2022年3月21日付 プロパンブタンニュース紙面より抜粋

貝塚市（酒井了市長）は全 校ある市立小

ＨＰを導入した。普通教室は都市ガスと電気

岩谷産業（本社・東
回

京、 大 阪、 間 島 寬 社
イワタニ水素エネルギ

長 ） は ９ 日、
「第
ーフォーラム大阪」を

の空調を使用しているが、災害対応力や供給
体制を評価しＬＰガス熱源の空調システムを

併せて照明をＬＥＤ化し
省電力化を図った。
馬力ＧＨＰ４

仕様は全校同一で、電
源自立型

以降、世

る」と水素社会実現の

に注目が集まってい

クノロジーとして水素

大限活用▽原料や熱需

ーのポテンシャルを最

化に加え再生エネルギ

直接的な電力の脱炭素

長は、水素の役割を▽

素の商用化で「ＬＮＧ

トを挙げ、グリーン水

を活用するプロジェク

紹介。豊富な天然資源

と関係を築いた歴史を

し、それを埋める政策

のギャップを明らかに

と現状予想される投資

現に必要な巨額の資金

では「ロードマップ実

る意欲を示した。

拠点や他社工場に広げ

の脱炭素化モデルを他

た」と説明。草津工場

ックくらし事業本部エ

加藤玄道・パナソニ

摘。商用燃料電池車の

炭素化が必須」と指

ルには大型商用車の脱

「カーボンニュートラ

来賓の茂木正・資源

大畑光一・日野自動

重要性を訴えた。
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普及には車両の規制緩

提言を行う」と述べた。 車 先 進 技 術 領 域 長 は

社スマートエネルギー

和や水素価格の低減、

ビジネスの成功を再現

システム事業部主幹は

インフラ整備により、

したい」と語った。

同社の５㌔㍗純水素型

要など産業部門の脱炭

金子忠裕・三井住友
燃料電池について「複
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ギー・新エネルギー部

と位置付けた。
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ンド州財務大臣兼貿易
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キャメロン・ディッ

の活動を解説。金融面

ーチェーン推進協議会

推進室長は水素バリュ

サステナブルビジネス

需要対応を両立させ

搬など利便性と大規模

配置やエレベーター運

数台連結により自由な

ならないと強調した。

や利便性を提供せねば

車と同等以上の経済性

ユーザーにディーゼル

カ月に一度行う感震器の

漏洩現場では埋設管の

回、点検したとこ 地でロケーティングワイ

と特定製造所を巡 管が全面敷設された同団

社が管理する団地 ロケーターを稼働。ＰＥ

定。同地区会員各 位置と深さを測るパイプ

が発生したと想

で震度５弱の地震 復帰作業を訓練した。

場として活用したい。卒

日本コミュニティーガ

コミュニティー協奈良

漏洩対処迅速に
通 報・出 動 訓 練

用する」と述べた。

訓練は県内全域 動作確認を兼ねて遮断と

所内のガス漏れ検知、３

ＮＧの輸出を通じ日本

用
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岩谷産業がフォーラム

間島寬社長

来期は全５中学体育館に
ＬＰガス供給は市の入 部（中村浩幸支部長）や

台を導入した。屋内は箕 札 資 格 を 持 つ ３ 者 で 行 同支部貝塚地区が積極的
面市や泉佐野市などの先 う。当初はバルク供給を に提案していた。
貝塚市教育部教育総務

ろ、ガスくさいと ヤーに電流を流し、反応

台の室 検討していたが、学校周

内機とサーキュレーター 辺の道路環境や供給設備 課の小牧真也課長補佐は ス協会近畿支部奈良県防

通報があった榛見 の強弱で管の位置と１・

㌔ 入に至った。バルク供給 団地で春季通報・出動訓 地区会員の三榛ホームガ ンホールでガス漏洩が判 ボーリング手順を示した
理する同団地（地点数２ は地区幹事会社の伊丹産 当者が識別機能付きガス

本で統一した。 も考慮したが、学校周辺 練を行った。訓練は同防 ス（大西芳雄社長）が管 明した。三榛ホームガス 後、新コスモス電機の担

年度は市立５中学校 の道路環境やバルクロー
馬力を設置 の体育館にも同仕様の空 リーからのホース長など

・２時間の連

ガスパル四国（本社・ 県富士市の松岡店と合わ
いい部屋ランドリーは

７５）で実施。８事業者 業桜井支店（吉野繁治支 検知器を説明し、ボーリ
人が参加した。宇陀市 店長）に応援を依頼し幹 ングした穴に検知器の先
危機管理課と県広域消防 事会社は地区会員に応援 端部を挿入、気体を吸引
地製造所に出動し、製造 使 用 方 法 を 確 認。「 機 器

組合宇陀消防署が視察・ 出動を要請。各社は同団 させてガス種を識別する
見学した。

の濃度計の反応が強い位
置を探り、スカ掘りを防
マンホールに入る際に

ぐ」機能を強調した。
地上に作業員を配置した
うえで酸素マスクを装着
して臨む手順や、マンホ
ールに流入したガスを除
く排出機の役割を確認し
た。感染症対策を徹底し
たうえで宅内のガス漏れ
点検を行った後、メータ
ーを復帰して訓練を終え
関がある好立地。敷地面 燥機７台、スニーカー洗 た。地区幹事の吉野支店
東垣生店は松山外環状 積は約 平方㍍、設備は 濯乾燥機１台、布団乾燥 長は「訓練は何回やって

