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ＬＰガス保安優良事業者を訪ねて

今回は宮崎県日向市の「東洋プロパン瓦斯株式会社」を訪
問し、後藤拓郎社長にお話を伺いました。

───── 訪問先 ─────

東洋プロパン瓦斯株式会社
後藤

拓郎 社長

jjjjjj 集中監視システムを活用し高齢者向けサービス jjjjjj
（編）：御社は平成28年度九州産業保安監督
部長表彰や、平成26年度高圧ガス保安
協会長表彰など、これまでＬＰガス保安
に関する多くの賞を受賞されています。
こうした表彰につながった取り組みをお
聞かせ下さい。
後藤：先代から一貫して保安第一をモットー
に、先代がしっかりやってきた保安を忠
実に守ることを心に刻んでいます。お客
さまに安心して安全にＬＰガスを使って

平成28年11月に
九州産業保安監督部長表彰を受賞

もらわないと、自分も安心することがで
きません。ガス漏れ警報器やＳｉセンサ

です。当社では検針や集金もパートさん

ーコンロなどの安全機器の進化で、以前

を使いません。お客さまの顔がしっかり

に比べるとお客さまのうっかりミスが原

わかることを前提に、すべて自社の社員

因で事故になってしまうことが格段に減

が行っています。保安点検も保安センタ

りました。お客さまの不安を取り除き、

ーに委託せず、当社ＯＢが行います。そ

安全な使い方を周知していくことがわれ

の場で修理もでき、より安全な器具の販

われＬＰガス事業者の使命であり、そう

売に繋がるからです。Ｓｉセンサーコン

した安全機器を地道に普及促進すること

ロの普及で火災が劇的に減少しているの

が第一と考えています。

は消防の統計で明らかですが、意外と知
られていません。そうした話を実際にお

（編）：安全機器の普及促進に関し、特に重点
を置いている点はありますか。

客さまと会って話せるのは、経験と知識
に富むＯＢならではの強みではないでし

後藤：「保安なくして販売なし」と言われる
ように、保安あってこそのＬＰガス事業
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ょうか。保安点検も会社の車で訪問する
ことで信用を得ています。
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（編）
：集中監視システムを生かした展開とし
て、他にどのようなものがありますか。

組んでいるのでしょうか。
後藤：当社では自社開発の24時間集中監視

後藤：台所に設置する熱式の火災報知機とメ

システム「東洋安心ライフ24」を平成

ーターを連動し、70℃以上の熱を感知

元 年 に 導 入 し ま し た。 以 来30年 近 く、

するとガスを遮断し、当社に通報が入る

お客さまにＬＰガスを安全に使ってもら

仕組みを構築しています。約1,000台設

い、異変があればいち早く察知して対応

置しています。その他、
「ナースボタン」

することができています。当初は端末発

と呼ぶ高齢者向けの通報システムが平成

信方式から始めました。まずアナログ第

元年から延べ600台普及し、現在は100

三種の資格を取得し、それからどういう

人が利用しています。日向市の委託を受

部品が必要なのか、どういう張り方をす

け、市の高齢者安心課の事業として共同

るのか、
など試行錯誤して構築しました。

開発し、取り付けからセンターの運用、

現在の普及率は70％、総戸数で8,200戸、

出動といった一連の業務を請け負ってい

うち３分の１が簡易ガス団地です。セン

ます。在宅高齢者に向けたサービスで、

ターに信号が入れば誰でも対応できる体

具体的にはＮＣＵ（ネットワーク制御装

制を取っており、夜間や休日は当直２名

置）
と無線受信機を接点ポートで接続し、

体制で、１名が出動しても１名は必ずセ

気分が悪くなったお年寄りが無線発信ボ

ンターに待機しています。

タンを押せば当社に通報が入る仕組みで
す。通報が入れば症状を確認した上で、
事前に登録された協力者や医師会訪問看

（編）：集中監視システムで防げた事故はあり

護ステーションに連絡したり、必要に応

ますか。
後藤：双方向システムなので、異常を感じた

じてタクシーや救急車などの手配を行い

らこちらから止め、連絡を待って開栓す

ます。当初は民間企業へのセンター設置

ることもできます。電話では原因がわか

が認められなかったため、利用者から信

らず、現場に急行して検査することもあ

号が入ると当社からセンターに通報して

ります。殺虫剤のスプレーに含まれるＬＰ

対応してもらう形式で始めましたが、数

ガスを検知してガス漏れ警報遮断すること

年後に当社単独でセンター業務ができる

もあれば、子どもがボールをメーターにぶ

ようになり、現在は当社が直接通報を受

つけて感震器が作動したケースもあり、原

けています。ＬＰガス事業者のサービス

因はさまざまです。こうした原因が特定で

としては珍しいかも知れません。
私自身、

きないケースはお客さま自身でメーター復

安心のために親に持たせています。地域

帰してもらうことはせず、電話でわからな

にお世話になっている業種として、お役

いと判断したら必ず訪問し、原因を調査し

に立てればという思いで取り組んでいま

特定した上で復帰するようにしています。

す。

jjjjjj Ｓｉセンサーコンロの安全機能を直接周知 jjjjjj
（編）：保安に関するお客さまへの周知活動は

後藤：周知文書を毎年末に全戸配布していま

どのように行っていますか。

す。書面だとなかなか意識してもらえな
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いので、周知項目をイラストでわかりや

