No.011
平成30年７月夏号

一般社団法人

和歌山県ＬＰガス協会

協会だより
〒640-8341 和 歌 山 市 黒 田１０２番 地 の１
T E L（073）
475-4740 FAX（073）
475-4741
Eメールアドレス wakayamalpg@shore.ocn.ne.jp
協会ホームページ http://www.wakayamalpg.or.jp/
開会されました。

平成３０年度総代会

議長には田辺支部の中田基晴理事が選任され、
総代会が開催されました。
始めに平成２９年度事業報告及び決算報告につ
いて審議され、原案どおり承認されました。
続いて、平成３０年度事業計画及び予算につい
て報告しました。
本年度は改選期ではないのですが、理事に欠員
が生じたため、新たに競合エネルギー対策委員長
に本多宏樹氏が選任されました。
その他報告事項として、平成２９年度電力・都
市ガス転換状況の報告をしました。

平成３０年度（一社）和歌山県ＬＰガス協会の
総代会が６月１日（金）、和歌山市のプラザホー
プで開催されました。総代定数４２人中２６人が
出席、委任状提出者が１５人。また、理事定数４

（一社）和歌山県ＬＰガス協会の総代会が終了
した後、和歌山県ＬＰガス政治連盟の総代会が開
催され、平成２９年度事業報告及び決算報告につ
いて審議され、原案どおり承認されました。

１人中、３１人が出席、委任状提出者が７人で社
員定数８３人のうち出席社員総数８０人（委任状

また、平成３０年度事業計画及び予算について
報告しました。

提出者を含む）となり、半数以上の出席となりま
した。

閉会として、佐伯副会長がお客様との信頼を更
に築き、また販売店同士の横の繋がりを大切に頑

総代会に先立ち、会員事業所の優良従業員等の

張っていきたいと挨拶し、滞りなく終了しました。

表彰が行われ、会長表彰（１０年以上勤続）１名、
会長感謝状（５年以上勤続）３名、優良職員表彰（２
０年以上勤続）１名が表彰されました。
福島会長から、お客様との関係強化の一環で昨
年から取り組んでいるシルバーサポート事業をは
じめ、ガス放出防止型高圧ホースや５０㎏容器へ
の鎖などの二重がけを推進する「ＬＰガス災害対
策推進表示制度」の強化、需要開発促進などを進
め、ＬＰガス安全応援推進運動などを進めること
が業界の生き残りに必要と挨拶があり、総代会が
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衆議院議員

二階俊博様

秘書

参議院議員

世耕弘成様

秘書

参議院議員

鶴保庸介様

秘書

みなさまお忙しい中
総代会にお越しいただき
ありがとうございました
総代会終了後に行われた懇親会には、会員・賛

シルバーサポート事業

助会員・特別会員、来賓の方々など９２人が参加
し、交流の場として有意義な時間を得ることがで
きました。

和歌山市高齢者等の見守りの
協力に関する協定締結
近年高齢化が進み、高齢者のみが居住する住宅
が増えていることから、会員販売事業者が自らの
消費者で、７０歳以上の高齢者のみで生活されて
いる家庭を訪問し、ＬＰガス器具等の安全点検を
実施することにより、事故の未然防止を図るシル
バーサポート事業を昨年度より開始しました。昨
年度は８８事業所が７，４８９戸のお客様のお宅
を訪問しＳｉセンサーコンロのチラシとタオルを
手渡ししました。

