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　輝かしい新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。

　貴協会の皆様には、平素から、本県のLPガス保安行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。

　「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」を所管する当課では、毎年度、「液

化石油ガス販売事業者等保安指導方針」を定めており、今年度は「容器の転倒・流出防止対策の

徹底」「保安業務の適正な実施」「他工事事故防止対策の徹底」を重点項目として、各種保安対策

に全力で取り組んでいるところです。

　

　さて、協会会員の皆様方が取り扱っておられるLPガスは、県内の約47％に相当する31万世帯

に供給されている県民生活に欠かせない身近なエネルギーです。

　また、大規模災害が発生した場合でも、復旧が早く、しかも個別供給が可能な災害に強いエネ

ルギーであり、災害発生時のライフラインとして、果たす役割は極めて重要です。

　貴協会では、県及び県内全市町と「災害時の応急生活物資の供給に関する協定」を締結され、

避難所へコンロやシャワー施設をいち早く提供していただくなど、災害時に率先して御支援をい

ただいているところであり、今後とも、被災者を勇気づけ、早期復旧につながる取組として、引

き続き御協力をよろしくお願いします。

　また、LPガスによる事故の状況を見ますと、全国のLPガス事故件数は、平成５年から平成17

年までは年100件前後まで減少していましたが、その後は200件前後の高止まりの状況で推移し

ています。

　本県においては、近年、４件前後の状況が続いていたところ、令和３年には平成３年以降最多

となる７件の事故が発生し、大変憂慮していましたが、令和４年は２件と減少しました。

　これも協会会員の皆様方の保安確保・事故防止の取組の成果と考えており、心から感謝申し上

げます。どうかこれからも、事故防止の各種取り組みや、一般消費者等への注意喚起などの継続

により、事故のない、県民の皆様が安心して暮らせる生活の確保に、更なる御尽力をいただきま

すよう、よろしくお願いします。

　最後に、貴協会の今後益々の御発展と会員の皆様の御健勝、御活躍を祈念いたしまして、新年

の挨拶とさせていただきます。

令和５年新年挨拶

山口県総務部消防保安課
課長　坂井　清 
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販売店訪問
　今回は、宇部市のヤマサンガス株式会社厚南営業所を訪問し、所長の
伊藤　剛さんにお話しを伺いました。

日興石油㈱　師井 浩一氏（以下：師）：貴社のご紹介をお願い致します。

ヤマサンガス㈱厚南営業所長の伊藤 剛氏（以下：伊）　　　　　　　　　

伊：ヤマサンガス㈱は山口県内に８つの営業所と３つのLPガス充填所・オートスタンドを運営

しており、家庭用・業務用・工業用・LPガスご販売店様・タクシー会社様に向けてのガス

供給を担っております。厚南営業所には山口県内に10ある中核充填所の一つの宇部ターミ

ナルが併設されており、災害時には拠点となる営業所でもあります。

師：貴営業所のメンバー構成及び営業エリアを教えてください。

伊：厚南営業所は営業担当者７名，工事担当者９名，お客様受付３名で宇部市西部・山陽小野田

市のお客様に日々、LPガス供給を軸にガス関連機器，リフォーム工事と合わせて『安全・

安心・快適生活』をお届けしています。

師：貴社の特徴を教えてください。

伊：お客様担当者は若き精鋭が揃っています。弊社には社会人軟式野球部『ミータス』があり担

当者の多くが野球部に所属し毎日の朝練をした後に仕事に従事しています。

　　　2022年は中国５県大会，天皇賜杯全国大会，国民体育大会全国大会へ山口県代表として

出場しています。大会出場期間はお客様担当者が試合で出勤できない為、この間は人手不足

となるのが特徴です。ヤクルトスワローズで活躍した三輪正義選手も弊社野球部に所属して

いました。

師：最後に貴社のモットーは何ですか？

伊：弊社グループ企業には、ガソリン、書籍、教科書、スポーツ用品、スポーツジム、アプリ開

発の取扱いがありますので、グループ企業の総力をあげてお客様の生活がより快適になるよ

うに応援し続けたいと思います。

師：取材のご協力ありがとうございました。　

ヤマサンガス株式会社厚南営業所
宇部市妻崎開作1849－8
TEL：0836－41－8368
FAX：0836－41－0159

伊藤所長
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特 集 協会テレビCM第4作「えるちゃん、
君も仲間編」の制作について

