東日本大震災被災地の方々の声 （日本ＬＰガス協会ＷＥＢアンケート調査結果より）
＊全国２万人の自由回答から抜粋
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今年の３月に東日本大震災を経験しました。
都市ガスの復旧に時間がかかる中、ＬＰガスは問題なく使用出来た為、当時７ヶ月だった息子をお風呂に入れることが出来、大変助かり
ました。親戚や友人なども入りに来て、とても感謝されました。
災害に強いということを実感致しました。
震災前は都市ガスより価格が高いという印象でしたが、震災を通してその印象も変わりました。
もっとそういった面をアピールされてもいいのではないかと思います。
オール電化の良さをクローズアップされる今ですが、今年の大地震でオール電化の弱点を痛感しました。とても苦しい日々を過ごしまし
た。ガスのあるお宅は直ぐ使えて近所の皆さんに助けてもらいました。この災害の時の重要性をもっとアピールすべきです！
我が家はＬＰガスです。なので、３月の震災の時は大変助かりました。前に仙台に住んでいる時は都市ガスだったので料金が安かった
ので引越ししてきた頃は、都市ガスが良かったと思いましたが今回の震災でその日から使えたＬＰガスに感謝しています。
温かいものが食べれる、飲める幸せを実感できました。
オール電化と騒がれていましたが今回の震災で電気がつくまでに１０日。ＬＰガスはその日から使えました。電気よりもＬＰガスがもっと見
直されても良いと思いました
ＬＰガスはこの度の東北大震災の時に多くの家で都市ガスで供給が止まりましたが幸い私の家はＬＰガスで止まることがなく使えたこと
で大変助かりました。そのおかげでガスが使えない友人たちの家族にお風呂を使ってもらったりできました。こういうときに役に立てるこ
とができてＬＰガスでよかったと思いました。ＬＰガスの便利さを痛感しました。
震災の時、プロパンで本当に助けられました。地震直後から、極めて安全に、すぐに調理や湯沸かしができ、一週間に渡った断水、停電
の中でも、救われた思いでした。ご近所さんとも、そのありがたみを実感しています。
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今年の東日本大震災で我が家も停電になりましたがＬＰガスだったお陰で、電気は止まって不便な中、ガスは使用できたので煮炊きに
は困らずに済みました。急な災害でパニック状態でしたが。ガスが使えた事はとてもありがたかったです。
今回の震災があるまでは電気の方が割安で安全なイメージがありましたが震災の時ガスだけがすぐに使えて助かったのでガスに対す
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る認識が大きく変わりました。来年、家を建てる予定なのでエコジョーズにとても興味があります。
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３．１１の災害時、停電したときのオール電化の弱さが露呈された。クリーンでエコな暮らし方＝オール電化というような認識がかなり強く
福島県 あったのは、電力会社のＰＲ戦略のせいだろうか。あの大地震を経験して、生活に使用するエネルギーについて考える機会が増えた。
（電気だけでなくガソリンしかり）ＬＰガスの有用性もさらに広く知られるところとなり、選択肢の幅が広がればいいと思う。
オール電化にした方がいいのかと思っていたけど、今回ホームページを見ていて考え方が変わった。何より今回震災にあって、オール
福島県
電化の家の人よりも早くガスが使えた事を思い出して、やっぱり今まで通りＬＰガスの方がいいと思った。
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子供の頃からＬＰガスのある暮らしを送ってきました。
結婚してアパート→一軒屋の借家（後に買い上げ）と生活した時にガス調理＆ガスボイラーを利用したところ、２人暮らしにもかかわらず
高額なガス料金に驚き、新築した今はＩＨ調理とエコキュート、薪ストーブを選択しました。
今年の大震災では、ＬＰガスの世帯が多い田舎では、救われた家庭が多かったようです。（私の実家も夫の実家もＬＰガスで湯タンポの