ご来賓の方々

そのような中、今年度、孤独死を未然に防ぎ、

和歌山県副知事

下

宏

様

気になる高齢者を早期発見し、必要なサービスへ

和歌山県危機管理・消防課長

酒井

清崇

様

つなぐため５月２９日に和歌山市と和歌山市高齢

速水

秀

様

者の見守りの協力に関する協定書を締結しまし

中村

裕詞

様

た。また、７月１１日にはわかやま市民生活協同

鍵本

典子

様

組合とともに和歌山県との高齢者等の見守り協力

同消防保安班主事
和歌山県県民生活課長
同消費生活班主査
和歌山県消防長会会長代理
（和歌山市消防局副局長）

に関する協定を締結しました。
吉野

楠哉

様

和歌山県生活学校

（紙面の都合上この様子は次回の協会だよりでご
紹介させていただきます。）

連絡協議会長

平井

裕子

同

理事

竹本

佐知子様

和歌山県くらしの研究会会長

中原

雅子

岡

美紀子様

石津

剛彦

同

理事

様
様

ＮＰＯ法人わかやま
暮らしふぁいど

理事長

（顧問弁護士）

様

衆議院議員

門

博文様

秘書

衆議院議員

石田真敏様

秘書
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尾花市長と市長室で

ＬＰガス災害対策推進
表示制度 3 年目

「火育マイスター」育成講習会
（一社）全国ＬＰガス協会が主催する「火育マ

過日、大阪府北部を中心とする大きな地震が起

イ ス タ ー」育 成 講 習 会 が ６ 月 ２ ２ 日 大 阪 ガ ス

hu+gMUSEUM( ハグミュージアム ) で開催され、

こりました。
近い将来必ず起こるとされている南海トラフを
震源とする巨大地震などの自然災害対策の一環と

１５名が受講し和歌山県からも３名が参加しまし
た。

して実施する供給設備への「ガス放出防止型高圧

大阪ガスによる火育の取り組みや火おこしキッ

ホース」の設置や、５０Ｋｇ容器へのチェーン２

トの紹介・火育体験イベントの概要についての講

重掛けをさらに促進させ災害に備えるため、全会

習を受けた後、実際に火おこし体験の実践をしま

員販売事業者に「ＬＰガス災害対策推進店」の認

した。

定証を交付し、一般消費者に防災対策を実施して

現在は「火」を知らない子どもが増えているそ

いることをお知らせするとともに、設置率が認定

うで東北大学加齢医学研究所の川島隆太教授によ

基準（３０年度は８０％）に達した販売事業者に

ると、子どもが「マッチをする」
「ガスコンロに

は「ＬＰガス災害対策優良販売店」の認定証を交

点火する」という、火を扱った時に子どもの脳が

付します。

活性化するという研究もされています。

また、優良販売店には有償で車に貼るシールや
胸に付けるワッペンを公布しております。
調査方法は、和歌山県が年２回実施する現況調
査の設置率を基に、基準達成販売事業者を認定し
ます。

火おこし体験の様子

一般消費者に対し、
ＬＰガス事業者も「災害対
策に取り組んでいます。」、「優良販売店として認

２０１８年度ＬＰガス事業者
賠償責任保険のご案内

定を受けた販売事業者です。
」をアピールしてい

〜２０１８年度

ただき、
「災害時にも強いＬＰガス」、「家庭用エ

ＬＰガス関係の

保険の加入申込書を同封しています〜

ネルギーは常日頃からＬＰガス」を推進してくだ
昨年度との変更点

さい。

目指そう！五つ星優良店

☆加入依頼書の加入依頼日が和暦から西暦に変更
になりました。
☆「ＬＰガス配送受託販売所名簿」
「簡易ガス事業
者付表」の作成・添付が不要となりました。
☆「個人情報漏えい賠償特約」
に「法人情報漏えい
−３−

