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特

集

（６面から続く）
限られた導管網
津 島 ガ ス エリア内に、近年
大規模な開発地区や業務用途の新規建
築がなく、数件規模の建売分譲住宅や
小規模アパート建築による新規獲得が
主となっている。
また、高齢化世帯の増加に伴い、老
人介護施設への入所や死亡による閉栓
も比例して増加のため調定数が減少
し、顧客およびガス販売量の急激な増
加が見込めない状況が続いている。
このような状況下において、投資効
率を考え、導管敷設上での新規都市ガ
ス顧客の獲得と他燃料の顧客からの転
換工事を地道に進めていく。
特に後者に関して、一般戸建（他燃
料・主にプロパンガス）への転換営業
はここ儗年程の間にある程度ＰＲを終
えているが、さらなる掘り起こしのた
め再度手法を変えて継続していく。
新型コロナウイ
上野都市ガス ルスによる感染拡
大は地方にもおよび、個人や企業の活
動が限定されている。また、国内景気
は海外の回復なしに容易に回復するこ
とも望めない。これまで接点強化に努
めてきた営業方針は今も変わらない
が、都市ガス販売を軸に強い体質で安
定的に事業活動を継続し、状況に応じ
た販売方法を考え、従来以上に幅のあ
る予測と対応力で取り組む必要があ
る。我々は、保安の確保と人材育成、
新たなサービス展開により足元を固め
「地域リーダー企業」を目指すため、
以下の課題に取り組む。①天然ガスの
販売推進、②ガス器具、ガス発電機器
の販売増強、③ガスの安定供給と保安
の確保、④電気・水等ガス外事業を含
めたサービスの拡充、⑤経営基盤の強
化と人材育成、⑥地域環境保全に向け
た取組みの強化、⑦地域貢献活動の推
進、⑧新型コロナウイルスへの厳格な
感染防止対応。
課題＝人口減
名張近鉄ガス 少、ＬＰＧ攻勢激
化、オール電化、電力・ガス自由化に
よる料金・サービスへの期待、値下げ
風潮の高まり等によるガス事業収益の
減少、原料調達先の多様化による原料
熱量低下への設備投資対応等。
施策＝持続的成長に向けたさらなる
附帯事業の拡大、利益・コスト意識の
醸成によるプロフィットの拡大、計画
に基づく設備投資の実行。
新型コロナウイ
甲賀協同ガス ルス感染症の影響
により業務が制限され、非常に厳しい
状況となっているが、事業遂行の前提
である法令遵守と保安の確保、安定供
給の継続という基本を守り、地域密着
型の会社としてエネルギーで地域に貢
献し続けるため、さらに成長する努力
を続ける。
ガス全面自由化
大 垣 ガ ス から３年が経過
し、自由化後行なった数々の施策の効
果を評価する時期に来ている。効果が
あるものについては継続し、効果がな
かったものについては再検討をしてい
きたい。今後も基幹中圧導管網の拡充
と、中圧導管網沿線の低圧導管の延伸
を推進していく。
潜在需要ターゲ
日 本 海 ガ ス ットの範囲を広
げ、新たな潜在需要の調査や既存顧客
の燃料転換を強化し、工業用、
空調用、
コージェネレーションシステムの提案
・開発を推し進める。顧客とのつなが
り強化のため、適切なプロモーション
ミックスを行い、ターゲットを明確に
した販売戦略を実施する。ショールー
ム・プレーゴを活用したガスファンづ
くりとくらし快適サービスの展開によ
り、
新たな顧客層の掘り起こしを行う。
パーメーターアップのための機器販売
強化施策として、他燃料転換促進によ
る給湯・暖房普及率のアップ、レンタ
ルファンヒーターの普及拡大、エネフ
ァーム販売促進を実施する。
課題＝経年管に
高 岡 ガ ス 対する改善提案、
安心・安全への対策。
施策＝①あらゆる機会を通じて顧客
に改善提案を行い、ガスを継続してご

