日、熊本市と「災害時におけるＬＰガスの供
給に関する協定」を締結した。熊本市役所で
行われた調印式には協会から佐藤会長と市内
の全３ブロック長らが出席。協定締結で市は
県協会に支援を直接要請できるようになり、
これまで以上に迅速な対応が可能になる。

域連携と将来展望」と、 連携（岡崎健・東京工業 ネ ル ギ ー 研 究 セ ン タ ー

米田健三・九州経 白井俊行・資源エネルギ 大学特命教授）▽再生可 長）

報を提供した。
済産業局長は「関係 ー庁省エネルギー・新エ 能エネルギーを水素キャ われた。

佐藤会長は「当協会は
被災地への支援を目的と

同会は福岡県福岡地区

第３四半期決算

などの講演が行

した緊急派遣チーム『チ
機関との結びつきを ネルギー部新エネルギー リアに貯める運ぶ（古谷

―

ームＬＰＧ』を組織して
おり、災害発生時には県
内の各ブロックから班員
が出動し、避難所支援や
ＬＰガス供給を行う。熊
本市民の皆さまのために
も各事業者間で連携を強
化し、大規模災害に備え
たい」と力を込めた。

官民で最新情報共有
九州水素・ＦＣフォーラム
九州経済産業局、九州 素・燃料電池フォーラム

新福岡エネルギー研究
会（会長＝加地邦雄・福
岡県議会議員）は５日、
福岡市のソラリア西鉄ホ
テルで会合を開き、国策
やＬＰガス業界の現状、
課題などをテーマに懇談
した。 人が参加した。

強め、水素社会の実 システム課水素・燃料電 博秀・産総研再生可能エ
（４～ 月）
現に向けた活動を一 池戦略室課長の「水素社
西部ガス（１月 日）
層活発にしたい」と 会実現に向けた経済産業
連結売上高が前年同期
比１・６％増の１３９３
あいさつ。服部誠太 省 の 取 り 組 み 」。 白 井 氏
億２８００万円、営業利
郎・福岡県副知事は は改訂版「水素・燃料電
益が同 ・３％減の 億
「今春には久留米市 池戦略ロードマップ」に
６４００万円、経常利益
と鹿児島市に水素ス 触れ、エネファームにつ
が同 ・２％減の 億６
４００万円、純利益が同
テーションが新設さ いて「災害時に停電が起
５・０％増の 億４１０
れ、 九 州 で Ｆ Ｃ Ｖ きた場合も電気と熱を継
０万円。セグメント別は
（燃料電池車）利用環境 続して供給でき、相次ぐ
ガス事業が売上高８７６
の整備が進む。当県も水 台風被害による停電でも
億７３００万円・利益１
億７６００万円、ＬＰガ
素社会実現への取り組み 生活環境の維持に貢献し
スその他エネルギー事業
を継続させる」と述べた。 ている。しかし普及目標
が売上高２１６億９千万
基調講演は佐々木一成 に届いておらず、設置拡
円・利益２１００万円、
・九州大学副学長兼水素 大へ一層の奮起が必要」
不動産事業が売上高１９
９億４７００万円・利益
エネルギー国際研究セン と述べた。
億７６００万円。その
このほか▽低炭素社会
ター長の「水素エネルギ
他事業は売上高２０６億
ー社会実現への産学官地 実現に向けた動向と国際
６３００万円・利益１億
３千万円だった。
ガス販売量は家庭用が
ＬＰガス協会と地元選出 所となる学校体育館への 災害が多発し、導管設備
前年同期比３・７％減の
議員、地元自治体首長の ＧＨＰと災害対応バルク が不要なＬＰガスの利点
１億４３０１万８千立方
情報交換を目的に２００ の導入提案を一丸で推進 が改めてクローズアップ ㍍、業務用が同４・４％
４年に発足。定期的に懇 する。学校給食は現在ほ された。 年後、１００ 減の４億１０９８万１千
とんどがセンター方式だ 年後の日本を見据えて頑 立方㍍、卸供給が同 ・
談の場を設けている。
５％増の６７５１万５千
福岡地区協会の手嶋健 が、 施 設 の 老 朽 化 が 進 張りたい」と強調した。
立方㍍で合計が同１・６
和田博実・福岡県ＬＰ ％減の６億２１５１万４
児会長は「業界の諸問題 み、建て替えるか自校方
を相談しながら新技術の 式に戻すかが議論されて ガス協会会長は「国から 千立方㍍。需要家戸数は
同０・１％増の１１３万
導入支援や新たなライフ いる。災害時を想定した 『最後の砦』と期待され
５３００戸。
ラインを提案することが 分散型の自校方式を強く るＬＰガスだが、西日本
ガス販売量が想定を下
当会の目的で使命。国の 申し入れたい」と訴えた。 では学校体育館へのＧＨ 回り、 月 日に発表し
加地会長は「安心・安 Ｐやバルクの導入が思う た通期業績予想を下方修
防災施策や方針について
正した。連結売上高２０
語り合い、消費者の安全 全で心の通うエネルギー ように進んでいない。国
７０億円、営業利益 億
やライフラインの確保に であるＬＰガスで地域づ の予算も活用し普及推進 円、経常利益 億円、純
努めたい」と述べ「避難 くりに汗を流していく。 に注力する」と話した。 利益 億円を見込む。

