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新たなエネルギー事業環境と対応策
ー需給逼迫、オール電化拡大、CN 対応等加速する電力事業の変化ー

◀

多くのガス事業者が低圧電力を扱うようにな

び活発化するエリアが散見されることが挙げら

り、ガスとのセット販売率を高めることが重要

れる。対抗策として「オール電化プラン」を自

課題となってきた。特にLPガス業界では同業他

ら採用するガス会社も既に出てきた。また、政

社との顧客争奪戦の中で、商権を守るための有

府の脱炭素宣言以降、工場・企業等のCO₂フリー

用な手段と見込まれ、電力事業の価値も上がっ

電力の発注は急増している。ガス業界でも大手

てきている。

企業が自社使用電力の一部で導入を開始し小売

そのような中、今年 1 月、電力市場価格は需

にも着手する動きも活発化してきた。

給逼迫により平均100円/kWh を超す日が続出、

今後の電力事業をどのように考

15 日には一時 251円/kWhという驚異的な高値

えるべきか、新電力大手、イーレッ

を記録し、17日には経済産業省がインバランス

クス㈱グループのエバーグリーン・

価格に上限を設けるなど市場に介入するまでに

マーケティング㈱ ** の境野春彦・

至った。市場連動型料金プランを契約している

境野副部長

需要家や JEPX*を主要な調達先とする新電力が

営業部副部長に話を聞いた。

〈編集部〉データバンクは次号に収録致します。
ご了承ください。

苦慮したことは記憶に新しいところだ。
自由化後の問題では他にオール電化攻勢が再

費ゼロで蒸気を燃料として購入することで環境

廃プラ等 RPF ボイラ竣工式

負荷の低減と燃料費の大幅なコストダウンがで

マルエイが岐阜の食品工場に提案設置

きる」
と専用ボイラの利用を提案し、同工場での

㈱マルエイが推奨する廃プラスチック、古紙

導入に至った。
竣工式で中村源次郎・秋田屋フー

等を原料とするRPF 燃料用ボイラが岐阜県関市

ズ社長は
「RPF 燃料が日本各地、更に世界へと普

の食品工場で設置され 8 月24日、現地で竣工式

及拡大することに期待する」
と賛辞を贈った。

を行った。小型回転型燃焼炉 RPFボイラとして
は日本初の稼働事例。かねてから A 重油ボイラ
で食品の製造・滅菌用等に蒸気を利用していた
㈱秋田屋フーズが次世代工場として環境負荷の
少ない石油代替燃料を検討していた時、マルエ
イのアグリ・バイオエネルギー事業部では
「設備
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を心配する声も出