２０２０年（令和２年）６ 月 １ 日
使用いただけるよう努める。②ガス警
報器やＳｉセンサーコンロなど、安心
・安全につながる製品のＰＲを継続し
て行う。保安の向上につなげるととも
に、顧客からより一層の信頼を寄せて
いただけるよう努力する。
本市は、ガス事
金 沢 市 業を２２年４月に事
業譲渡することを決定した。譲渡まで
の２年間、公平・公正な譲渡先の選定
と円滑に事業を継承していくことが必
要である。また、事業譲渡に向けて、
市民の安全・安心の確保を図るため、
大規模災害に備えたガス導管の耐震化
等に重点を置き実施していく。特に白
ガス管の更新は２
０
年度末に完了する予
定である。
エネルギー自由
小 松 ガ ス 化対応＝エネルギ
ー競合社会において「選ばれるガス会
社」を目指し顧客接点強化をこれまで
以上に強化し、社員全員が一営業マン
として親切、丁寧、迅速を心がける。
電化対抗等家庭用施策＝サブユーザ
ー対応として低炭素住宅新認定基準を
踏まえガスによる生活の安心、安全、
快適を提案し、家庭用燃料電池やハイ
ブリッド給湯器の普及促進を図る。
エンドユーザー対応としてイベン
ト、ショールームへの誘客を促し、厨
房・暖房の体感、体験を通じ電化流失
を抑制すると同時に地区分担制サービ
ス営業活動の一層の強化を図る。
２
０
年度は、当社
福井都市ガス として事業初年度
となる。当社は、「地域に根ざし、市
民と社会のお役に立ち続けること」を
念頭に、経営理念として、①安全・安
心なガスを安定的に供給することに全
力を尽くす、②低廉な価格と魅力ある
サービスメニューを提供する、③顧客
ファーストであることを徹底して実践
する、④地域社会の一員として社会的
役割を果たす―の４点を掲げ、事業を
推進していく。
この経営理念を受けて「安全最優先
と社会的責任の全うを経営の基軸と
し、顧客ファーストのサービス提供を
通じて、顧客および地域社会に貢献す
る企業を目指す」という経営戦略のも
と、各種の取り組みを進めていく。当
社を取り巻く環境として、２点の課題
がある。
まず１点目は、オール電化等の他エ
ネルギーとの競合や人口減により供給
戸数およびガス販売量が減少してお
り、今後も減少は避けられない見通し
となっていることである。
そして２点目は、福井市から委託を
受けてガス事業に従事していた者の多
くが当社の従業員として加わったもの
の、ガスの保安水準の維持、
安定供給、
災害などに対応していくため、長期的
視野に立った技術継承・人材育成が必
要なことである。
１点目の課題に対し、当社は都市ガ
スの普及率の向上を図るため、「安価
なガス料金の実現」と「営業の強化」
に注力する。「
安価なガス料金の実現」
については、ガスファンヒーター向け
の新料金メニューを導入するともに、
ファンヒーターレンタル制度を拡充さ
せ、顧客からの問い合わせも多数いた
だいている。また、「営業の強化」に
ついては、顧客設備の法定点検につい
ては当社社員で行う等、顧客との直接
の接点を最重視した事業運営をする。
２点目の課題に対しては、今後を担
う人材育成の教育施策を充実させ、雇
用の持続性を高めていくとともに、将
来的には、地元高校や大学からの若手
人材の採用について、積極的に取り組
んでいく。
他燃料との競争
越前エネライン 下において、需要
減という根本的な課題を抱えている。
顧客へ北陸地方ならではの気候に合っ
たガス器具（衣類乾燥機、
温水床暖房、
ガスファンヒーター）の利便性をご理
解頂くためにガス展示会、個別営業、
各種イベントの参加を通じ普及に取組
む。また、同時にエネファーム普及に
向けた取り組みを行う。
２
３
年春に北陸新
敦 賀 ガ ス 幹線の敦賀駅が開
業することで、新幹線がらみのガス需
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要が見込まれるが、中圧導管、製造設
備の能力アップ工事等を順次行ってい
る。
毎年変化がない
が、顧客数の拡大
（導管敷設済みの道路における他エネ
ルギー顧客ローラー推進）。単位消費
量の拡大（ファンヒーターレンタル推
進）。