ＬＰガス容器のチェーン２重掛け、ガス

すく示したカレンダー形式にしました。

放出防止型高圧ホースの普及促進は喫緊

２カ月間のスケジュールを書き込めるタ

の課題です。高圧ホースに関しては、当

イプなので、台所などの目立つところに

社では数年前からガス放出防止型に交換

１年中貼ってもらえ、大変効果的です。

を進めています。期限管理はすべて保安

お客さまにも親しみを持って愛用してい

台帳に入力して、その年に期限が切れる

ただけているようです。また、顧客訪問

ものをすべて把握し、事業計画でメータ

機会をとらえ、現在のＳｉセンサーコン

ーから調整器まで交換して回っていま

ロには安全機能が付いていることを直接

す。

お伝えするよう徹底しています。各地区

もう１点は、固定電話の減少と電話回線

の婦人会会長が集まる消費者相談会に宮

方式の変更です。現在、各家庭では光回

崎県ＬＰガス協会保安委員長の立場で出

線が主流だと思いますが、スマートフォ

席することが多く、そういう機会にもＳ

ンの普及に伴い、家庭でパソコンを利用

ｉセンサーコンロの話をしています。実

する人は今後減ってくるのではないでし

際に家庭で使っていても、安全機能の存

ょうか。そうなるとＦＯＭＡなどの移動

在を知らない方が多いので、根気強く何

通信システムに切り替えていかなければ

度も同じ話を繰り返しています。

なりません。国の助成の動向にも左右さ
れますし、各メーターメーカーと話し合
い最善策を探ることになるでしょう。電

（編）：消防との日頃からの協力体制は構築で

話回線方式が将来どのように変わろうと

きていますか。
後藤：住宅用火災警報器普及のため、消防も

も、ガスは安全で安心ということをしっ

ＬＰガス事業者の協力を必要としていま

かり周知するため、24時間集中監視と

す。地域に密着したＬＰガス事業者とし

期限管理徹底にしっかり取り組んでいく

て信用してもらえています。火災が発生

べきだと思います。

した場合、サイレンの音が聞こえるとす
ぐに消防に問い合わせます。当社は夜間

（編）
：大規模災害への備えとして、他にどの

も社員が常駐しているので、消防から先

ようなものがあると考えますか。

に出動要請があることもよくあります。

後藤：当社は平成26年に経済産業省からＬ

そうした場合は、深夜であろうと、どの

Ｐガス中核充填所の認定を受け、自家発

販売店の供給先であろうと関係なく出動

電設備を設置、充填設備も入れ替えまし

する体制を取っています。

た。災害で停電が発生した場合、自家発
電設備を稼働して充填所機能を維持し、

（編）：今後の保安に関する課題は何だと思い

ガスの供給を継続できます。近隣住民の
携帯電話充電用に提供することもできま

ますか。
後藤：２点あると思います。まず、地震が来

す。高台にある自宅にも非常用発電機と

ないと信じられていた熊本であれだけの

供給ボックスを備えました。重要なのは

被害が出ました。全国どこでも大規模災

災害時に事業を継続できるかどうかで

害が起こるという想定で、これまでと違

す。当社の営業エリアのほとんどは佐土

う保安対策を進めなければなりません。

原、日向、日南といった沿岸部にあり、
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東日本大震災での東北沿岸部の浸水被害

た。こうした事故があると直ちに招集を

を考えると、当地も同じような状況に陥

かけて話し合い、原因究明を行います。

る可能性が高いと認識しています。台帳

ガス放出防止型高圧ホースに切り替える

などの重要データは、海抜40ｍ地点の

お願いも、こうした場でしています。県

営業所に置いたサーバーに保管し、毎日

協会から各事業者に通達すると同時に、

バックアップしているので、仮に本社の

保安講習会で事故再発防止の徹底を図

データが失われることがあっても事業継

り、支部長クラスには各支部会でも報告

続できる体制を整備しました。

してもらっています。最近では供給開始
時のやり方を確認する目的の勉強会も地

（編）：最後に、県協会の保安委員長の立場で

区ごとに開いています。事故未然防止の

お伺いします。事業者や地域により、保

ため、新入社員の入社のタイミングなど

安の意識にもばらつきがあるかと思いま

に、しっかりとした点検のやり方や万一

すが、保安情報や事故事例をどのように

の際の対処法を再確認するよう要請して

共有し、意識を平準化していますか。

います。事故がないのはいいことです

後藤：県協会各支部から保安委員を選定し、

が、マンネリ化が一番危険です。そうし

定期的に開く会合で事故事例を検証して

た気のゆるみを排除するため、危機意識

います。過去、２基並列したバルク貯槽

を持った社員教育が必要だと痛感してい

の液移動でガスが漏れた事故がありまし

ます。

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
安全機器の地道な普及促進、期限管理の徹底に加え、集中監視を活用した高齢者向け通報シス
テムなど地域に密着した事業活動を展開する同社。中核充填所指定事業所の代表者として、宮崎
県ＬＰガス協会の保安委員長としての責任を背負った後藤社長の奮闘により、安全・安心なＬＰ
ガスがこれまで以上に地域に愛され、幅広く利用されることを期待しています。

（会社の基本情報）
社

名 ： 東洋プロパン瓦斯株式会社

所 在 地 ： 宮崎県日向市大字日知屋字
亀川17330番地
創

立 ： 昭和36年２月27日

資 本 金 ： 1,550万円
従業員数 ： 34名
事業内容 ： ＬＰガス販売、オートガス販
売、ガス機器販売、太陽光発
電販売、リフォーム事業
事 業 所 ： 本社・日向営業所、延岡営業
所、佐土原営業所、日南営業所
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