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お湯が沸かせたり、調理出来たりと、役立ったようです）
ガスがもう少し手頃に使えるようになると良いですね。
震災後、全国のガスマンの皆さんが被災地で活動して下さったニュースを見て、とてもありがたかったです。
地元のガス会社の皆さんも震災直後から、見回って下さり感謝しています。（仮住まいでガスを利用していました）
震災時にガソリンが入手困難になり、避難先でタクシーに乗った時運転手さんに聞き、初めてタクシーはＬＰＧ車だと知りました。
福島県 当時ＬＰＧ車用のスタンドは列もなく空いていたのを、ＨＰを見て、ＬＰＧ車について載っていたので思い出しました。
ＬＰＧ車がもっと普及すれば災害時も安心なのに・・・と思いました。
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このＨＰをみるまではガスは環境にあまり配慮されていないのかと思っていました。実家のプロパンガスの値段にびっくりして、新居は
オール電化にしてしまいました。私のようにガスについて無知の人が多いと思いますので、正しい知識を広めて欲しいです。
我が家でもガスを使用しています。
３月の地震の際も電気は止まってしまいましたがガスが使えたので調理に大変役立ちました。
世間ではオール電化が普及しガスを使っているのが時代遅れな感じはしてましたが、奇しくも震災という大災害の時に時代遅れなどと
思っていた自分がはずかしくなりました。
いつ起こるか分からない大災害の時に機能するものこそ長く使っていきたいのもだと感じました。
これまでは、ＬＰガスに対しての知識はほとんどありませんでした。エネファームやエコジョーズといった言葉は聞いたことがあっても、全
く理解はしていませんでしたし、ガスというと、危険とか有害といったイメージしかありませんでした。できることなら、家はオール電化にし
たほうがいいのではとも思っていました。
その考えが払拭されたのが震災の時でした。しばらく電気が使えなくなりましたが、ガスコンロを使用していたため、調理に困ることはあ
りませんでした。下手をすれば火災の原因にもなりかねないガスですが、このときは心からオール電化でなくてよかったと思いました。
そして、今回ホームページを拝見させていただいて、環境性にも優れていることが分かり、ＬＰガスの良さを実感しました。これも、関係者
の方々が日々研究を重ねられている成果だと思います。
これからは考えを改め、ＬＰガスを上手に生活の中に取り入れていき、環境にやさしい生活を送りたいと思います。
以前は、ＬＰガスというとガス代が高いというイメージがあり敬遠していました。しかし、震災を経験し、考えが変わりました。災害時に強い
というのはもちろんですが、環境に優しく、危険が少ないということがわかりました。さらにホームページを拝見し、日々リスクと隣り合わ
せで作られたエネルギーを使うよりも、安心して使うことができるＬＰガスの方が環境にも未来にもやさしい生活が送れる事が分かりまし
た。子供たちの未来のために、母として、考えさせられるよいきっかけになりました。
かなり専門的な数値が並び、最初はとっつきにくい印象がありましたが、初めて見聞きする言葉や技術もあり勉強になりました。
また家庭用のガス機器のページなどは見やすく、好印象を持ちました。
昨年、家をリフォームした際、オール電化かガスかで迷ったのですが、これまでの使い勝手や様々な情報からエコジョーズを選択、現在
使用しています。
同時にガスファンヒーターを暖房の中心に据えたのですが、給湯同様とても快適に冬を過ごしています。
その後の震災では、電気に対する印象がガラッと変わり、オール電化にしなくてよかったと思っています。
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首都圏、東海・東南海地域の消費者の声（日本ＬＰガス協会ＷＥＢアンケート調査結果より）
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ＬＰガスについて、なんとなく名前は聞いた事があったけれどどんな性質、特徴があるのか知りませんでした。