丹 後 ガ ス

課題＝少子高齢
福知山都市ガス 化、人口減少によ
る家庭用の調定数、販売量の減少。
施策＝付加価値（床暖房等）、最新
機器（エネファーム等）の提案により
１戸当たりの販売量の増加を図る。ハ
ウスメーカー、地場工務店への都市ガ
ス導入営業。
永続的な保安の
確保＝自社保安・
需要家保安の確実
な遂行と災害対応時の保安体制構築と
実践。供給設備の耐震化および製造設
備の老朽化対策の実施。
取引件数の維持・拡大＝ガス器具の
販売力向上による既存顧客のオール電
化対策。宅地造成における都市ガス顧
客の新規獲得。ＬＰガス顧客の新規獲
得。
安定した収益の維持＝ガス配管工事
・ガス器具の設置などを自社施工で取
り組むことによる外注費の削減。工業
炉、業務用機器のメンテナンス技術の
向上。
コンプライアンスの遵守と地域貢
献、ＳＤＧｓへの取り組み＝法令に則
った業務の遂行。地域に密着したボラ
ンティア活動の継続。ＳＤＧｓへの取
り組みによる地域貢献。

長田野ガス
センター

施策＝大津市ガ
大 津 市 ス事業中長期経営
計画に基づき未供給地域への導管整備
事業並びに非耐震・経年劣化管の更新
事業に取組み、安全で安定した事業運
営を目指す。
課題＝導管整備では、ガス導管敷設
が完了しても、早期に都市ガスに転換
される一般家庭が少ないこと。導管更
新では、
残存する腐食劣化管の大半が、
私道等の私有地に敷設されており、土
地所有者の調査、承諾を得て取り換え
工事を実施しているため、工事着手ま
でに多大な労力、時間を要すること。
家庭用では、暖
大 和 ガ ス 冬と省エネの浸透
や高効率ガス給湯器の普及により家庭
用ガス販売量が減少している。また、
供給区域内では、人口減少・核家族化
が顕著になってきている。世帯数はや
や増加しており、それに伴いメーター
取付数も増加しているものの、１件当
たりの年間ガス販売量が減少してい
る。
営業施策としては、エネファームや
高性能コンロを中心としたガス機器販
売をベースとしつつ、電力・宅配水・
通信といった新サービスを展開し、顧
客接点の強化を図っている。新サービ
スの販売では、従来の顧客接点を生か
し、対応の速さを武器に、顧客へ提案
している。業務用では、環境性・経済
性に貢献できるガスコージェネレーシ
ョンシステムの普及促進、新規需要の
開発を進める。業務用では新規ガス小
売事業者との競合が相次ぎ、他社小売
りへの切り替えが発生している。
地域に根差した企業であるがゆえ
に、特に人と人のふれあいを重視し、
「Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅ」の徹底
を図る。また時代に合わせてＳＮＳ等
のウェブを介した接点の創出を構築
し、
顧客との関係性強化に努めている。
ガスメーター調
桜 井 ガ ス 定数の増加が本年
度においても大きな課題となる。低圧
導管の延伸に伴う他燃料からの切り替
え、新規需要家の獲得に加えさらなる
ガス需要の掘起しが重要。家庭用コジ
ェエネレーションシステムの普及促
進。ガス空調の普及拡大。新規業務用
用途に対する提案型営業を促進。業務
用消費機器を使用する需要家に対して
の安全使用ＰＲ。ポリエチレン管への
入れ替え。経年灯外内管対策。

