

⑤ 応急処置班は、空気呼吸器を装着し、発電機、ライト、ロープを使用し、漏え
い個所の特定にあたり、低圧配管の亀裂部分からアンモニアガスが漏えいしてい
ることを確認し、漏えいに関連するバルブを閉止するとともに、漏えい個所にバ
ンド掛けの応急処置をする。 

（３） 消防署の活動 

事故発生の通報と出動要請を受けた消防署は直ちに消防車、救急車で事故発生 

事業所に出動する。事故発生事業所に到着後以下の作業を行う。 

① 消防隊長は、事業所の保安責任者から、現状の報告を受ける。 

(保安責任者は消防隊長に状況を説明する) 

ア・ １名負傷者がいること。 

イ・ 機械室内にアンモニアガスが充満しており、白煙により機械室内部が見えな
い。漏えい個所が特定できないため散水し機械室内のアンモニアガスの希釈を
要請する。 

ウ・ 要請を受けた消防隊は、直ちに機械室内に散水アンモニアガスの希釈を開始
する。 

② 救急車が到着、負傷者の応急手当てを行った後、救急車に収容、病院に搬送する。 

③ 消防隊の散水により１階機械室内のアンモニアガス濃度が下がり、機械室の視界
が良くなったため散水を中止する。（約 2分間） 

④ 地域防災協議会の応急処置班が漏えい個所の応急処置を実施する。 

⑤ 応急処置実施後、アンモニアガス濃度測定のため、作業員は、ガス検知器でア
ンモニアガス濃度が下がり危険がなくなったことを確認し保安責任者に報告、保
安責任者は、消防隊長と警察署員にこのことを報告する。 

（４） 警察署の対応 
警察署員は、事故発生の通報と出動要請を受けたのち、直ちにパトカーで 

出動し地域防災協議会の作業車を先導し事故現場に到着する。事故発生事 
業所に到着後、以下の活動を行う。 

① 警察署員は、事業所の保安責任者から現在の処置状況の報告を受けた後、
事故発生事業所周辺の交通規制と事業所内の立ち入り禁止、並びにパトロ
ールカーによる広報活動を実施する。（訓練会場を１周する） 
② 警察署員は、保安責任者から機械室内のアンモニアガス濃度が下がり危険 
がなくなったとの報告を受けた後、交通規制の解除と近隣住民に対して避難 
解除を広報する。 

