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一方、デジタル化の進
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ず上限量があるが、現状 ックする仕組みも必要で

備の余力が必要なため必 スの市場も国としてチェ

る。振替供給には製造設 いる問題もある。ＬＰガ

値の確認も検討課題とな 越的地位の乱用を受けて

振替供給可能量の上限 とされ、オーナーから優

できない仕組みだ。

の非化石電源が供給の過 入も進むが、石炭は現状 ても、同量の自社供給が 宅で負担した設備代をガ
半を占め、水素発電の導 維持となる見通しだ。

振替供給制度を整備
エネ調
新規参入者枠確保へ
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前期補正で６事業者

スタンド発電機補助

総合資源エネルギー調 に ガ ス を 注 入 し て も ら は他社供給設備の残量が はないか」と提言した。

査会ガス事業制度検討ワ い、自社製造設備がある 非開示。振替供給を利用

ーキンググループ（座長 エリア（他社需要家を含 している小売事業者が、

＝山内弘隆・一橋大学大 む）で同量のガスを注入 設備計画や営業の見通し
資源エネルギー庁が２

委員らは制度改善の方 ０１９年度補正予算で公

学院特任教授）は 日に して供給量を埋め合わせ ができない実情がある。

第 回会合を開き、ガス る制度。同制度には議論

小売市場の状況を話し合 が深まっていない未整備 針に同意し、ガス小売市 募していたＬＰガススタ

った。現行の振替供給制 部分があり、事務局とオ 場の新規参入者が自社供 ンドを対象とした非常用

度の在り方に見直しの余 ブザーバーの東京電力エ 給力を段階的に保有して 発電機の導入補助事業に
意見で一致した。ルール

採択されたのは荘内エ

地があるとし、新規参入 ナジーパートナーが検討 いける環境にすべきとの ６事業者が採択された。

円高の４万

安となった。輸入量は

円

円

原油ＣＩＦ価格はキロ

も供給力があるエリアで

委員の橘川武郎・国際 士 エ ネ ル ギ ー（ 東 京 ）、

のないエリアで 万㌧を の不透明な取引の問題が ー（ 岡 山 市 ）、 広 島 エ ル
振替供給している事業者 ある一方で、ＬＰガス振 ピータクシー事業協同組
が同エリアで新たに 万 興センターの調査によれ 合（ 広 島 市 ）、 ダ イ プ ロ

Ｇ＆ＷのＬＰガス事業継承

関西支社を新設

グループ子会社で展開し
てきた民生用・工業用Ｌ
Ｐガス事業の集約を進め

大 陽 日 酸 エ ネ ル ギ ー 業（工業用販売と充填所 ている。今回、新たに大

万 １ 千 ㌔ ㍑ （本社・愛知県蟹江町、 運営を除く）を継承する 阪と和歌山に営業基盤が

高、数量が同１１１５万

万２ ㌔ ㍑ で 同

大陽日酸エネルギーは

日発表した ９００万円安。為替レー ㌧の自社供給力を確保し ば事業者の ％が賃貸住 オート（大分市）。

日時点で日本ＬＰガ 報はトン当たり４万

月２～６日 期間中は▽ＬＰガス産業 登場するほか、２日目以 スを提供する。日本から ９月のＬＰガスＣＩＦ速 の円高・ドル安。
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ラ イ ン 会 議・ イ ベ ン ト グローバル技術会議▽暮 ーが登場する。特にＩＥ ス協会が会議への参加、 で、前月比２２０円高、 リットル当たり３万７９

（パリ時間）に初のオン 戦略▽オートガスの日▽ 降も各界の著名なリーダ は

現行の制度は、少しで の細部は今後検証する。 ネ ル ギ ー（ 酒 田 市 ）、 富

者が段階的に自社供給力 の必要性を示した。

を確保できる環境にする

振替供給は、自社製造 は振替供給を利用できな 大学大学院教授は「ＬＰ 東 邦 液 化 ガ ス（ 名 古 屋

定より１～２㌽増が見込 方向で合意した。

財務省が

Ｃ Ｉ Ｆ
９月速報

可能エネルギー、原子力 設備のないエリアで他社 い。例えば自社供給設備 ガスは以前から無償配管 市 ）
、岡山ガスエネルギ

％と当初想 まれる。電源構成は再生

％から
年に

日本と８時間の時差が

ティ・ビロル事務局長、 あるため、ＷＬＰＧＡは

ー機関（ＩＥＡ）のファ

トは各方面に影響を与え 費割合の分析によると、 ％、

石油需要のピークアウ ギー消費に占める電力消

年ごろ 縮小させる見通しだ。

の高まり▽デジタル化の 動需要の大幅減が全体を 展は世界の電力依存を高

進展―によって

に石油需要のピークアウ

トが来ると予測した。

今年はオンライン
ドバイの石油・ＬＰＧ物 ４日間の全セッションを
流グループＥＮＯＣのサ 録画し、登録者向けに３

都市ガス

「ｅ―ＬＰＧウィーク～ らし関連事業のスタート Ａは６月に「エネルギー Ⅰ・Ｔ・Ｏが協賛を予定 前年同月比で１５８５円 ０円で前月比１８１０円
詳細（英語）は石油化 万３千㌧で前月比