快適なガスのあ
る暮らしを提供し
ていくために導管網の耐震化を進めて
いく。また地域社会に密着した営業活
動を進め、顧客に選ばれる企業を目指
す。

新 宮 ガ ス

顧客獲得、確保
大
武 のためのサービス
向上。
具体的には電力とのセット販売、
機器リース等を通じての顧客の確保、
また工務店等からの新築や造成の情報
獲得を積極的に行う。
顧客志向の追及
河内長野ガス ＝保安の確保（ガ
ス事故・トラブルゼロ）。小売部門と
リビング事業の連携。地域とともに成
長。環境に配慮した事業活動。ＢＣＰ
およびその他基礎の整備。従業員一丸
となった事業運営。働きがいがあり、
風通しの良い風土づくり。部会活動の
取り組み。
課題１＝収益性
向上。
施策＝リフォーム事業の強化。顧客
接点機会のさらなる創出による、リフ
ォーム新規顧客およびリピーターの獲
得。製造設備維持費用の低減への取り
組み。
課題２＝事業基盤の強化。
施策＝老朽化した製造および供給設
備の計画的な更新。ベテラン社員から
若手社員への技術の伝承による人材ス
キルアップ。安全健康、コンプライア
ンスの推進強化活動。

豊岡エネルギー

調定件数、ガス
篠山都市ガス 販売量ともに減少
傾向にあり、特に家庭用の減少が大き
い状況にある。既存顧客の経年機器取
り換えを促進し、調定件数、ガス販売
量を維持するとともに、新規物件の情
報収集、他燃料からの燃料転換を積極
的に行い、調定件数、ガス販売量の増
加を目指す。また、災害時に避難場所
に指定されている体育館等の施設に対
し、ガス空調設備導入の提案を積極的
に展開している。
ガス販売量の増
伊 丹 産 業 加＝営業面では、
エリア内の少子高齢化が年々進んでき
ており、今後の事業発展のためにはク
リーンエネルギーであるガスを積極提
案することにより、質、量共に向上さ
せることが事業の経営を安定的に運営
できると考え、
エネファームをはじめ、
各種安全機器の提案を行い、業務用、
工業用はもとより、
家庭用においても、
油燃料からの燃料転換を積極的に進め
ている。
保安面においては、事故ゼロを継続
させ保安レベルの向上に努めている。
営業面、保安面の両方から顧客から選
ばれる事業者を目指していく。上記目
標達成には保安確保が必須であり、社
員保安レベルをさらに向上させ安心安
全のガス事業を継続させる。保安レベ
ルの向上の一環として、資格取得者の
増加を目指す。
当社が拠点を置
津 山 ガ ス く岡山県津山市も
多くの地方都市と同じく人口減少の波
のまっただ中にあり、特に家庭用の顧
客の減少が止まらない状態となってい
る。その中で昨年より家庭用の顧客の
維持と法人、店舗先でのガスの拡販を
するために新しい事業計画・重点テー
マを掲げて活動を始めた。内容として
は「２
０
２
０
年度事業計画重点テーマ」の
通りで、これによって他エネルギー会
社との差別化を図り地元になくてはな
らない企業としての位置付けを確立し
ていきたい。
２
０
２
０
年度事業計画重点テーマ
「個人顧客」「法人顧客（商業・工
業・医療）」に分け、感謝・感動を生
む行動を深化＝個人顧客は「重要既存
顧客」の基準の見直しと接点の持ち方
の年間計画化で囲い込み・シンパ度拡
大。直接の法人顧客訪問・提案だけで
なく、間接顧客（サブユーザー、既存
法人など）接点を継続的に重視し、法
人のシンパ化、およびそこからの紹介
も含め当社のコアコンピタンスを熟考
・反映した提案内容の拡大。付加価値
増大と機会獲のため、各部門のネット
ワークを強化・拡大。特に公共組織に