● 1月の電力需給逼迫を事前に予測、“ 新電力苦

ている。還元策と

境” でも決算予想上方修正、代理店還元も

して創設したオー
ル電化対応プラン

〈電力需給逼迫とイーレックスの対応〉

は、既にオール電

今年 1 月上旬の断続的な寒波により電力需要

金曜日

第 1728 号

イーレックスの電源調達構成
市場取引（JEPX）
相対電源
自社電源
※状況を見てバランスを取る

化攻勢に舵を切った九電等のエリアから始めた。

が大幅に増加し料金急騰の要因となった。LNG
在庫が減少し火力発電の稼働が抑制され、需給

『電気＝クリーン』といったイメージがテレビ C

逼迫の事態を招いた。このような厳しい環境に

Mなどでも喧伝され始めており、ガス事業者は

晒された新電力だが、イーレックスは 3 月期決

十分留意すべきだと思う。九州、中国エリア共

算予想で上方修正し、調達戦略の確かさを証明

にオール電化対応プランの取扱いを開始したガ

してみせた。その理由について境野氏は、
「平素

ス会社もあり、業界として同プランを利用しな

から調達は市場取引に偏らないよう自社電源、

がらガスの環境特性などを訴えていくことも検

相対取引などとでバランスを取っている。昨年

討してもらいたい。もう一つの対応すべき点は、

末から今年初めの状況分析では夏のラニーニャ

『CO₂フリープラン』
の利用だ。既にLPガス会社

から厳冬を予想し、冬場の電力先物で手当てし

の中には自社利用電力としての導入***が始まっ

た他、市場取引の割合を減らし相対取引を増や

ている。当社でも特別高圧、高圧に加え、低圧

していたことが奏功した」
と説明。また、パート

電力向けCO₂フリープランを創設した。ユーザー

ナー
（代理店）
に対しては、
①中国・四国エリア向

の環境への意識は確実に変わってきており、申

け料金メニューの単価を値下げ②北海道、
東北、

込件数は更に加速するだろう」
と予測した。

北陸、九州エリアで20A以下メニューの提供を

* ㈳日本卸電力取引所
** 出資比率：イーレックス 77％、東京電力エナジーパー
トナー㈱ 23％
*** ダイプロ、大丸エナウィン、日本ガスコム
（以上 EGM
のパートナー企業）
、伊丹産業、サイサン等

開始
（あらゆる顧客を対象化した）
③オール電化
攻勢の激しい中国、九州エリアで、まず
「オール
電化対応プラン」
を導入
（中国電力のオール電化
プラン比▲3％、九電同比▲ 1％）
−するといっ
た還元策を打ち出し、ガス事業者等の経営戦略

企業情報

にも配慮した。
〈今冬の懸念既に、電力事業の検討課題とは〉

I・T・O 等 4 社「新入社員セミナー」

境野氏は「新電力は今年初め非常に厳しい環

2 日間で 1,300 人以上が受講

境となった。今後の電力需給は夏場の猛暑予測

I・T・O ㈱が、愛知時計電機

が外れ懸念は払拭されたが、今期も厳冬となっ

㈱、光陽産業㈱、理研計器㈱と

た場合、東京電力管内の予備率はマイナス（通

合同で 8 月 26、27 日にライブ

常 3％以上必要）
となる予測もある。大手企業な

配信した「基礎から学べるLP ガ

どに協力要請しているものの、自社の電力事業
高野専務

も く じ

ス事業者新入社員向けセミナー」

に240 社、延べ 1,350人が受講した。LPガス供

○内は頁

給機器、ガス検知器など基礎編を中心に 4 社が

〈企業情報〉▷伊丹グループ、新時代への挑戦④
▷EF、累

講師を務め分かり易く説明した。主催者挨拶で

計販売数40万台を突破⑧ ▷千葉県協保安講習会⑧

高野克己 I・T・O 専務が「本来ならば対面によ

▷千葉県立入検査⑧

る開催を希望していたが、コロナ禍のためメー

〈団体情報〉▷南関東地方LPガス懇談会⑥

▷ JLPA、9、10 月にWeb 講習

会⑧

カー 3 社と合同でのオンライン開催に切替えた。

〈トピックス〉▷新宿等で都市ガス供給停止⑧

LPガスの専門用語や知識を早く身に着け、現場
̶2̶
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で役立てて頂きたい」
と呼び掛けた。講義中、質