水分補給で健康増進

ハビリ型デイサービス事

哲司社長）と包括的業務 省により２０２５年の健
提携調印書の締結式を開 康寿命延伸が目標とされ
いた。デイサービスの利 るなか、クローバープロ
用者に水分補給を促し健 ジェクトで熱中症予防、
リハコンテンツはフラ に取り組んでいる。運動

長）は５日、本社で、リ 康な生活を後押しする。 備蓄、健康、安心・安全

デイサービス事業者と提携

11

ウォーターネット（本 業を展開するリハコンテ ンチャイズを含めデイサ 後の飲料を高齢者に伝え

ウォーターネット

29 12

15

熊本県ＬＰガス協会（佐藤逸郎会長）は５

熊本市と災害協定
県協 ３ブロックが有事即応
協定には佐藤会長と藤 ・熊本市北ブロック長、 上孝之危機管理監、吉永 Ｐガスが果たす役割は非

日、福岡市の電気ビ 内外の研究者が水素・燃

なる連携を図り、市の防 ー戦略会議など７者は１ ム＝写真＝を開いた。国

井清峰・熊本市東ブロッ 協会事務局から岡村英治 浩伸防災管理防災総室長 常に大きい。協会とさら 大学、福岡水素エネルギ ＆水素先端世界フォーラ

ク長、山本雄二・熊本市 専務理事が出席。熊本市 が出席した。

旧、炊き出しなどに尽力

ルみらいホールで九州水 料電池関連分野の最新情

県協会と県はこれまで 災力向上に努めたい」と 月
災害時協定に基づき、市 述べた。

いただいた。災害時にＬ

南ブロック長、益田裕樹 からは大西一史市長、村
町村からの支援要請は県
を通して行ってきた。今
回の協定により、市は県
を通さず協会に直接支援
要請を行えるため、より
迅速な出動と避難所支援
大西市長は「協定締結

が可能になった。
で熊本市での防災体制が
さらに強化されることに
なり、われわれとしても
大変心強い。ＬＰガス事
業者には熊本地震の際、
協定書を交わす大西一史市長（左）と佐藤逸郎

社長）と協議すると発表
ノーリツは収益力強化

した。
と体質改善を目的に、住
設システムからの撤退と
希望退職募集を柱とする
ト②流通の皆さまととも 国内事業の構造改革に取

50

―

の２点。

日、

永大産業と協議開始
ノーリツは１月

歳 が る モ デ ル に 変 え て い 本方針は①お客さまへの チンなどの開発・生産の

で住設システム撤退に伴

山下社長は「自立支援

カ所展開している。利用 と述べた。
者にウォーターネットの

宅配水を運動後の水分補 介護のケアは水分摂取が
給として利用してもらい カギで、サービス利用者
健康増進に貢献する。フ の水分摂取量を記録して
ランチャイズ加盟店でデ 水分補給を促している。
イサービス利用者宅に水 ミネラルウオーターの製
サーバーを設置するよう 造・販売を本業とし水分
促し、店舗外での水分補 補給の重要性を認識して
いる企業だからこそ提携
山田社長は「厚生労働 を結んだ」と話した。

給にも役立てる。

齢者が毎朝、水道を使い 生活でストレスがないこ から、事業継続に向けて
始めるとセンターから元 と、親族らはメール受信 は地方自治体と水道事業
気メールを配信し、逆に で安心できることが評価 者間の費用負担のあり方
東洋計器は実証実験を

齢者見守りシステムに対
一方、高齢者の生活ス 応した機器やソフトの開
タイルに応じた判定時間 発を進め、配線工事費や
実証は２０１７年９月 や流量の設定、利用料金 通信費の削減、水道使用

く察知できる仕組み。

が開発した高齢者元気応 ～ 年３月の期間、シス （月９９０円）の抑制、 データの高度利用につな

同システムは東洋計器

報告書を公表した。

システムの実証実験」の ィアなどが異変をいち早

を活用した高齢者見守り れて住む親族やボランテ な効果も見られた。

実施した「水道メーター る。こうして高齢者と離 ンの増加といった副次的 ーとＩｏＴを活用した高

田泰秀社長）と共同して は 異 変 メ ー ル を 配 信 す 族間のコミュニケーショ 踏まえ、スマートメータ

計器（本社・松本市、土 使用や継続使用の場合に め忘れや漏水の発見、親

日、同県の坂城町と東洋 長時間にわたる水道の不 された。また、水道の止 も検討課題とした。

長野県企業局は１月

東洋計器と共同実験

に営業パフォーマンスを り組んでいる。その一環 社・ 東 京、 山 田 啓 輔 社 ンツ（同・船橋市、山下 ービス店舗を全国２００ 健康増進に貢献したい」
最大化