　協会テレビCM第４作「えるちゃん、君も仲間編」を、錦帯橋をバックに高

知県LPガス協会とのコラボにより制作しました。現在放映中ですので、是非

ご覧ください。当協会ホームページでもご覧になれます。　

※来年度は「えるちゃん」が高知県を訪問するバージョンとなる予定です。

【テレビ放映】
〇tys及びyabの２局は、12月１日から１月31日までの間、スポット契約枠（曜日、番組、放送

時間帯はランダム）として、CMが放映されています。

〇KRYは番組提供契約枠として、水曜日の「さわやかモーニング（５：20 〜６：30）」で１月

から２月１日まで放映されます。

※高知県内でも同じCMが放映されています。

【テレビＣＭ制作関係者】

【ＣＭ撮影】９月28日、錦帯橋付近

氏　名 事　業　所　名 出 演 者

中野　光国 ㈱ダイサンプロパン

田尾　　清 ㈱クロスポイント

有冨　　亨 ㈱佐伯商店

田村　　真 ㈱タムラ

橋本　　睦 ㈱えびすや えるちゃん

田中雄一郎 エネックス㈱ 子供１

守田　茂樹 ㈱守田 子供２

安枝　憲章 伊藤忠エネクスホームライフ西日本㈱岩国営業所

山田　洋介 ㈱マインドガス（高知県高知市） ＬＰマン

⇒

CM視聴へ

（えるちゃんを挟んで、守田氏（左側）と田中氏） （LPマンとの記念撮影）



協会ニュース

5

特 集

　LPガスってぶちええね！キャンペーンのPRに関して、会員さん本人にテレビ、ラジオに出演

していただいています。なお、１月13日に放送されるエフエム山口の番組に小松物産㈱の岡﨑

さんが生出演されますので、皆さん是非ご視聴下さい。

協会員が出演する
　　　パブリシティー広告

【エフエム山口 Friday Special Report、17：00 〜 17：05】

【yab山口朝日放送「教えて先生！ LIFE UP学園」、11：25 〜 11：45】

【tysテレビ山口 「ちぐまや家族plus²」、10：20 〜 10：45】

放送日 出　演　者 ＰＲの内容

R4.10.14 ㈱クロスポイント（下関市小月）の田尾氏 キャンペーン概要とガスファンヒーター

R4.11.11 ㈱守田（光市）の守田氏 キャンペーン概要とハイブリッド給湯器

R5.1.13 小松物産㈱（周防大島町小松）の岡崎氏 キャンペーン概要とガス販売店の特性等

放送日 出　演　者 ＰＲの内容

R4.10.29
㈲イズモヤ（宇部市）の床西社長と

「えるちゃん」
① ぶちええね！キャンペーンの概要
② 暖房機器、Si センサーコンロ、衣類乾燥機

放送日 出　演　者 ＰＲの内容

R4.12.10
服部産業㈱（萩市）の服部社長と「え
るちゃん」収録は同社山口営業所

① ぶちええね！キャンペーンの概要
② 凍結防止
③エコジョーズ・ハイブリッド給湯器

撮影場所（㈱クロスポイント） （㈱守田） （㈱イズモヤ）
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≪リンナイ㈱≫
業界初！給湯器から家中にウルトラファインバブル
水まわりの掃除負担を軽減へ「ウルトラファインバブル給湯器」 10月1日発売

