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ＬＰガス保安優良事業者を訪ねて
今回は三重県四日市市を中心にＬＰガス事業を展開する石井燃
商株式会社を訪問し、技術・保安部の藤牧学技術・保安部長と清
水健太保安課主任にお話を伺いました。

───── 訪問先 ─────

石井燃商株式会社
藤牧学技術・保安部長

ゴールド認定事業者としてＬＰＷＡ集中監視を推進
（編）：はじめに御社の保安に対する考え方を

ています。

お聞かせください。
藤牧：当社は大正７年（1918年）に石井練

（編）
：一貫した姿勢を取りつつも、時代に合

炭として創業し、４年前に100周年を迎

わせて柔軟に新しいことを取り入れてい

え ま し た。 ま た、 昭 和37年（1962年 ）

こうとお考えなのですね。

に石井燃商株式会社に改組し、今年創立

藤牧：創立60周年を迎えた今年４月、当社

60周年を迎えています。その間、創業

は新たなる経営理念「石井燃商の誓い」

者の石井惣十郎氏から代々経営が引き継

と行動指針「私の誓い」を発表しました。

がれ、現在の石井智光社長に至っていま

それぞれの誓いでは、会社と個人にとっ

すが、創業以来経営方針は一貫していま

て大切なテーマを９項目ずつ選定しまし

す。経営方針は大きく５つに分けていま

た。

すが、その第一に法令順守と、充填工場

石井燃商の誓いでは「発揮」
「笑顔」
「真

並びにお客さまの保安の確保を掲げてお

心」
「約束」
「迅速」
「快適」
「貢献」
「信頼」
「進

り、長年にわたり尽力してまいりました。

化」
、
私の誓いでは「挨拶」
「笑顔」
「感謝」

ＬＰガス事業者にとって、保安は切っ

「規律」
「柔軟」
「尊重」
「協力」
「挑戦」
「成長」

ても切り離せないものです。そのなかで

をテーマとしました。毎月会社と個人の

歴代の経営者、諸先輩方が築き上げてき

誓いでテーマを１項目ずつ選択し、１カ

たものを継承しつつ、お客さまに安全安

月単位で変えて、社員全員が実践してい

心を提供していくため、具体的にどうし

ます。

ていくべきかを追求することは永遠の課

石井燃商の誓いは部署、営業所単位で

題だと思っています。今はデジタル化が

９つのチームに分け、15人のリーダー

進んでおり、その対応も必要です。点検

を立て、グループで取り組んでいます。

時の効率化を図るため、手書き作業をタ

私の誓いは社員各自が取り組むテーマを

ブレット端末への入力に切り替えていく

自由に選択し、胸にテーマを表示したバ

ことなども、今後の課題の一つと認識し

ッジをつけて、本人だけでなく社員同士

─ 22 ─

ＬＰガス事業団広報

が互いに意識し励んでいます。毎日朝礼
で唱和していますが、保安に取り組む上
でも、これらの誓いはすべてとても大切
なことです。日々意識しながら皆が従事
しています。
（編）：御社がセキュリティー事業を始めたの
は、かなり早かったですね。
藤牧：お客さまの「ガスを取り入れた快適な