（５） 事業所の対応 
 保安責任者は事故対策本部を解散。以上をもって、総合訓練を終了する。 

４．閉会式 

全ての訓練が終了後、防災訓練本部長である筧 直東京都環境局環境改善部長からの講評、

及び関東東北産業保安監督部の西野 清則企画調整官、東京消防庁北多摩西部消防署の岡田 



一将署長のご挨拶がありました。 

 最後に東京都高圧ガス地域防災協議会の尾崎 義美副会長から閉会の挨拶がありました。 

講 評  

【筧本部長】 

本日の訓練は、事故もなく無事に予定の内容を終了いたしました。

訓練に参加された皆様方、本当にお疲れ様でした。事前準備の段階か

ら、本日の訓練までご指導・ご協力いただいた、警視庁東大和警察署、

東京消防庁北多摩西部消防署、日本赤十字東京都支部および救護ボラ

ンティアの方々、地元東大和市の皆様方に深く感謝いたします。また、

都議会議員の谷村様、伊藤様、関東東北産業保安監督部の西野様をは

じめ、大変お忙しい中、ご来場いただいた来賓の皆様方にも厚く御礼申し上げます。 

本日の訓練について講評申し上げます。まず、アセチレン逆火阻止実験や、カートリッジ

缶燃焼破裂実験では、圧ガスの危険性をあらためて認識することができたと思います。続い

て、基礎訓練ですが、連絡訓練、ガスの漏えいや処置に関する訓練、応急救護訓練、ＬＰガ

ス消火訓練等の基礎訓練が行われました。 

言うまでもありませんが、事故や災害発生時の初動が大変重要です。迅速かつ正確な情報

収集を行い事故の被害を最小限度にする。本日の基礎訓練では、そうした初期対応の手順を 

あらためて確認する上でも、大変有益なものであったと思います。 

最後に総合訓練を実施しました。高圧ガス容器の運搬の安全確保、法令順守は東京オリン

ピック・パラリンピックの開催やテロ対策に向け益々重要になっています。危険物の運搬に

関しての遵守事項を改めて確認ができたことと思います。 

もう一つは地震時のアンモニアガス事故に対する処置訓練でした。関係機関への通報、応

援要請、救護、処置まで適切に行われました。 

災害が起きた時には関係機関との連携が非常に重要だということが確認することが出来

たと思います。本日の訓練では、いずれの訓練も、皆様は真剣な態度で参加され実りの多い

訓練になったと思います。今後もこうした訓練を継続して実施し、高圧ガスの保安に努めて

いきたいと思います。 

今回の訓練では約 800人という多くの方に参加いただきましたが、ぜひ、本日、お集まり

の皆さんが、各々の職場で保安の確保と防災力の向上に努め、高圧ガス保安活動におけるリ

ーダーとして活躍していただけるようお願いして、私の講評とします。本日は大変にお疲れ

様でした。 

【西野企画調整官】 

 台風 15 号、19 号により被災された方々に心よりお見舞いを申し上

げます。また災害活動に尽力された方々に感謝を申し上げます。 

白井部長の挨拶を代読させていただきます。 

 本日は参加された皆様お疲れ様でした。多くの関係者が一堂に会し、

一人一人が全力に取り組まれたことに敬意を表します。実験、基礎訓



練、総合訓練と 3つのパートに分かれ、現実に発生しうる事故を想定し臨場感のある訓練を

創意工夫し行われたものと思います。首都直下地震による高圧ガスに起因する災害が発生し

た場合でも本日の成果が生かされ初期鎮圧、拡大防止、救護活動などが適切に行われること

を願ってやみません。 

挨 拶  

【岡田署長】 

 本日は小雨の降る中の訓練お疲れ様でした。本日の訓練は、東京都

と高圧ガス 3 団体が中心となり、各関係機関が連携した実践的な訓練

を実施していただきました。 

各訓練に参加された皆さんの真剣なまなざしと取組みを拝見して、

東京消防庁としてたいへん心強く感じた次第です。 

近年、日本列島は数多くの自然災害に相次いで見舞われており、こ

れら自然災害に高圧ガス施設が巻き込まれることもあろうかと思います。防災保安に携わる

我々はあらゆる災害に備え、万全の準備をし、都民の皆様の信頼と期待に応えていかなけれ

ばならないと考えております。 

本日の訓練内容を活かしながらもさらなる技術の向上と連携強化を図っていただくこと

を切にお願いし、私の挨拶とさせていただきます。本日はたいへんお疲れ様でした。 

閉会挨拶 

【尾崎副会長】 

本日は滞りなく訓練を終えることが出来ました。関係各位の皆様に

は本当にご苦労様でした。 

さて、15 号台風による被災者が復旧されないままに大きな 19 号台

風がやってまいりました。最近の災害は、震災というよりも水害や風

害が多く、我々高圧ガスの協議会としてもそれに備える訓練が一層重

要となってまいりました。特に水害に対しては、液体燃料の発電機が

使えなくなってしまうため、私たちのLPガスを燃料とした発電機が重要視されてくるとこ

ろです。また、医療用の酸素など高圧ガスの重要性が益々増してまいりました。 

そうした中で、本日の訓練を通じて培った訓練の技と実施したことを事業所に戻ってから

繰り返しながら、実際に災害が起こったらどう対処したらよいかということを肝に銘じなが

ら、この業界の発展のために一層努力していただきたいと思います。 

最後に被災された地域の皆様方の一日も早い復旧と、本日ご参集された皆様方のご健勝を

お祈り申し上げて閉会のご挨拶とさせていただきます。 

※ご来賓の祝辞、講評、挨拶などの文責は、会報編集人にあることを申し添えます。 

以上 