信頼関係を深める」ことを狙った。持ち時間は

疑応答も行われた。

1 人 15 分。3 人は豪雨や台風、さらには東日

篠島勇人 I・T・O 営業本部企画課マネージャー

本大震災、北海道胆振東部地震などに触れなが

は
「コロナ禍での LPガス機器に関する新人教育

ら、独自に作製したボード、チラシ、住宅の模

の悩みを聞き、今回初となる合同セミナーの開

型などを活用しエネファーム、エコジョーズ、

催を計画した。既に本セミナーを改めて受講し

発電機などを提案。訪問時の手指消毒、退去時

たいとの要望が多くあり、YouTubeに動画を受

のテーブル消毒など細かな配慮も目立った。

講者限定でアップする」
と伝えた。

山本学・ジャパンガスエナジー東日本支店長

〔セミナープログラム〕
〈1日目〉
▷
「ガス圧力調

の主催者あいさつ、鈴木亜津子・
（公社）
日本消

整器」国分惣一郎 I・T・O 営業

費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員

一部関東営業課マネージャー：

協会の講評があった。

国分氏

八木氏

調整器の種類、設置場所、構造

閉会あいさつで細川良治・ジャパンガスエナ

▷
「ガスメータ」
八木勇太・愛知

ジー取締役常務執行役員は「トークコンテスト

時計電機営業本部ガス営業推進

は二年ぶり。コロナ禍のなかで開催していいも

部
〈2日目〉
▷
「ガス栓」
山崎雷太・

のかどうか悩んだが、できる限りの感染防止対

光陽産業第二営業部東京営業所

策でウィズコロナ、アフターコロナの新時代を

係長、塩川哲哉・同部：都市ガ

見据え、いかにお客様とコミュニケーションを

ス・LPガスのガス栓の違いや設

深め、顧客接点を強化するかを示すのがわれわ

置事例、
製品紹介▷
「ガス検知器

れの使命・役割と考えて開いた。今後も皆さん

とCO検知器」
森山生大・理研計器東日本営業部：

の期待に応えるよう努力しブラッシュアップし

関係法令、製品の操作方法とメンテナンス

ながら開催したい」
と総括した。
ゴールド賞の平尾氏

細川取締役

JGE トークコンテスト北海道地区大会
ゴールド賞はいちたかガスワン平尾氏
㈱ジャパンガスエナジー東日本支店北海道営
業所（工藤昌之所長）は 8 月 26 日、札幌市・札
幌ガーデンパレスでオンライン・無観客方式の
「JGE トークコンテスト北海道地区大会」を開い
た。
「頼りになります！快適・安心

東邦ガス、CN 実現へ協業

LP ガス」を

豊田通商と水素、バイオガスの利用拡大

テーマに 3 人が競い僅差の激戦のなか、平尾元・
㈱いちたかガスワン札幌支店直売課西営業所が

東邦ガス㈱は 8 月16日、豊田通商㈱と中部地

ゴールド賞に輝き、11 月に東京で開く全国大

区でのカーボンニュートラル
（CN）
実現に向けた

会に出場する。平尾氏は営業 2 年目。
「今後も

協業に関する覚書を締結した。今後は双方の経

お客様を第一に考え業務に励む」と喜びを語っ

営資源やノウハウを活用し、産業やモビリティ

た。シルバー賞は福田顕弘・地崎商事㈱旭川支

への水素、バイオガスの利用拡大を図り、CN に

店営業部営業課と宮下奎斗・伊藤忠エネクス

向けたバリューチェーン構築に共同で取組む。

ホームライフ北海道㈱札幌東営業所。

東邦ガスは 7 月、
「東邦ガスグループの 2050 年

今年度は「オール電化住宅の停電に不安を感

カーボンニュートラルへの挑戦」
を策定し
「ガス

じているお客様に LP ガスの優位性を」理解し

（都市ガス・LP ガス）
「水素」
」
「電気」
の 3 つのエ

てもらう設定とし、
「日々の暮らしはもちろん、

ネルギーを軸とした脱炭素化に向けた今後の方

災害にも強い LP ガスをアピールしお客様との

向性を示している。
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伊丹グループ、新時代への挑戦
−多様な需要開拓から次世代成長戦略へ−
新型コロナ感染症拡大による経済への打撃、脱炭素化に向けた政策の転換などエネルギー業
界はもとより日本全体に大きな変革が求められる中、伊丹グループは地域事業者として新事業
へのチャレンジとカーボンニュートラルへの着手などで新たな成長路線へと舵を切り始めた。

2020 年度の重点施策
衣類乾燥機、コインランドリー等新事業
「暮らしをまるっと伊丹産業」
をアピールした
2020 年度は、新たな生活関連事業にチャレン
ジした。新型コロナ感染拡大という不測の事態

屋上の太陽光発電

が発生し面談での営業がし難くなる中、LPガス
の新たな期待として取組んだガス衣類乾燥機は
新規アイテムにも関わらず2,245 台と記録的な
成果を上げた。一方、大型投資案件となるSS併