　業界で初めてウルトラファインバブルを発生させるガス給湯器を発売しました。

　ウルトラファインバブルとは直径１マイクロメートル未満の微細な泡で、細かい隙間にある汚

れを落とす作用があり、その洗浄効果からあらゆる分野で活用されています。

　ウルトラファインバブル給湯器を使用すれば、浴室や洗面所、キッチンなどで気になる水まわ

りの汚れや水垢が付きにくくなり、日々の掃除負担の軽減が期待できます。加えてシャワーによ

り肌へのうるおいを与えることが期待されます。

■ウルトラファインバブル発生装置をエコジョーズ各種（ガス給湯暖房熱源機、ガスふろ給湯器、

ガス給湯器）に搭載しラインナップを取り揃えました。

■給湯器から洗面、台所、お風呂など家中にウルトラファインバブル入りのお湯を送ることが出

来ます。

■ガス給湯器本体とリモコンを取り換えるだけで工事が完了します。

■ニオイやつまりの原因になる油汚れなどが流れやすくなり、排水溝の汚れやシンクの水垢を付

きづらくします。

■汚れの原因菌が洗い流されやすくなり、浴室の床、浴槽の水垢、パッキンの汚れや排水溝の汚

れも付きづらくします。

希望小売価格　税込 539,440円〜

LPガス機器等製品情報
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柳井市のワインを楽しめる
　　　　「Kirak casual dining & wine bar」さんをご紹介

　この街にワインが飲めるお店があると知ったのは、5年前の冬でした。

　柳井川のほとりにたたずむシャトーを思わせる様なモダンな外観。ここにあるのが「Kirak 

casual dining & wine bar」です。オーナーの井上さんの話を聞くと、「柳井でワインを飲めるお

店がない。料理とワインのマリアージュをもっと柳井の人に知ってほしい。」という思いでこの

お店をオープンされました。

　ヨーロッパから取り寄せた生ハムやチーズ等をつまみ

ながら軽めに楽しむもよし。ミシュラン２つ星のレスト

ランでの経験のあるシェフが織りなす本格フレンチ、イ

タリアンでしっかり楽しむもよし。特に人気のメニュー

は500g以上もある骨付きのＴボーンステーキ。ヒレと

サーロインの２つの部位を１度に楽しめるボリューム満

点の１品です。

　他にも色とりどりの野菜を詰め合わせたバーニャカウダや特製

エビフライ等。柳井の他のお店では決して味わうことのできない

料理が沢山あります。

　ワインは常時40種類程度あり、好みを伝えればオーナー自ら

チョイスしお料理と合うワインで楽しむことが出来ます。

　軽食とワインで一人カウンター利用から大切な日のお祝いやフ

ルコースのお食事利用まで幅広くご利用いただけます。

　柳井でワインなら是非Kirakをお勧めします。

●住所：柳井市中央１丁目４－10
　　　　　　　　　　《ＪＲ柳井駅徒歩５分》
　　　　店前に駐車可　　☎ 0820－23－4791
●営業時間
　月〜土　17：00〜24：00
　日　　　17：00〜22：00
●定休日　　毎週火曜日

（紹介者　柳井支部　西村　公作）

わが街の有名店　〜お得意様です〜
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支部だより

　「宮野まつり」に参加し、「親子で火おこし体験」コーナーで火育事業を行いました。LP
ガスを使って調理した「きなこ揚げパン」も好評でした。

【宮野まつり】
1　日　　時　 　令和４年10月16日（日）、９：30 〜 15：00
2　会　　場　 　宮野地域交流センター（山口市宮野）
3　参加人数　　 42組
4　スタッフ　　 ６社11名

　周南地区の４支部が光市野外活動センター「周防の森ロッジ」の主催事業「火おこし体験
をしてみよう！」に協力参加し、火育事業を行いました。

【周防の森ロッジ主催事業「火おこし体験をしてみよう！」】
1　日　　時　 　令和４年11月5日（土）、９：30 〜 11：30
2　会　　場　 　周防の森ロッジ（光市立野）
3　参加人数　　 10組
4　実施内容　　 DVD鑑賞会及び火おこし体験

　火育事業については、過去２年間、コロナ禍の影響を大きく受けましたが、本年度は徐々に再
開しつつあり、山口と周南の２地区で行われた火育事業をご紹介します。

山口支部

光・下松・徳山・都濃支部

（山口支部スタッフ）

（DVD鑑賞会）

（親子で火おこし体験）

（火おこし体験）