対して、社会的使命を担う企業として
のブランド価値を徹底して高める。
当社の各部門・各個人の技術・知識
とノウハウをもとに部門間連携を積極
的に進め、顧客から見た「安心できる
ワンストップ」体制を実践する
保安保全の計画を完全遂行するとと
もに、インシデント時の対応体制・ル
ールを再構築する。
天然ガス事業所を中心にした地域貢
献、環境貢献でシンパを増やし、ガス
利用機会を増やす。
現業の定型業務等の標準化と共有化
を進め（特に間接業務）、顧客の声か
らの分析提案を積極的に実践する。
１．
地域密着営
業の強化
家庭用分野＝ファンヒーターや床暖
房などのガス機器の提案、イベントや
ショールーム、全戸巡回活動などを通
じたガスファンづくり、顧客ニーズに
対応したサービスメニューの活用など
により、営業の強化・充実を図る。ま
た、リフォーム事業は、営業体制をさ
らに強化し、施工品質や安全管理体制
の向上を図る。
業務用分野＝省エネ診断などのソリ
ューション提案により既存顧客との良
好な関係の維持・強化を図るととも
に、顧客の設備更新タイミングなどを
捉えた計画的な巡回と提案スキルの向
上により、工業用潜在需要の開発と都
市エネルギーの空調・コージェネ市場
の開拓に努める。
ＬＰガス事業＝営業権を譲り受けた
顧客のエリアにおいて、当社の認知度
を高める取り組みを強化するととも
に、既存卸販売店における受託業務や
卸販売量の拡大を図っていく。
安定供給と保安確保＝新規開発によ
る需要量増加に対応して導管網整備を
進めるとともに、生産・供給設備の点
検・整備を確実に行いながら、経年管
対策では計画の前倒しに努める。
また、倉敷市のハザードマップを踏
まえた地震・浸水対策を進めるととも
に、非常事態における応援部隊などの
受入体制を整備するなど、ＢＣＰの精
査・見直しも継続的に取り組む。
経営基盤の強化＝都市ガスとＬＰガ
スのワンストップ営業体制を強化して
いくことで相乗効果を発揮するととも
に、従来の延長線上にはない発想で創
意工夫を重ね、経営合理化の徹底と生
産性の向上を進めることで企業体質の
強化を図る。

水 島 ガ ス

エネルギー間競
福 山 ガ ス 合の激化に伴う、
料金の低廉化要請など厳しい状況が想
定されるなか、顧客との接点強化など
さらなる営業力の強化を図っていく。
具体的施策として、家庭用について
は、集合住宅オーナーへの経年機器取
り換え提案や年数回のガス展開催によ
り機器取り換え促進を図る。また、コ
ージェネ（エネファーム）では、過去
の災害時の非常用電源としての活躍実
績を紹介し、導入に適した補助金を活
用して販売促進に取り組んでいく。そ
の他、ハウスメーカーや地場工務店と
の関係強化を継続していく。
業務用については、産業・空調需要
の拡大に取り組み、工業炉やボイラー
の燃料転換では、環境負荷低減や利便
性向上による省力化等の都市ガスの優
位性をアピールし、補助金を活用した
イニシャル低減提案をおこない、事業
継続計画（ＢＣＰ）対策を検討されて
いる顧客へは、エネルギーの多重化と
して設備の一部ガス化提案など、顧客
ニーズを盛込んだ提案、また、空調で
は避難所等への停電対応型機器の導入
提案も行っていく。
さらに、リフォーム事業を強化する
ために、展示会開催など住宅設備メー
カーとの連携を強めるとともに、当社
ショールームに住宅設備を展示し顧客
へのＰＲ活動を行う。
これらの諸施策を展開することによ
り天然ガス販売拡大や顧客との接点力
を強化し、顧客のニーズに応えるサー
ビスの充実、安心・安全に顧客に天然
ガスを届ける万全の供給体制などを通
じて顧客から信頼され選ばれる企業を
目指す。
供給地域の高齢
因 の 島 ガ ス 化、人口の減少に
歯止めがかからない状況にあり、ガス