暮 ら し に エ ネ ル ギ ー を アップ競技会▽政府・関 部門の自足可能な回復計 している。
係機関による開発サミッ 画」を発表し、各国政府
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デジタル化の進展

世界ＬＰＧ協会（ＷＬ ライン開催に変更した。 イフ・フマイドＣＥＯが カ月間利用可能なサービ 貿易統計速報によると、 トは１０５円 銭で 銭

ＷＬＰＧＡ、 月２～６日

出典／エネ研「アウトルック2021－ポストコロナのエネルギー変革」
（2020年10月16日）
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イで第

実行を提言。ｅ―ＬＰＧ はｅ―ＬＰＧウィークの １７億５３００万円で、 同２４３４円安、数量は 日酸ガス＆ウェルディン 社・新宮市、平野重幸社 新設。関東、中部、中四

回世界ＬＰＧフ 能性―など多彩なプログ Ｐガス投資計画の策定と からも確認できる。本社 万７千㌧増。輸入額は３ ン当たり３万２５２円で 付でグループ会社の大陽 の紀勢協和液化ガス（本 アを管轄する関西支社を

正憲社長）のＬＰガス事 継ぎ吸収合併した。

拠点が誕生した。

億２９００万円 ６５０万４千㌧で同 万 グ（本社・大阪市、財満 長）の全権利義務を引き 国、九州に次ぐ五つ目の

元・横浜市の港北区、

押部修一署長（右）と中田みち会長
を受け締結したもの

ドローンで改修

人に豪雨対策６点セット

を、１００万円以上のリ

フォーム成約者（来年１

ＴＯＫＡＩ（本社・静 スタジオで、前撮りした し）に①ＴＬＣポイント

月末までに完工・引き渡

岡市、小栗勝男社長）の ドローンの高所カメラを ５万円②期間限定で金利

ＴＯＫＡＩ オンライン相談会
と災害協定を結び、飲

東京本社は 日、オンラ 使った建物診断映像を交 ・手数料

緑区、都筑区、青葉区
料水やＬＰガスなど必

で、同署管内で災害が
発生した場合、災害対

要物資の優先的な提供

回払いまで無

応を行う署員向けに飲
料水を提供する。
トーエルはこれまで

イン相談会の第２弾とし え質疑に応答。チャット 料③ケルヒャーの高圧洗

てドローンを使った「屋 による「地域に関係なく 浄機「Ｋ２クラシックプ

一署長）と「災害時に

市、ストックヤードの

工場のある長野県大町

ピュアウォーター製造

献する姿勢を示した。

地域社会に積極的に貢

ンに携わる企業として

を交わし、ライフライ

長は押部署長と協定書

定締結式で中田みち会

グループのＣＡＴＶ事 寧に回答した。視聴後の 各拠点でドローン操縦の

前と午後の２回行った。 どの質問に一つひとつ丁 の中村聡部長は「社内の

約２５０人が予約し、午 装や補修のコストは」な 事業部リフォーム営業部

会は無料の事前予約制で と ど う な る か 」「 外 壁 塗 ーション本部エネルギー

ｕｂｅで配信した。相談 クラックを放置しておく

根・外壁編」をＹｏｕＴ 依 頼 で き る か 」「 屋 根 の ラス」

都筑署で行われた協

を打ち出してきた。

おける飲料水の供給に

ある千葉県富里市、地

東京本社ライフソリュ

屋根も外壁も現場が見え

業会社、東京ベイネット 特典として現地調査・見 資格取得を進めている。
が叫ばれる今、避難所と ワークの東京・江東区の 積もり依頼をした先着

ないため、必要性は理解

ンターなどには平素から 供給を選択しなかった理 議会議員を通じＬＰガス していてもリフォームに

なり得る公民館や市民セ

を進呈する。
トーエル（本社・横

関する協定」を締結し

―
浜市、横田孝治社長）

た。都筑署からの要望

トーエル 横浜・都筑署と協定

は 日、横浜市都筑区
の都筑警察署（押部修

年度予算で一部の学校体 るまずＬＰガスのメリッ
育館にＬＰガスＧＨＰを トをアピールし続けるこ

中学全校にＧＨＰ・発電機 東大和市
東大和市（尾崎保夫市 京都ＬＰガス協会の尾崎 一中がデンヨー製 ㌔㌾
長）は市立中学校全５校 義美会長（北多摩西部支 ㌂機、４校がそれぞれ同