震災が起こってから特に環境やエネルギーについて考える事が多くなり、ＬＰガスの様な備蓄や運搬が出来るエネルギーが
あったんだと知る事ができ、安心しました。
ガスは環境に悪いとかマイナスイメージが強かったけどそんなことなく、災害時とかにも強いことが分かってよかった。家を建
てる時オール電化にしなくてよかったと思う。
わたしは愛知県の名古屋市に住んでいます。この地域は、東海大地震が起きた時いちばん被害が大きくなることが予想され
るので、わたしは３月１１日の地震が起きた時も自分のことのように恐ろしく感じました。
原発や津波、寒さで眠れない、食べるものがない、などの被災地の人の声を耳にするたびに、とても不安な気持ちになりまし
た。
今日偶然このＨＰをみて、ＬＰガスの存在を知りました。
「災害に強い」この特性についてかかれている部分には、特に励まされました。いまの世の中は進化しているのですね。これ
からきっといつかは絶対に被災する時が来ると思いますが、こういったものがもっと普及していればきっと乗り切れるんじゃな
いかな、という前向きな気持ちがわいてきました。
ＬＰガスが災害時にとても役に立つことがわかりました。
電力不足の中、ＬＰガスが果たすべき役割がとても大きいと思います。
これからも普及活動に努めていただきたいと思います。
今回は学べる紹介をありがとうございました。
こちらのホームページを拝見するまでは、ＬＰガスって本当に環境に良いの？という思いでしたが、こちらのホームページを拝
見し認識が変わりました。我が家の暖房器具はガスですが、電気エアコンに比べて格段に暖まる時間が早く体の芯から暖め
てくれます。調理器もガスですが、友人の電気コンロと比べると火力の強さ、料理の味までガスの方が美味しいとさえ思いま
す。家中ガスにもできる事、環境にも良い事がこちらのホームページを通じて理解することが出来たので、一度じっくりエネ
ファームやエコジョーズについて考えてみたいと思います。今回は、ありがとうございました。
今年の６月まで、宮城に住んでいましたが家がガスを使用していたので、とても助かりました。家も家族も無事で、不便な生活
が長かったですが、温かい料理をみんなで食べれる事がどんなにありがたいかを、実感しました。現在は愛知に居ますが、震
災に備えて、ガスコンロは確保しています。
大震災で、オール電化の家は何もなければいいけれど、非常時はとてもやっかいと感じました。それぞれのエネルギーのいい
ところを活かせるといいですね。都市ガスの便利さを知っているので、今のＬＰガスにちょっと抵抗がありましたが、やっぱり今
のままでいいと思いました。
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正直全くＬＰガスについて知らなったので非常に勉強になりました。特に環境性だけでなく、昨年から続いている地震の影響で
神奈川県 災害時の対応についても非常に興味をもちました。地震により停電がおこったり計画停電を経験したためガスが万が一止まっ
てもＬＰガスであれば復旧も早く助かるだろうなぁと感じました。
大震災の時、宮城県に住んでいました。その際、ＬＰガスだったのでガスも止まらず本当に言葉にできないぐらい、助かりまし
た。家族に温かい食事を出すことができたことがとてもありがたかったです。電気が通るようになったあとも、あちこちの友人た
神奈川県
ちにお風呂に入りに来てもらい、多くのかたに感謝されました。
今住んでいる神奈川県でも、ＬＰガスです。ＬＰガスとご縁がある！と勝手に思い込んでいます。本当にありがとうございまし
神奈川県 災害対応は特に魅力を感じました。いつまた大きな災害が起こるか分かりません。これからどんどん普及していって欲しいで
今年３月の地震以来、いかに電気に頼った生活をしてきたか痛感させられました。
神奈川県 我が家ではカセットボンベでのみしかＬＰガスは使っておりませんが、ライフラインは複数持つべきだと思ってます。
実際地震の時は、ガスが無かったらごはんも食べれなかったですし。
ＬＰガスで良かったと震災時に強く思った。仙台の親戚は都市ガスが１ヶ月ほど使えず入浴、食事のしたくが大変不自由したら
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しくプロパンだったら復旧も早かったのにと言っていた。