温水は入浴事故低減に うアールビーの一部事業
アールビーは２００８

向け見まもり機能を提案 の譲渡を検討していた。
し、ＩｏＴの活用も打ち

出して取り替えを促進す 年から永大産業の製造を
る。厨房はマルチグリル 受託している。永大産業
の普及で時短やラク家事 にとっても住設事業の生
を訴求する。非住宅分野 産技術は親和性が高く、
に注目し、大阪・関西万 事業融合で業容拡大の可

年から短縮 の活用で流通とともに営

併せて持続的成長のた 量生産が得意だったが、
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45

10

52

ライフラインの迅速な復
会長

復活と成長目指す
ノーリツ 顧客起点に事業変革
ノーリツ（本社・神戸市、國井総一郎社長）は７日、大阪市の帝国ホテル大阪で方針

発表会を開いた。國井社長は「過去の延長線上に未来はない」と述べ、住設システム事

博も睨んだ宿泊施設への 能性があることから今回
業務用給湯器に加え、ボ の協議に至った。
イラーからの転換に力を
新たに開設したＬＩＮ

職金加算と２年間の再就 活用した点検・取り替え 入れる。

人が参加した。

業からの撤退による「復活」と、ビジネスモデル変革による「成長」の二つを並行して
進める考えを示した。取引先 社・
國井総一郎社長

年間続けたが、黒字 に再編に取り組む」と強 を、平均の

「２０１０年代は価格競 「同業他社と比較して販

関西エリアの方針は楠

キーワードにビジネスモ 転換し自動化を進める。

争の時代。序盤はエコジ 管費率が７％、１００億 め「つながるモデル」を 今後は少品種大量生産に

ョーズの比率向上で利益 円多い」と述べた。

対策として第１ステッ デルを変革し、第２ステ

売価ダウンがそのまま減 でやりきる。住設システ 売り切りモデルから、流 部営業本部副本部長兼関 （本社・土浦市、米田一

は比率がピークに達し、 プの事業再編を６カ月間 ップを開始する。従来の 克博執行役員国内事業本 連 結 子 会 社 ア ー ル ビ ー

を維持したが、中盤以降

子会社の事業譲渡へ

ものづくりは多品種少 替え商売」を目指す。

「業界最速の取り
年間 った」と報告。事業多角 り損益分岐点を２００億 要拡大を図る」とした。 さ せ、

化できず強みにできなか 調した。固定費削減によ することで競合なしに需 業パフォーマンスを向上

「

ステムバス・キッチンは こそ、問題を先送りせず 湯器の取り替えサイクル ｎｅｔチャットボット」

継続が難しくなった。シ は「財務基盤が盤石な今 国２千万戸にある当社給 Ｅ公式アカウント「お湯

「全
職支援を行う。國井社長 を 当 た り 前 に す る。

学校にＬＰガス常設を

益になった」と述べた。 ム事業から撤退する。同 通協業により顧客とつな 西支社長が発表した。基 夫社長）のシステムキッ
従来は大黒柱の温水事 事業に限らず全社の

調印書を持つ山田啓輔・ウォ
ーターネット社長（右）と山
下哲司・リハコンテンツ社長

福岡地区協会員を中心に50人が参加した

29

譲渡について、永大産業
高齢者見守り

長野県が実証結果報告

2020年2月17日付、
プロパンブタンニュース紙面より抜粋

の 国 内 事 業 を 振 り 返 り 化により固定費が上昇し 円引き下げる。

國井社長は過去

17

24

94

50

メールで親族安心

46

補ったが、そのモデルの 希望退職者を募集し、退 した点検お知らせ機能を 加価値商品の拡販へシフ （同・大阪市、枝國統博

援システム「ＫＩＺＵＫ テムの利用を希望した坂 利用を簡単に中止・再開 げる。応用としてＬＰガ
Ｉ」
。 電 子 式 水 道 メ ー タ 城町の 世帯を対象に行 できる仕組みなど、サー スメーターにＬＰＷＡ通

ーに送信する。対象の高 く、高齢者は普段通りの 必ずしも一致しないこと から始める予定。

じて同社のマルチセンタ な満足度は８～９割と高 用希望者と水道利用者が のサービス提供を来年度

出し、アナログ回線を通 ではシステムへの総合的 上がった。システムの利 取り付けることで、同様

ーで水道の使用水量を検 った。利用者アンケート ビス内容への改善要望が 信端末「ＩｏＴ―Ｒ」を

40

31

業の利益で不採算事業を 以上を対象に６００人の く。給湯器全機種に採用 価値提供を最大化し高付

45

19

10

新福岡エネ研 議員・首長に訴求
29

住設撤退

手嶋健児氏

（12）
２０２０年（令和２年）２月１７日（月曜日）

プ ロ パ ン・ブ タ ン ニ ュ ー ス
（第３種郵便物認可）