５校の体育館に導入し 拠点避難所と位置付け、

空調機の熱源には供給途 調整備と併せ、停電時の はメーン会場にブースを 機の導入を終え、４日か 後押しした＝一部既報。 同市は５校を特に重要な
し非常用発電機の導入を れたＧＨＰや９８０㌔㌘ 市は安全で快適な学習環 たＧＨＰは小型発電機を ＬＰガスに停電時のライ

絶の心配がないＬＰガス エレベーター運転を想定 出展し、南町小に設置さ ら空調運転を始めた。同

を選んだ。昨年の台風

号災害では市内避難所に 盛り込む。公共施設の避 バルクなど実機を紹介し 境と避難所機能を整備す 搭載した「ハイパワーマ フラインとしての役割を
校の体育館への空調設 第一中にアイシン精機製 は各校とも ㌔㌘容器

約９千人が避難したが、 難所も既設の空調機を入 ながらＬＰガスの災害対 るため今年度、市立学校 ルチ」で、床面積の広い 期待する。ＬＰガス供給

尾崎会長は同日、第一 え、容器なら炊き出し先 スを建築基準法の対象か ライン相談会で、現場を

体育施設空調設置支援事 願いしたい」と強調した。 ーリーの進入が困難なう 屋根を乗せた容器フェン 多い。今回のようなオン
業補助金で調達する。小

学校体育館（ 校）への 中に業界紙記者を集めて などへ１本ずつ切り離し ら外すなどの規制緩和も 見せるリフォーム提案を

セルカバーを寄贈するな ント企画も後押しし、滑

どファンや地域との一体 り出しは順調のようだ。

対象は関東１都６県（一

チームの公式ホームペ 部 地 域 除 く ） の 都 市 ガ

感を高めている。

月７日にはホームの

東京ヴェルディ（本社 られる仕組みで、 日の ージに加え３万８千件の ス、ＬＰガス利用者。

電力・ガス受け付け

東京ヴェルディとニチガス

と語った。 強化する」と語った。
都市ガスＧＨＰの導入も 見学会を開いた。バルク て 運 べ る 」 と 説 明。「 都 要望していく」
併行して行う。
ＧＨＰと発電機の導入
完了に伴い 日に都協会
の尾崎会長と佐藤祐司専
務理事が市庁舎を訪れ、
尾崎市長に報告した。尾

崎会長は「市の取り組み ・東京、羽生英之社長） 受け付け開始からファン フォロワー数があるツイ

だち登録があるＬＩＮＥ 合（ニチガスＤＡＹ）を

は全国の自治体から避難 とニチガス（同、和田眞 らの契約申し出や問い合 ッター、２万４千件の友 味の素スタジアムで冠試

月末まで （岩谷治樹常務執行役員

ニチガスはコーポレー にガスと電気のサービス 行う。ニチガス東京支店

所のモデルケースとして 治社長）は９月から「ヴ わせが相次いでいる。
市は今年度予算に中学 注目を集めている」と謝 ェルディガスでんき」の

体育館への空調設備設置 意を述べ「災害に強く、 受け付けを始めた。ガス トパートナーとして冠試 開始を周知。

馬力２台ずつの計 り地元の尾崎商店（尾崎 して３億２９９８万円を スは発電機の燃料として ガスを通じ東京ヴェルデ ームタウンである東京都 意した東京ヴェルディオ ャルとリアル展示会の２

馬力４台、他４校に同 本で、今年度は入札によ 工事費（発電機含む）と 長期間保存の利くＬＰガ ・電気料金の一部はニチ 合のほか、２社共同でホ の切り替えキャンペで用 支店長）は今秋、バーチ
社府中営業所の協力で、 スＧＨＰを設計に組み込 社製

25

防災訓練は市立南町小 ９・９㌔㍗ＬＰガス移動 む自治体が多いなか、東 ３００馬力。発電機は第 義美社長）が納入する。 計上。うち１億７３７１ 最適。エネルギー分散化 ィの運営・強化費に充て の稲城市小学校にランド リジナルマスクのプレゼ 面展開を計画している。