宅医療部管轄で新設した 入した。供給用に ㌔㌘ た。青木重人常務医療・ スに配慮し仕切りを設け れわれの役目。引き続き

ガス大阪事業所７人、在 機９・８㌔㌾㌂１台を導 成長に努める」と強調し はソーシャルディスタン に引き継いでいくのがわ

ある内装で、たたみ台に おり、保安技術を若い人

今回、同日開店した静岡 パーマーケットや金融機 製で洗濯乾燥機５台、乾 ッド調の明るく温かみの 社の新入社員が参加して

時 九州や沖縄地方へ展開。 線から近く、周辺にスー 清潔感を保つステンレス 機１台を備える。白やウ も良いものだ。今回は当

時間、エコノミースイ を開設したのを皮切りに

間は ㌔㌘容器１本で約 年９月に金沢市で１号店 ている。

・２㌔㌾㌂。連続運転時 パルグループは２０２１ る困り事の解決を目指し

２２００Ｇは定格出力２ 市にオープンした。ガス 団ケアなど暮らしに関す

時出力が可能だ。ＭＧＣ 垣生店」＝写真＝を松山 洗濯物、花粉飛散期の布

０㌾と三相２００㌾の同 「いい部屋ランドリー東 衣替え期に生じる多量の

・５㌔㌾㌂タイプは１０ となるコインランドリー 賃貸住宅での布団乾燥、

・３時間使用できる。７ は８日、四国地方初出店

満タン時には、さらに７ 岡山市、野坂茂樹社長） せて５店舗となった。

続運転が可能。ガソリン

器１本で

補助する。
コインランドリー
エルソナは定格出力７
・５㌔㌾㌂で、 ㌔㌘容
松山に四国１号店

がそれぞれ同２分の１を

知、本山、安芸の３市町 一徳教頭は「熱中症の問

と強調。東小学校の須貝

校とも同一仕様にした Ｐガス協会岸和田貝塚支 る容器供給を選択した」

した東小学校の体育館。 調を整備する。大阪府Ｌ も考え、可搬性にも優れ

電源自立型

やコンセントの電源に使 ㌘容器

ＨＰを稼働。館内の照明 択。供給設備は各校

室外機内蔵の発電機でＧ 可搬性を考慮し容器を選 想定しＬＰガス空調の導 ３日、宇陀市の榛見が丘 災会東和地区が担当し、 が丘団地需要家宅前のマ ２㍍の深さを確認した。

を配置した。停電時には へのアクセス、災害時の 「災害時の避難所運営を 災会（吉野繁治会長）は

例を参考にして

業式など各種行事でも使

年 校体育館に空調を整備し したが災害時の対応力を う。事業規模は６億８２ 化工事は学校教育施設整 題もあり、児童を守る立 パイプロケーターで埋設管の位置と深さを計測

策が講じられ、キーテ

も矢継ぎ早に多様な施

みが加速した。日本で

界的に脱炭素の取り組

で「ＣＯＰ

間島社長はあいさつ

新の知見を紹介した。

に、国内外の講師が最

ジに向けて」をテーマ

りとその新たなステー

た。
「水素利用の広が

オンライン方式で開い

採用した。４月から本格運用するが、今年度
の卒業式でも使用する方針。市は来年度、五
つある中学校体育館にも小学校と同様にＬＰ
ガス仕様の空調を整備する。

小学校体育館に

電源自立ＬＰガスＧＨＰ

学校の体育館にＬＰガス仕様の電源自立型Ｇ
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害や熱中症対策として小 度に緊急防災減債事業債 た。当初は普通教室と同 考慮しＬＰガスを採用、 １７万円。照明のＬＥＤ 備事業債を活用した。

３給油所に導入
して利用する。

給 機は東洋計器が販売する

50

吉野繁治会長
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初採用 拠点半数は石油式

ＪＡエナジーこうち
配備先は高知市ブロッ

Ｊ Ａ エ ナ ジ ー こ う ち クの「ジャスポート五台

（高知市）
、土長ブロ
（本社・高知市、川島徹 山」

也社長）は４日、自社運 ックの「さくら給油所」

、安芸ブロッ
営する３給油所に可搬式 （ 本 山 町 ）

の非常用ＬＰガス発電機 クの「ほっとステーショ
給油所のうち

（安芸市）
。発電
を導入した。同社は高知 ンあき」
県内
油所にガソリンか軽油の ＬＰガスとガソリンのハ

12

だが、ＬＰガス発電機の 型発電機「エルソナ」と ００Ｇ」を１台ずつ計６ 進 事 業 費 補 助 制 度 を 活

非常用発電機を導入済み イブリッド式非常用可搬

20

採用は初めて。停電時に 三菱重工業の防音型ＬＰ 台を導入した。導入には 用。高知県が１００万円 ッチ起動時には同約

63

出力7.5㌔㌾㌂機（左）と2.2㌔㌾㌂機
のセットを３拠点に配備した
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計量器や事務所用電源と ガス発電機「ＭＧＣ２２ 災害対応型給油所整備促 を 上 限 に ２ 分 の １、 高 間発電できる。