災害時に、素早く供給してくれるのは、ＬＰガスなんだと、考えさせられました。
これから、どんな、自然災害が起こるのかわからない中で、何かの時には、ガスは、
神奈川県 命をつなぐ、生命線だと、思います。
ＬＰガスの必要性を強く感じました。
今まで、考えもしなかったので、とても参考になりました。
私の地区はプロパンガスなのですが、３月の震災時もガスは使えてとても心強かったです。
災害に強いエネルギーというのは大事だと改めて思いました。
神奈川県
環境にも良いというのは、今回初めて知りました。
ＰＲ不足かなとおもいます。
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ＬＰガスが災害対応できることを初めて知りました。
今年の大震災でとても困っていた寒さ対策や温かい食事の供給が迅速にできるなんてすごいです！！
たくさんの人に知ってもらってもし災害が起きても困らないようＬＰガスさんを利用する人が増えたらと思います。どんどん告知
して広げていってください！！
震災前まではこれからは電気の時代とか言われていたが、とんでもありません！
今の私の考えはやはりガスが１番だと思っています！震災に強いＬＰガスこれからも、もっともっとアピールしてエコのＬＰガス
を皆さんが使用することを願います。
昨年、戸建を購入して、その際都市ガスに変更するか検討しましたが（中古戸建でＬＰガス付帯だった）、震災などの経験から
ＬＰガスの方が良いことがわかり変更しませんでした。地域に密着した会社が多く頻繁に担当者の方とも会ったりするので安
心感も大きいです。
震災時 ＬＰガスは最強だった（宮城の妹の話）
災害に強いエネルギーであること。これからはとても重要な事だと思います。震災があるまでは、正直オール電化にしたいと
考えていましたが、電気とは何と災害時に無力なのでしょう。そして原発から送られているという事実。直ぐ使えるエネルギー
として、ガスに大いに期待したいです。
ＬＰガスは災害時の復旧が早いので、我が家では都市ガスに変更をしないで、ＬＰガスを使い続けています。今使っている給
湯設備をリフォームする時には、是非、「エネファーム」と「エコジョーズ」を検討したいと思いました。
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ＬＰガスがこんなに環境に優しく、また災害に強いということを初めて知りました。３月１１日の東日本大震災から、災害という
のはもはや他人事ではありませんし、地球環境ももっと身近な問題として考えていかなければならないことです。それらの問
題への現実的な対処のひとつとして、ＬＰガスが有効であるし重要であるということを、しっかり覚えておこうと思います。
ＬＰガスが環境に優しいクリーンエネルギーであることを、もっとアピールしていくべきですね。
３月に大地震がありましたが、ＬＰガスは災害にも強いエネルギーであるとのことなので、ＬＰガスの普及が更に進んでいくとい
いと思いました。
私の実家は東日本大震災で被災しました。約１ヶ月半ガスのない生活で、とても苦労していました。そんな中、ＬＰガスのお宅
は普段とあまり変わらない生活をおくることが出来ていた為、ＬＰガスに変えようか検討していると聞きました。
災害などの時、ＬＰガスは本当に貴重だなあと思いました。
ＬＰ ガスは古い設備で、危険で高くこれからは衰退していくものだと思っていました。災害時の事をかんがえると、我が家にも
欲しいと思いました。
知らない方も多いと思うので、コマーシャルやニュースのミニコーナーで説明すればよいのでは？
ガスと電気・・・と聞くと、電気のほうがより安全なイメージがある。しかし、天災などが起こったときは、電気よりもガスだと思う。
ものが溢れる時代だからこそ、生活の中で何かを決め付けるのではなく、状況によって使いわけていける柔軟なイメージがほ
しい。料理もガスの方がおいしいし、ガスじゃないとやっぱりダメだなと思う時があります。安全であるイメージを培ってほしいで
すね。がんばってください。
ＬＰガスは古いエネルギーという印象がありましたが、震災以降、電気エネルギーの危うさを痛感し、ガスエネルギーを改めて
見直しました。