地域保安指導事業のご案内

担保特約」を付帯し、法人情報の漏えいにも対
応できるようになりました。
＜尚、小規模事業者（保有する個人情報が 5,000

毎年実施しています「地域保安指導事業」（保

人以下の企業）は、法改正前は適用対象外でした

安講習会）を今年度も実施することになりました。

が、2017 年 5 月 30 日施行の法改正によりすべて

本年度も５会場で実施しますので、都合のつく

の事業者に対して、個人情報保護法が適用対象と

会場で１事業者１名は受講されるようお願いしま

なり、各種義務が生じます。＞情報漏えい対策は

す。

万全にされることをおすすめ致します。

また、当日は新コスモス電機の協力を得て、無

政府労災保険等にご加入の事業所様には「労働
災害総合補償特約」をおすすめします。この保険

料で可燃性ガス検知器、ＣＯ測定器の点検を行い
ます。

は政府労災保険等の給付の対象となる全ての従業

測定器は、使用頻度が少なくても検知部等が劣

員でアルバイト、臨時雇い、パートタイマーの方

化し、交換を要するものや、耐用期限の過ぎてい

にも加入していただけます。詳しくは同封のチラ

るものは修理や買い替えをお願いします。

シまたは加入のご案内の３０ページをご覧くださ

保安機関の認定を受けている販売事業者は、必

い。また、保険診断サービスも行っておりますの

需品ですので、正確に稼働するものを備えましょ

で、同封のチラシの裏面をご覧ください。

う。

「総合賠償特約」はＬＰガス事業者が行うＬＰ

なお、開催日は後日お知らせいたします。

ガス業務以外の事業活動について生じる対人・対

ＬＰガス保安講習記録証が
満杯でＱＵＯカードと交換

物事故による法律上の賠償責任を補償する特約で
す。是非この機会にご加入をおすすめします。
（詳しくは同封のチラシをご覧ください。）

ＬＰガス保安講習記録証については、地域保安
指導事業講習会や需要開発推進運動活性化セミ
ナー開催時に、会員事業所の従業員が受講した証
としてお渡ししていますが、受講者の中にはすで
に受講記録が満杯（７回受講）の方もおられます
ので、昨年度から、７回受講をもって１，０００
円分のＱＵＯカード（全国大手コンビニエンスス
トアー等で使用可能）と交換しています。
本年の地域保安指導事業開催時に７回受講の
カードを提出してください。
なお、申込書と保険料は必ず８月末日までに協
会に届くようにしてください。

なお、複数枚になる場合は、合わせて７回受講
で交換します。ただし、受講者名が同一人のもの

９月以降に申込む場合、銀行振込料などの費用

に限ります。

が加算されますのでご注意ください。

＊申込書には必ず

押印
してくださいね＊
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２．平成３０年度講習（後期）
平成３０年度後期の講習会は下記のとおりで
す。
受講対象者には事務局から通知しますが、住所
変更された方や、他府県で免状を取得されたり他

１．平成３０年度高圧ガス試験

府県で再講習を受講された方には通知されない場
合がありますので、ご連絡ください。

①

高圧ガス造保安責任者試験

また、業務主任者の選・解任届を出され、受講

（乙化、乙機、丙液、丙特、二冷、三冷）

しなければならない業務主任者の方も忘れずに受

高圧ガス販売主任者試験（一販、二版）
・受験願書受付

講してください。

平成３０年８月１７日（金）
講

〜平成３０年９月３日（月）

習

〒６４０−８２６９
和歌山市小松原通一丁目１番地

保安業務員講習

サンケイビル５階
和歌山県高圧ガス地域防災協議会内

設備士再講習

高圧ガス保安協会和歌山県試験事務所

充てん作業者
再 講 習

・試験日

習

日

講習会場

業務主任者再講習 H30.10.24 プラザホープ
（水）
H30.11.21 那智勝浦町
設備士再講習
（水） 体育文化会館

・願書受付場所及び問合せ先

電話

講

０７３（４３２）１８９６

設備士再講習

平成３０年１１月１１日（日）

和歌山県
H30.12.6
（木）〜 7（金） ＬＰガス会館
紀南文化会館
H31.1.22
（火）（田辺市）
H31.2.7
プラザホープ
（木）
H31.3.7
プラザホープ
（木）

・試験会場（和歌山会場）
受講義務者

和歌山県立和歌山工業高等学校
初

（和歌山市西浜３丁目６番１号）

回：販売主任者免状や液化石油ガス設備士免
状の交付を受けた日の属する年度の翌年

②

度開始日から３年以内。

液化石油ガス設備士試験
・受験願書受付

ただし、業務主任者に選任された日にす

平成３０年８月１７日（金）

でに免状の交付を受けた日から２年６月

〜平成３０年９月３日（月）

以上経過している場合、選任された日か

・願書受付場所及び問合せ先

ら６月以内。

〒６４０−８３４１

２回目：前回受講した日の属する年度の翌年度の

和歌山市黒田１０２−１

開始日から５年以内。

（一社）和歌山県ＬＰガス協会内
高圧ガス保安協会

「年度」とは、毎年４月１日から翌年の３月３

和歌山県

液化石油ガス設備士試験事務所
電話

０７３（４７５）４７４０

・試験日・試験会場
筆記

平成３０年１１月１１日（日）

会場

和歌山県ＬＰガス会館２階

技能

平成３０年１２月２日（日）

会場

海南市

農協物流わかやま
−５−

１日までの期間です。

今年度も実施します！

広報パンフレットのご案内

ＬＰガス
ワンランクアップ
キャンペーン
昨年度から実施しているワンランクアップキャ
ンペーンを引き続き実施します！昨年度実施した
「給湯器ワンランクアップキャンペーン」はエコ
ジョーズをＬＰガス販売事業者からお買い上げい
ただいたお客様の中から抽選で１，０００人に５，
０００円相当の三越カタログギフトをプレゼント
しました。全国から４，９４４件の応募がありま
した。
今年度は名称を「ＬＰガスワンランクアップ
キャンペーン」とし、対象商品をエコジョーズの
ほかハイブリッド給湯器、温水暖房、ガス衣類乾