い」と意欲を示した。

万円は都の公立学校屋内 ＬＰガス設備の設置をお 由を「校舎裏にバルクロ 設備の導入はもちろん、 踏み切れないお客さまが

続的にアプローチし、来 で設計されていても、ひ 保夫市長、佐藤祐司・都協会専務理事

部長として三鷹市にも継 している。都市ガス仕様 左から尾崎義美・東京都ＬＰガス協会会長、尾崎

Ｐガス協会北多摩南部支

る来場者

発電機やバルクを見学す

南町小学校に設置された

高、前年同月比で５億４ ４千㌧増。

初日のオープニング基 ウィークがそれを後押し 日本唯一のメディアパー 前月比

ォーラムをメーンに新企 ラムが組まれている。

画を実施する予定だった

日に開いた市の総合防災訓練で高

相次ぐ自然災害を受け、分散型で可搬性と備

㌾㌂非常用ＬＰガス発電機を併設し終えた。

校の体育館には今夏、デンヨー製９・９㌔

年度にＬＰガスＧＨＰを先行導入した市立小

野市長が本紙の取材に応じ明らかにした。昨

固めた。

設計としてＬＰガスＧＨＰを採用する方針を

が、コロナ禍を受けオン 調講演では国際エネルギ することになりそうだ。 トナー。

府中市（高野律雄市長）は２０２０～ 年
度に市立中学校 校の武道場と地下アリーナ
蓄性に優れるＬＰガスの実力が評価された。

まちづくり」を重点プロ 校の会場と連携して展開

「コロナ禍でも市
ジェクトとして推進し、 し た。

今年度予算で小学全体育 民の防災意識を高めるに

館の発電機導入に２億８ は継続が不可欠」という

３８１万円、中学武道場 高野市長の信念もあり、

高野市長は「学校体育 の空調導入などに５億１ 十分な対策を取ったうえ

府中市プロパンガス商 の体育館にＬＰガスＧＨ 部長）の粘り強い提案活 社製９・９㌔㌾㌂機で、

館は学習環境の改善に加 ９３１万円を計上した。 で開催に踏み切った。

高橋代表は「東京都Ｌ 入れてもらえるよう折衝 とが大事だ」と強調する。

本計画で「防災・減災の をメーン会場に、ほか２ 電源車も展示した。

府中市 小中全校に発電機併設

中学校体育館にも

（体育室）の空調化を進めるに当たり、基本

18

ＧＨＰを稼働して避難者 れ替えるタイミングでＧ 応力をＰＲした。エア・

年度の基

10

15

31

22

としての側面を考慮し、 ２カ年計画で体育館の空 工組合（高橋淳二代表） Ｐと非常用ＬＰガス発電 動や府中市の先行事例が 館内設備の電気を賄う。

え、災害時の避難所機能 高野市長は「中学校には

66

18

11

25

40

同期間にＵＡＥのドバ ト▽米国ＬＰＧ市場の可 にコロナ後を見据えたＬ 学新聞社のホームページ 千㌧増、前年同月比で１ 増。ＬＮＧのＣＩＦはト 平峯信一郎社長）は１日 とともに、グループ会社 確立されたため、同エリ

13
50

50

・米中関係悪化。国家間の政治 ・経済のリモート活動を支える
的な緊張は相対的に高くなる 情報通信技術の進展が加速
・自国第一主義と同盟国重視。 ・リモートワークが定着。海外
自由貿易体制からの離脱が進 渡航も控えられ、輸送需要は
む
伸び悩む

25

15

11

～」を実施する。

10

40

18
21

に快適な生活環境を提供 Ｈ Ｐ の 導 入 を 検 討 し た ウォーター東日本関東支 備の設置を推進。都市ガ
～

10

19

84

20

ポストコロナシナリオ
23

11
21

できた」と評価した。
同市は

18

10

220
19

28

20

42

・感染対策を契機に、自国民の ・人の移動接触が控えられ、リ
安全確保の重要性を再認識
モートでの活動が増える
・自給体制を含むサプライチェ ・密を避ける社会。大都市から
ーンの見直し
地方移住への兆し

19
50

50

14

災害時に飲料水供給

15

11

高野律雄市長

58

33

ＬＰガス
Ｇ Ｈ Ｐ

屋根・外壁

11

安全保障の重視

20
40

・世界経済は減速。中国の製造
拠点がインド、ＡＳＥＡＮに ・社会のデジタル化が進み、電
流出
力需要が増加
・エネ供給多様化、自給率向上 ・輸送用燃料である石油需要が
への取り組み強化。エネ技術 大きく低下
覇権の競争も

14

大陽日酸
エネルギー

フォーラム

18

石油需要
16

（２）
２０２０年（令和２年）１０月２６日（月曜日）

プ ロ パ ン・ブ タ ン ニ ュ ー ス
（第３種郵便物認可）