御社ホームページを見て、知らなかったＬＰガス商品もたくさんあることを知りました。また、今の時代に一番適したエコで安全
なエネルギーだと知りました。
今回の震災で、ＬＰガスの威力が発揮され、多くの人が被災後、お風呂に入ったり暖かい食事を頂くことができたと聞いていま
す。特にＬＰガスは携帯に優れ、災害支援には非常に役に立っているようです。今回、ホームページではそうした被災者支援
についてのニュースなどが書かれていませんが、せっかく支援されているのですから、こうした取り組みを紹介する「ＬＰガス
ニュース」などで紹介してはいかがでしょう？また、ＩＳＯなど第三者認証も取得されているようなので、その点も安心です。ガス
の概要に「ＬＰガスの安心・安全」というタイトルをつくって、ぜひ紹介して下さい。
震災前まではオール電化にあこがれていたが、震災後はＬＰガスに関心を持つようになった。思いのほか環境に優しいことが
わかり安心した。運搬性があるので便利だと思った。コストがもっと安くなればと思う。あとは子供がいる家や老人世帯でも安
心して使える技術が整備されればと思う（つけっぱなしや間違った使用）。ガスヒーターの形を小さい子供のいる家でも使いや
すくしてほしい（子供がガスヒーター上部の穴に 切り刻んだ紙をふりかけてしまう などの重大事象の可能性があります。ま
あこれはＬＰガス協会ではなくガス製品メーカーに言うことですけど。震災時そして津波時にプロパンガスがどのようになった
のか知りたいです（爆発したのか、流れたのは大丈夫かなど）。
ずっと都市ガスを利用世帯の方が多いと思っていたので、ばずは、全国世帯の約半数２５００万世帯でＬＰガスを利用している
ことを知り、大変驚きました。また、災害に強いことを初めて知り、ＬＰガスはなくてはならない大切な資源であることを実感して
います。特に災害対応型ＬＰガスバルクは、大変身近な心強い存在なのですね。自分の住んでいる地域では、何処にどのよう
な形で配置されているのかに大変興味を持ちました。今、全国で防災に対する意識が非常に高まっています。ＬＰガスの災害
に対する強さを一般家庭へも広めて、私たちを安心させてください。御社のホームページを訪れることができて、私の今までの
認識が大きく変わりました。御社との出会いに感謝です。どうもありがとう。
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うちも今は賃貸でプロパンガスなのですが、以前の都市ガスと違い割高なので、やりくりには大変苦労しています。がそのぶ
ん、節約する心掛けがついてとてもいいことだと思っています。環境にも優しいとしり、また災害のときには都市ガスより早く被
災地へガスを供給できるので、今、東海地方に住み東海地震の不安もありますが、プロパンの生活でかえって安心なのか
な。。。。と思ってしまいました。
東日本大震災の後、電気だけのエネルギーには疑問を感じていました。ただ、ガスというと環境にも良くないイメージがあった
ので新しいエネルギーが出来ないかなぁと完全に他力本願でした。しかし、自分の選択によっては環境にも自分にも家族にも
優しいエネルギーがあることが分かりました。良い勉強になりました。
電力会社の陰謀でガスがわるく言われていましたが、今回の震災やエネファームなどの記事を読んでガスの素晴らしさがわか
りました。ぜひ我が家でも導入してみたいですね
我が家はオール電化住宅なので、今までＬＰガスについて、全く興味がなかったのですが、今回このＨＰを見て、ＬＰガスへの
印象が少し変わりました。特に災害時に役立つようなのでそこに魅力を感じました。今は、オール電化へ流れている状況だと
思いますが、ＬＰガスの必要性も十分感じました。
家を建てたとき お姑さんの強烈なプッシュにより オール電化にせざるを得なかったが、 停電時など なんにもできなくなっ
て困る。 今更ながら ＬＰガスの災害時の強さを実感 しています。
ＬＰガスが電力使用制限のときに役立ちました。昼間の停電時には、ＬＰガスの人だけお昼も暖かいものが食べられてよかった
と、近所の人は皆言っていました。これからどんなことがあるかわからない世の中ですから、オール○○といったシステムは考
え物です。少しは分散してできるだけ被害をこうむらないようにしたいと考えています。