新築した別館とリニューアルした本社本館

設等の新型コインランドリー事業は 4 ヵ所の新

〈2020 年度イタミジャンピングセール実績〉

設案件を手掛け、これまで安定的な収益率が見

●ガス事業部

込めることを検証し、事業確立に取組んだ。

・エコジョーズ 11,861 台

BCP にも繋がる感染対策は、業務別の規律や

・暖房機器 11,269 台

安全対策をつくり、班別行動を取るなど万全を

・衣類乾燥機 2,245 台

期した。また、事業拡大に伴い本社事務所敷地

●新エネルギー部

内に別館を建設、今年 1 月には本館のリニュー

・兵庫神戸ガスエンジン発電所・メガソーラー

アルを完了した。

7 ヵ所で計 2,830 万 kWh を発電（家庭用約
14,000 世帯分）

ガス衣類乾燥機の普及活動
暮らしをグレードアップする提案活動とし

JPN タクシーを介護・医療で

て、7.5 ㎏ FRP 容器と 8 ㎏容量のリンナイ製

トヨタ自動車製 JPNタクシーの介護・医療

「乾太くん」
を
「無償貸出」
するキャンペーンを

向け販路拡大へ活動を開始した。トヨタはユ

展開。販促活動はふっくらした仕上がり、生

ニバーサルデザインのハイブリッド
（電気・L

乾き臭無い、電気式に比べ 3 倍速い、1 回当

Pガス）
タクシーとして普及する一方、障害者

りのコストは電気式より 2 割強安価などをア

等への対応に時間がかかるとの指摘から、ス

ピールした。

ロープ設置作業を簡素化できるよう仕様変更
を行った。近畿LPガス連合会の大阪モーター
ショーへの展示なども
あり、業界初となる伊
丹産業の普及計画にも
トヨタは協力している。
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入社式 “ 3 つの和を ” 大切に

エネルギー事業環境が大きく変化する中、将

2021 年の伊丹グループ入

来に向けた投資の確保や事業基盤の見直しの点

社式は 3月30日、兵庫県伊丹

から新たな成長戦略を描く。

市の伊丹シティホテルで行わ

LPガス事業部は、ガス衣類乾燥機を需要開発

れた。125 名のうちガス部門

の主力機器として普及拡大を本格化する。
また、

北嶋社長

には92名が配属された。北嶋

事業基盤の強化に向け、集中監視システムでは

一郎社長は沿革と事業概要を説明し、
「お客様

新型ACUの普及拡大に取組む。取引先販売店を

との和」
「職場での和」
「同期との和」の重要性

含め、顧客家族の世代交代も進む中での必須の

や
「現場強化」
の意義を説き、
「一人ひとりが向

投資と判断したもの。デジタルツールも積極的

上心を持ち、知識や情報を貪欲に獲得しスキ

に導入し関係強化を図り、新時代に対応する企

ル向上に努めて頂きたい」
と激励した。

業イメージもアピールする。
石油事業部のコインランドリー事業は前期設
置先の収支とプリペイドカード利用率の高さを
確認し、今期も数件の投資を行う。直営49ヵ所
のSS 事業は、将来に向け配置と有効活用の検討
に着手する。引続きカーボンニュートラルへの

本社電力を 4 月からCN 化

対応にも取組む。

「2050 年温室効果ガスゼロ」の菅義偉首相

2021 年度の重点活動

宣言から急速に変化するエネルギー政策に、

①新規開発専任者の増員。家庭用・業務用の新
規開発と燃転を加えた増販の強化

伊丹グループは逸早く対応した。 4 月からは
本社の太陽光発電 28kW電力（年間3万 kWh）

②「ACU24」
を直売設置率の維持と配送の効率化

とグループ会社
「新エネルギー開発」
が調達す

③快適等に優れる高付加価値商品の体感による
提案によるガス機器とガスの増販の実現（以
上ガス事業部）

るカーボンニュートラル（CN）電力（同40万
kWh）で、本社事務所の使用電力全量を賄っ
ている。これを機に CN 電力の販売にも参入

④第 47 回イタミジャンピングセール目標：62
億円

した。

新型コインランドリー事業の成功と期待
2020 年度の中心的事業となった新型コイン

分かる新型設備の費用は 1 件当り数千万円以上

ランドリー事業は 19 年末、セルフ尼崎 SS のコ

となるが、資金回収は 5〜 6 年程度の見通しか

インランドリーを全面リニューアルしたことで

ら次の計画を検討中だ。

スタートした。SS 拠点の周辺生活者への訴求が

新型コインランドリー事業
（SS 併設）

狙いで、主力事業の活性化と新事業での収益確

2019 年 12 月

立を目指す。設備稼働や売上データが自動的に

セルフ尼崎 SS コインランドリーを
リニューアルオープン

20 年 4 月

ボルボ・カー伊丹コインランドリー新設

5月

セルフ口谷 SS コインランドリー新設

9月

セルフ宝塚 SS コインランドリー新設

12 月

セルフ神戸学園南インター SS コインラン
ドリー新設（セブンイレブン併設）
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た。テーマは「LP ガスの料金透明化・取引適正