南大阪営業所を開設

社長は「当社にとって最 ㍍、鉄骨造２階建ての事

ンスの拠点となる。古野 地 面 積 は ６ １ ４ ２ 平 方

堺市内 リフォーム商談室も

古野晃社長

大規模の事務所、容器収 務所棟（延べ床面積１７
納庫が完成した。余裕の ９８平方㍍）と同平屋建
広さを確保し将来の事業 ての容器収納庫（同３４

医療機器サービスセンタ 容器 本の容器庫を備え 産業ガス事業本部長が施 た。営業時間は午前５時 訓練を行い応援体制を強

50

エネアーク関西（本社

エネアーク関西

社長に大ガス荒木氏

ー３人。２階は医療部門 た。敷地内には緑地を多 設概要を説明し、各部門 ～午前１時で年中無休。 化したい」と話した。
住所は〠５８７―００
年が経過し、近年はＬ ２１堺市美原区小平尾７

古野社長は「創業から

のグループ会社キンキ酸 く設け環境に配慮した。 が決意表明を行った。
器南大阪支店 人の事務
所や応接室、会議室、書

庫を配置した。会議室に Ｐガスに続き医療や産業 ３１―１。連絡先は南大
は大型モニターを導入し ガスにも注力してきた。 阪営業所産業ガス・機材

ウェブ会議に対応する。 南大阪営業所は医療・産 部門☎０７２―２８４― ・大阪市）の社長に４月
多様なガスを扱う容器 業ガス部門の新設営業所 ９４２１ 同９４２３、 １日付で荒木孝昌・大阪
収納庫はシャッターで完 であるとともに、ＬＰガ 在宅・医療ガス部門☎同 ガスマーケティング取締 年リビング開発部地域計
全に閉鎖できる仕様。プ スのぽっぽガス大阪事業 ９４２２ 同、ぽっぽガ 役法人営業本部長兼法人 画チームマネジャー、

な屋根を持つ構造で、雨 談ルームを開設し地域の ３６９―３８１１ 同３ 室長が就任する。岩永知 ジャー、 年北東部リビ

ラットホーム方式と大き 所も移転、リフォーム商 ス大阪事業所☎０７２― 開発営業部長兼開発企画 年同販売企画チームマネ

10

拡大にも対応できる。従 ８平方㍍）が並び、駐車
台を備

台、社員用
台、配送車用

来以上にお客さまへのサ 場は来客用

31

同８９６

年から現

荒木孝昌（あらき・た リビング事業部法人開発

の医療機器サービスセン 阪支店☎０７２―３６２ 表取締役副社長に就く。 開発営業部長、 年理事
のサービスを強化する。 ０。業務開始日は大丸エ かまさ）氏 １９８９年 営 業 部 長、

災害対応のため空調は ターを併設し、在宅医療 ― ８ ８ ８ ５

込みやすい。

天時でもトラックへ積み 基盤作りを行う。当社初 ８１２、キンキ酸器南大 大社長はエネアークの代 ング営業部長、 年地域

14

大丸エナウィン（本社 ポート体制を充実し地域

１階は事務室と医療機

・大阪市、古野晃社長） に貢献できる企業を目指 える。
南阪奈道路・美原イン 器のメンテナンス室、倉

は堺市美原区に南大阪営 す」と述べた。

業所を新築し９日、現地

18

21

で竣工式を行った。産業 ターチェンジから約２㌔ 庫に加え、大型モニター

18 15
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71

全全

貝塚市

11

計画は２０２０年度、 中学校体育館への空調整 を活用し、すべての小学 様に都市ガス仕様も検討

水素利用 新段階に
パナソニック製ＧＨＰ

20

71

ガスパル
四
国

22
10

25

用や医療用ガス、ＬＰガ ㍍に立地し、阪和自動車 を備えたリフォーム商談

医療機器のメンテナンス室を併設した事務所棟

10

ＬＰガス
発 電 機
54

大 丸

社初の医療機器メンテナ 送拠点に適している。敷 は産業ガス・機材、在宅 大阪営業所

人、大阪支 リフォームを行うぽっぽ ス製ＬＰガス非常用発電 移設してグループ全体の ンキ酸器が３月 日。

大阪ガス入社。２００８

歳。

スのほかリフォームや同 道へのアクセスも良く配 ルームを設置した。人員 医療、医療ガスを担う南 店管轄でＬＰガス直売や 馬力６台を採用、パーパ キンキ酸器南大阪支店も ナウィンが４月１日、キ 慶応義塾大学商学部卒、 職。 １ ９ ６ ５ 年 生 ま れ、

20

11

藤原龍男前市長が自然災 備を立案して始動。

26

（第３種郵便物認可）

プ ロ パ ン・ブ タ ン ニ ュ ー ス
２０２２年（令和４年）３月２１日（月曜日）
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