昨年２月と６月に、ＬＰガス料金の透明化に向

燥機、ガスファンヒーター、エネファームに拡大！

けた関係法省令等改正と取引適正化ガイドライン

いずれもＬＰガス仕様で、ノーリツ、パーパス、 制定が実施されたことに伴い、エネルギーの自由
パロマ、リンナイ、パナソニック製が対象です。

化でお客様が積極的にエネルギーを選択する時代

キャンペーン期間は９月１日〜１１月３０日。

となり、
ＬＰガスの料金・契約についても、これ

景品・当選者数を三越カタログギフトのＡ賞（５

まで以上に関心を持ち、お客様自身で比較検討し

万円相当・６０人）に加え、
Ｂ賞（２万円相当・

て選んでもらえるよう「ＬＰガスの料金ってどう

１４０人）、Ｃ賞（３，０００円相当・１，０００人） なの？にお答えします！」と題し、
ＬＰガス料金
の計１，２００人に広げています。ぜひご応募く

の透明化に特化した内容になっています。

ださい！詳しくは同封のチラシをご覧ください。

１部見本を同封していますのでご希望の方は協
会事務局までご連絡ください。

梅雨期及び台風期における
防災態勢の強化について
本年も、中央防災会議会長安倍晋三内閣総理大
臣から梅雨期及び台風期における防災態勢の強化
についての以下のような指導要請がありました。
１．豪雨などの風水害に起因した供給設備等の破
損による液化石油ガスの漏えい及び高潮、河川
−６−

＊

の氾濫、土砂災害、竜巻等突風等のおそれのあ

愛 称 募 集

＊

る地域にあっては、充てん容器等の設置場所及
び充てん所等における容器等流出に十分留意す
協会作成の通知書やタオル等に使用している下

るとともに、破損・転倒等が発生した場合には、
迅速な復旧対策に万全を期すこと。その際、必

記キャラクターの愛称を募集します。

要に応じて他の事業者等と協力体制を適切に構
お客様や皆様にとって親しみやすい愛称をどしど

築すること。

しご応募ください。
２．高潮、河川の氾濫、土砂災害、竜巻等突風等

採用された方には、薄謝を差し上げます。

による被害が予想される箇所に設置されている

ＦＡＸ、メール、郵送、お電話等 （一社）和歌

供給設備等の巡視・点検の徹底、災害等に係る

山県ＬＰガス協会

被害に関する情報の収集・伝達及び当該被害が

販売店名をご記入の上お送りください。たくさん

予想される箇所の警戒体制の充実を図ること。

のご応募お待ちしております。

事務局までペンネーム、本名、

また、巡視・点検に際して、作業員の安全に
も留意し、大雨や台風の際には二次災害が発生
しないよう注意すること。

次回の「協会だより」は冬号（２０１９年１月
発行）を発刊の予定です。
また、前回に引き続き皆様からのお便りをお待
ちしています。
☆やっぱり「ＬＰガスでよかった」と思ったこと。
☆この人こそ「ミスターＬＰガス、ミス（ミセス）
ＬＰガス」と思う人。自薦、他薦は問いません。
☆ＬＰガスだからおいしい！私のおすすめのお店

協会だよりはホームページからも
ご覧いただけます！

☆（じつは私・・・です。）私の自慢、得意技
等々
上記テーマでなくても何でも結構です。
採用された方には、薄謝を差し上げます。もし
かしたら取材が入るかも？しれません。
ＦＡＸ、メ ー ル、郵 送、お 電 話 等 （一 社）和
歌山県ＬＰガス協会

事務局までペンネーム、本

名、販売店名をご記入の上お送りください。皆様
からのお便りお待ちしています。
−７−

和歌山県ＬＰガス協会

検 索

会長表彰おめでとうございます

＊１０年以上勤続者
氏

名

平岡 康久

勤続年数

勤

名

務

地

大崎産業（株）
貴志川 LPG センター

１０

＊5 年以上勤続者
氏

１名＊

勤続年数

３名＊
勤

務

地

丸山 祐典

５

土

田中 稔也

５

大崎産業（株）
貴志川 LPG センター

井戸 康文

５

南紀プロパンガス（株）
勝 浦 営 業 所

氏

生 （株）

＊２０年以上勤続者

１名＊

勤続年数

務

名

貝原 隆子

２０

勤

地

（一社）
和歌山県ＬＰガス協会

総代会において、永年勤続者表彰がありました。
皆様には会長より記念品と、表彰状または感謝状が贈られました。
−８−