（毎週月曜日発行・週刊）
の需要拡大に努めているが、苦戦して
いる。
課題＝自由化に
米 子 ガ ス 伴う、思考の転換
・意識改革。
施策＝グループ内での業務分担、連
携、融合促進を通し事業。基盤の強化
および経営効率化を図り、ワンストッ
プサービスを目指す。
高齢化・人口減
松 江 市 少などで需要量の
減少が危惧される中、需要戸数拡大策
として、マンション・アパートの新規
獲得に取り組むとともに、販売量拡大
策として業務ボイラーの新規獲得に努
める。
当社供給エリア
出 雲 ガ ス はもともと小規模
であるが、少子高齢化により人口減少
が進み、住宅着工件数の伸び悩み、エ
ネルギー間競争も激化している。この
ような厳しい環境の中であるからこ
そ、より一層地域の顧客との関係を強
化し、顧客の豊かな暮らしに貢献する
という役割を果たすとともに、今後も
顧客に選ばれるために新たな付加価値
サービスの充実等に向けた施策を推進
する必要があると考える。
そこで、今年度は新たに「中期経営
ビジョン２
０
２
５
」を策定した。経営理念
に「価値の創造」を掲げ、「顧客・社
会・従業員」の価値向上により、持続
可能な企業を目指す。
今期は、
中期経営ビジョンの初年度。
まず、中期経営ビジョン実現に向けて
の仕組みづくりに取り組む。社員の平
均年齢が４
０
．
３
歳と若返っていることも
あり、社員の成長こそが会社の成長と
とらえ、社員がやりがいを持てるよう
組織体制の見直しに取り組む。
Ｌ
営業においては、「都市ガス」、
「
Ｐガス」、「４年目を迎えた電力」を
加えたさまざまなエネルギーにおい
て、顧客に選んでもらえるよう料金メ
ニューの拡充に取り組み、より多くの
顧客に接し、ニーズ添った最適提案を
実践する。また、顧客に信頼されるブ
ランドとしての価値を維持するため、
保安・メンテナンス業務の品質をさら
に高めることを課題として人材育成に
取り組む。
当社の事業エリ
久 留 米 ガ ス アである久留米市
は、人口は微減の状況にあり、今後の
少子高齢化、世帯構成員数の減少、さ
らにガス機器の省エネ性能の向上と、
気候の変動による温暖化傾向により、
一般家庭の原単位減少は避けられな
い。
その中で継続して利益を上げるため
には、暖房ニーズの掘り起こしと総合
的なエネルギー提案としてのエネファ
ーム販売による原単位増加を図ること
が重要となる。
ファンヒーターレンタル企画で、見
込み客に対して企画のメリットを徹底
的にＰＲし、暖房需要の掘り起こしを
行う。
さらに暖房機器（床暖房、ファンヒ
ーター、浴室暖房）や衣類乾燥機につ
いては快適性を訴求し、満足度の高い
販売提案を推進する。上記の付加価値
提案と共に、多くのガス・熱需要と相
性の良いエネファームの優位性を正し
く認識して頂く事で、ガス販売数の増
加につなげる。
営業＝供給エリ
大 牟 田 ガ ス アでの人口減、高
齢化の進展など、顧客戸数の減少や家
庭用需要の先細りが想定される中、エ
ネファーム、床暖等のシステム機器拡
販、ファンヒーター、浴室暖房乾燥機
を中心とした暖房需要の開拓、併用需
要家の燃転促進等で家庭用原単位のア
ップを図っていく。また、エリア内外
を問わず、他燃料転換を目指した産業
用潜在需要の掘起こしを行い、総販売
量の維持拡大を図る。顧客戸数に関し
ては、新たなサブユーザーとの関係構
築等を行い、新規顧客の獲得にも注力
し、顧客戸数の維持拡大を図る。リフ
ォーム事業のさらなる拡大等を行い、
大牟田ガスグループ一体となった事業
拡大を目指す。①販売量および家庭用
原単位のアップ、
②暖房需要の開拓（
Ｂ
ＯＸガス栓増設、新料金プランの