組織・人事

化の現状」
「LP ガスの災害対応能力」
。新田祐治・

アストモス、
「グリーン戦略室」

関東経済産業局資源・燃料課長が開会あいさつ

低・脱炭素化対応、総合的な戦略立案等

し、中田貴之・同 LP ガス取引監視係長が「局
における取引適正化に向けた取り組み」を説明

アストモスエネルギー㈱は、１日付けで「グ

した。議事進行は橘川武郎・国際大学副学長。

リーン戦略室」
を社長直轄組織として新設した。

議論は①賃貸集合住宅への機器無償貸与と入居

2050 年カーボンニュートラル
（CN）社会の実現

前の料金情報提示②LP ガス料金公表③LP ガス

に向け、長期的・総合的な視点による戦略立案
や推進が目的。これまで、①世界初のCN LPGの

常設・常用―などに集中した。静岡県協は欠席。

調達②LPG 燃料船の導入③植樹による環境貢献

●公取委や消費者庁の協力も必要

活動
「あすをともす森活動」
④エネファームの利

■料金透明化・取引適正化

用促進―等を行ってきた。今後は
「CN LPGの販

中心は LP ガス料金公表と賃貸集合住宅の料

売、バイオ LPG の技術開発・導入、LPG サプラ

金透明化。料金公表は今井澄江・NPO 法人神

イチェーンの省エネや効率化等で持続可能な社

奈川県消費者の会連絡会理事が「県内販売店

会の実現に貢献する」とコメントした。

688 社対象の電話確認調査では公表率 65.1%

★アストモスエネルギー、人事異動 〈1 日〉▷グ
リーン戦略室長（国際事業本部企画開発部副部長）
浜口達弥

だ っ た。
（調 査 は）2019 年 32.9 ％、20 年
48.1％に続くが着実に向上している。とはい
え全国では公表率 100％もあり、もっと頑張っ
てほしい」と指摘した。“ 無償貸与問題 ” は「団

団体情報

体・事業者・行政の協力で透明化を推進したい」
と結んだ。関連し林弘美・
（公社）
全国消費生活

南関東地方LPガス懇談会

相談員協会エネルギー問題研究会代表は「集合

前進した賃貸集合住宅への無償貸与問題

住宅は一棟が同じ事業者から供給を受け世帯別

㈶エルピーガス振興センターは 8 月 25 日、

に選べない。経産省と国交省が LP ガス業界、

「南関東地方 LP ガス懇談会」を開き（写真）
、１

不動産業界に料金透明化を要請したことは喜ば

都５県協
（埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、静岡）

しい」と評価し、平野祐子・主婦連合会副会長

の代表者と消費者団体、行政、学識経験者が意

は「この問題は公正取引委員会や消費者庁とも

見交換した。昨年度に続き Web で行いプレゼ

一緒になり取り組むことが必要と」
指摘した。

ンテーション用動画の事前視聴を前提に進め

高齢者などデジタル難民への配慮（電子請求
等）
を訴えた消費者代表もいた。

★パーパス長崎営業所移転

神奈川県協の髙橋宏昌会長は「価格を確認せ

パーパス㈱九州

エリア長崎営業所は移転し、6 日から新所在地

3ヵ月予報、後半は一時的寒さも

で業務を開始する。

気象庁は、8 月 25 日に発表した 9 〜 11 月

〔移転先〕
〒856-0826 長崎市大村市東三城町
7 番地 7 号 寿々木ビル 1 階 A 号 TEL、FAX は

の 3 ヵ月予報で①平均気温は沖縄・奄美地方

変更無し。

は平年より高く、その他の地域はほぼ平年並

★木村選手、200m メドレー 5 位に

み②降水量は、全国的に平年並みだが、台風

東京ガ

や梅雨前線による大雨に注意が必要だとした。

ス㈱所属の木村敬一選手は、8 月30 日の東京パ

期間の後半は一時的に西高東低の気圧配置で

ラリンピック・競泳男子200 m個人メドレー
（視

寒気の影響を受け易くなる見込み。

覚障害 SM11）
に出場し 5 位の成績を収めた。
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「県独自の FEMA（図上防災訓練）に全面協力。