ガスセキュリティーを支える集中監視室

暮らし」を守るため、
昭和63年（1988年）
にシステムを導入し、ホームセキュリテ
ィーという位置づけで部門を立ち上げま

認定ＬＰガス販売事業者）として、さら

した。以来、ガス漏れや長時間使用、感

に保安の精度向上に努めています。

震遮断などの異常を知らせるガスセキュ
(編）
：技術・保安部のお仕事についてお尋ね

リティーに取り組んでいます。

します。具体的にどのようなものなので

平成28年（2016年）には、関連会社

しょうか？

のデジコ総合管理株式会社（本社・四日
市市）に委託していた保安業務の24時

藤牧：当社は本社
（四日市市）
、
桑名営業所
（桑

間監視業務、メーター・セキュリティー

名市）
、鈴鹿営業所（鈴鹿市）
、こもの営

リース業務、容器耐圧検査管理業務を引

業所（三重郡菰野町）
、山中事業所（亀

き継ぎ、自社で保安を行う形に変更しま

山市）
、
伊勢支店
（伊勢市）
、
員弁充填所
（い

した。立ち上げ当時は、電話回線を普及

なべ市）に拠点を構えており、各エリア

させる専門部署も設け、普及に全力で取

の保安業務は、それぞれの現場に従事す

り組んできました。

る販売担当や配送部門などの社員が担っ

当社は基本的にＮＴＴテレコンのシス

ています。

テムを活用し、集中監視を行ってきまし

それらを束ね、統括しているのが技術・

たが、ＦＯＭＡ回線が2026年に使用で

保安部です。スタッフは６人で、60代

きなくなるため、今は並行してＬＰＷＡ

のベテランから20代の若手社員まで各

を採用し、計画的に切り替えています。

世代が揃い、さまざまな経験をしてきた

現在、ゴールド保安認定事業者（第一号

人たちが集っています。

供給機器の期限管理を徹底、警報器連動を普及促進
（編）：保安業務に取り組むなかで、日頃から

だ少しいらっしゃるため、現場担当者に

心掛けていることをお聞かせください。

はお客さまに周知し、連動していただけ

藤牧：法令を順守し、細心の注意を払いなが

るように指示しています。無線警報器も

ら取り組んでいます。メーターや調整器

普及してきているため、連動が難しいと

の期限管理を徹底するとともに、ガス漏

ころでは無線方式を採用させていただい

れ警報器と連動していないお客さまもま

ています。
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最近は半導体不足やコロナ禍による海

種火のガス栓が開けっ放しの状態になっ

外からの部品供給の遅れから、若干警報

ていました。警報器連動でガスを遮断し

器が品薄になっており、調達しづらい状

たことで事なきを得ましたが、状況次第

態が続いていますが、予め設置すること

では事故につながっていたかもしれませ

がわかっている場合は、前もって手配す

ん。こうした経験により、ガス漏れによ

るようにしています。特に今は業務用の

る事故を未然に防ぐための警報器連動が

大型メーターは早めに入手しておいた方

いかに大事であり、お客さまに設置を推

が良いと聞いています。期限が来てから

進していかなければいけないかを痛感し

では遅いですし、点検も遅らせるわけに

ました。

はいきません。絶えず気を遣いながら、
前倒しで早め早めの対応を心掛けていま

（編）
：御社が目指すこれからの保安について
お聞かせください。

す。
清水：私はこれまで工

藤牧：保安を通じ、お客さまに喜んでいただ

事に携わる部署に

くことが一番であり、それにはお客さま

約８年間勤務し、

の安全安心のために法令を順守しなが

６ 月21日 か ら 保

ら、当たり前のことを当たり前のように

安課に配属されま

行っていくことが肝心です。

した。それ以前は

冒頭でも述べましたが、この先新しい

容器の配送、宅配

安全機能の付いた機器が登場してくれ

水の配達の部門にも籍を置いていまし

ば、状況を見ながら積極的に採用してい

た。会社からはいろいろな経験をさせて

きたいと考えています。ＬＰガス事業は

いただき、それらはすべて私自身の財産

インフラ業であり、１年365日を通じて

になっており、感謝しています。これか

お客さまに安全安心を提供していくた

らは保安を通じ、お客さまに安全安心を

め、何らかの形で監視をしていかなけれ

最適な形で提供できるように心掛け、業

ばならず、片時も気を抜くことができま

務にまい進していきたいと考えていま

せん。
「安全なくして安心なし」
「安心な

す。

くして安全なし」
、この意識づけを社員
全員に浸透させなくてはいけません。今

（編）：これまでの保安活動のなかで、保安の

はガスメーターにさまざまな安全機能が

大切さを実感したエピソードはあります

組み込まれており、以前に比べて随分と

か？

事故件数は減りましたが、それでも細心

藤牧：以前に業務用工事に携わっていた時の

の注意を疎かにすることはできません。

話ですが、マンション１階の飲食店でオ

これからもお客さまへの周知活動を怠る

ーナーが仕込みをしていて、火を点けた

ことなく、欠かさず保安活動を継続して

まま自分の部屋に戻られたことがありま

いきたいと考えています。

した。その後、厨房に戻ってきたらガス

また、当社には宅配水部門や食堂部門

が止まっていたため、オーナーからお怒

などＬＰガス以外の部署もありますが、

りの電話をいただき、私はその場へ飛ん

こうした部署の社員たちも巻き込みなが

でいきました。すると、業務用レンジの

ら、会社全体で一丸となって保安意識の
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ことは本当に大事なことですね。

向上を図り、さらに成果を上げていくこ
とが理想です。

No.222

藤牧：この業界は、お客さまとの接点を密に

清水：私自身は何事も地道にコツコツと、一

して信頼を築き上げていくことがとても

つずつ積み上げていくことが大事だと思

重要です。現場を回っている営業担当者

っています。工事部門で経験してきたこ

は若い人も多いため、今後の人材育成の

とは、保安でも大いに役立つと考えてい

ために彼らに対する指導も大切になって

ます。これまでの経験を生かし、保安部

きます。清水主任は30代で彼らとは年

門でお客さまの安全安心のため、新たな

齢も近くほぼ同世代なので、その点でも

る挑戦をしていきたいと思います。
「継

期待しております。また、保安課の各世

続は力なり」で、これからも頑張ってい

代のスタッフが、それぞれのキャリアの

きます。

なかで蓄積してきた経験を財産として、
良い形で継承していければとも考えてい

（編）：おっしゃる通り、何事も継続していく

ます。

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
創業から100年を超える老舗企業の石井燃商。時代が変遷しても、絶えず世の中の流れに適応
し、ＬＰガスの保安に対し万全な体制を敷いてきた。今から30年以上前にセキュリティー部門
を立ち上げたこともその代表例と言える。ベテランから若手まで各世代を配した技術・保安部の
人員構成からも、
保安技術を次世代にしっかりと受け継がせていこうとする姿勢が伝わってきた。

（基本情報）
社

名 ： 石井燃商株式会社

所 在 地 ： 三重県四日市市稲葉町2-7
創

立 ： 昭和37年（1962年）7月

従業員数 ： 85名
事業内容 ： ＬＰガス製造販売、石油製
品・固型燃料・空調設備、
住宅設備機器などの卸・小
売と配管施工、一般高圧ガ
スの販売、太陽光設備の販
売、住宅リフォーム、消防
設備点検、ビルマンション
管理、ミネラルウォーター
宅配、食堂事業の展開
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