ずに商品を買う消費者はいない。
（価格が）高い
安いではなく回答できるかが問われている。真

自治体との防災協定で県全域に対応。“ いつで

摯に受け止め反省したい」と応えた。東京都協

もどこでも炊き出し訓練応援隊 ” に登録」
（埼玉

の尾崎義美会長は「問題は公表料金と実態料金

県協）
。
「自治体に非常用発電機、GHP、LPG 車

の乖離。チェックが必要」
と述べた。

の Web 説明会 (8 月 19 日 )。この内容は動画

埼玉県協の川本武彦会長は「公表率 100％を

にまとめ会員や地域住民に説明会を開くほか、

目指し会員には機会あるごとに要請している。

支部役員が改めて自治体に赴き説明」
（千葉県

賃貸集合住宅問題は大きな前進」とした。山梨

協）
。
「MCA 無線機定期通信訓練 (38 台 )、災害

県協の望月喜浩会長は「県外の事業者が賃貸集

協定締結、災害対策マニュアル改訂」
（東京都

合住宅のオーナーに
（無償貸与を）
働きかけてい

協）
。
「自治体と連携した防災体制確立。ロビー

る。小規模事業者が料金を公表していないケー

活動、防災意識啓発キャンペーン。横浜市で都

スもある」
など苦慮している例を報告した。

市ガス供給の公立小中学校 82 校と１高等学校
に LP ガス常備提案」
（神奈川県協）
。
「全自治体

●
「暮らしを守るエネルギー・LP ガス」

と防災協定締結。災害時の LP ガス供給（燃焼

■災害対応能力

機器等の設備含む）など必要な事項も定めた」

業界は①ロビー活動や災害対応機器の贈呈な

（山梨県協）
。

ど “ 災害に強い LP ガスの普及 ” に努力してい
る②災害時や需要開発を念頭に入れた質量販売
の緩和、FRP 容器の普及・備蓄―などを指摘。
消費者団体からは
「エネルギーの多様化が必要。
災害バルク普及に向け積極的に PR を」のほか
「LP ガスは暮らしと国民を守るエネルギー。業
界は元気を出して」
などの励ましもあった。

京都協会の尾崎会長から指摘があった公表料金

橘川氏「CN 対応は自治体と協定を」

と実態との乖離も問題。複数の料金表を持つ事

南関東地方 LP ガス懇談会で

業者もあるため一概には言えないが、ここの

議事進行を務めた橘川武郎・国

チェックを強化することも必要

際大学副学長は「三部制料金の

▷災害対応能力は都市ガスエリアこそ LP ガ

導 入」
「カ ー ボ ン ニ ュ ー ト ラル

スの常設・常用が求められる。LP ガスは劣化

（CN）対応」など要旨次のように

しない分散型エネルギー。対応も容易。自治体

総括した。

との防災協定は 96％、ものすごい数字

▷賃貸集合住宅の “ 無償貸与問題 ” は、昨年

▷業界は CN への対応を考えなくてはならな

度の懇談会から大きく前進した。今後は実態を

い。現在は供給側から議論されているが、需要

チェックすることが必要。基本料金・従量料金・

側のアプローチも必要。400 自治体がＣＮ宣

設備料金の三部料金制で料金透明化は進む。経

言している。防災協定と同様に業界はこうし

産省と国交省の要請は、LP ガス業界や不動産

た地方自治体と協定を結び、消費者団体・事

関連はカバーできたが、住宅メーカーにまで浸

業者・行政が一体となって脱炭素化を考え行

透しているのかは疑問。深掘りが求められる

動する『草の根運動』を展開していく必要があ

▷料金公表は着実に進展しているが、問題は

る。LP ガスのグリーン化技術は確立されてい

『事業拡大の意思はない』とか『小規模事業者だ

ないが、貴重なエネルギーであり続けるため

から』などを理由に公表を拒むケース。また東

にも、その努力が必要だ
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LP ガス安全高度化計画 2030④高圧ガス輸送

EF、
累計販売数 40 万台を突破

保安基準・高圧ガス輸送車点検基準等⑤危険物

日本ガス体エネルギー普及促進協議会の「エ

運搬車両取り締まり状況⑥テロ対策⑦協会から

ネファームパートナーズ」は 8 月 5 日、家庭用

のお知らせ
（基本方針・賠償責任保険等）
―など。

燃料電池エネファーム
（EF）
*の累計販売数が40

千葉県立入検査、
2020 年度は指摘 81 件

万台を突破したと発表した。EF は 2009 年 5月、
東京ガス㈱が世界初の家庭用燃料電池としてPE
FCタイプを販売。11 年には SOFC タイプが登場。
その後、
マンション向けや停電時発電機能付き、

千葉県は協会主催の保安講習会で「2020 年
度立入検査状況」を報告した。30 販売所に立ち
入りし販売や保安業務など計 81 件を指摘。12

寒冷地対応や小型化など、様々なラインアップ

販売所には文書で改善を通知した。

を拡充してきた。EF の高い省エネ・省CO₂ 性能
だけでなく自然災害等による停電時のレジリエ

JLPA、9、
10 月に Web 講習会

ンス性にも注目が集まっており、水素社会実現

「バルク供給セミナー」
と
「保安実務研修」

に向け普及が期待されている。

㈳日本エルピーガスプラント協会は、 9 月と

* 08 年 6 月に燃料電池実用化推進協議会（FCCJ）が家庭用
燃料電池の認知向上推進のため、統一名称を決定

千葉県協保安講習会

金曜日

10 月に Web 講習会
（共催：日本 LP ガス団体協
議会、㈳全国 LP ガス協会）を開催する。第 22

12 会場に 947人

回
「LP ガスバルク供給のためのセミナー」
と
「LP

㈳千葉県 LP ガス協会は 6 月に Web を含む

ガス製造事業所向け『保安実務研修会』
」で、共

12 会場で「2021 年度県指定保安講習会」を開

に全 4 科目を 2 科目ずつ午前・午後に分け 5 日

いた。947 人が出席した
（前年度比 126 人増）
。

間行う。定員は各 95 名、受講料は半日
（2 科目）

内容は①LP ガス事故②県からのお知らせ③

5,720 円、1日
（同日4 科目）
は 1 万 1,220 円。申
込みはホームページから。

新宿区等 6,500 戸で都市ガス供給停止

LPガスバルク供給のためのセミナー

東京・新宿区と文京区の一部で 8 月21日夕

開催日

方、6,562件の都市ガス供給が停止した。東京
ガス㈱は停止エリアと復旧状況をホームペー
ジや公式 Twitterで報告。埋設ガス管に空いた
穴から水と土砂が流入し閉塞されたことによ
るもので、穿孔原因は①ガス管自体の問題②

午 後
午 前
10：00〜12：00 13：30〜15：30

申込締切

9 月 13 日

A・B

C・D

9月3日

14 日

C・D

A・B

4日

15 日

A・C

B・D

5日

16 日

B・D

A・C

6日

17 日

A・D

B・C

7日

A：LP ガス保安行政の最新動向

ガス管の近くにある水道管からのサンドブラ

B：容器・バルク貯槽の災害
（爆発・火災・水害・地震）
対策
C：20 年検査時のバルク貯槽入替の現状と今後の課題
D：バルク貯槽の事故例、ヒヤリハット

スト現象*−が考えられると推測した。ガス管
が敷かれていたのは平坦な地形であったため、

保安実務研修会

水等を抜く範囲が東西 1km、南北400m に及

午 後
午 前
10：00〜12：00 13：30〜15：30

んだことで想定以上に時間がかかった。
1,200

開催日

人体勢で昼夜作業を続け、26日中に 6,449 戸

10 月 4 日

A・B

C・D

9 月 24 日

5日

C・D

A・B

25 日

6日

A・C

B・D

26 日

7日

B・D

A・C

27 日

8日

A・D

B・C

28 日

（98.3％）
が復旧。残り113 戸は文京区の集合
住宅等 2 棟で、敷地内のガス管の口径・延長
が大規模で配管形状も複雑なため作業は難航

申込締切

し、
完全復旧は27日となった。

A：製造事業所等における事故事例と点検業務の重要性

* 水道管が何らかの原因で破裂し、噴き出した水が巻き
込んだ土砂がガス管を摩耗し、穴を空けた

B：指定保安検査機関が行う保安検査での不適合
C：製造事業所等における災害時の対応
D：LP ガスプラント機器
（充填機）
の構造と維持管理
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