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令和４年度

通常総会終了しました

去る５月 23 日（月）午後２時から鹿児島県プロパンガス会館２階会議室で通常総会が開催されました。
コロナ禍の中、状況によっては３年ぶりにホテル開催も検討されましたが、結局感染予防の観点から上記での開催とな
りました。
開会後、秋元会長のあいさつがありましたが、今期をもって退任表明がなされていましたので協会の歴史の中でも大き
な区切りとなりました。

当日のあいさつ文は以下掲載のとおりですが、18 年に亘って会長職を務められ組織改革をはじめ、業界のために永年
貢献された功績は誠に大であり、大きな足跡を残されたことは会員事業所の皆様も異論のないことと思います。
総会は令和３年度の収支決算承認及び任期満了に伴う役員改選が主な議題でしたが、新理事の皆様が承認された後、理
事皆様の総意として後任の会長及び副会長、専務は以下のとおり承認されました。
会

長

市田

芳一（南薩支部）

副会長

上村

眞一（鹿児島支部

同

若田

吉朗（川薩支部

同

上村

俊一郎（卸元

今村

圭二（再任）

専務理事

再任）
新任）

新任）

更に以下の件も承認されました。
顧

問

秋元

政治連盟顧問

耕一郎（前会長）
日高

滋（県議会議員、再任）

なお、市田新会長のあいさつ（要旨）は次のとおりです。
「協会長を引き継ぎ身の引き締まる思い。SDGs やカーボンニュートラルと
いう見えない課題に対し今できることに取り組むうち、5 年後、10 年後に方
向性が見えてくる。しっかり勉強して次世代に引き渡したい」
総会を終えて、新たな体制でスタートしますので今まで通り会員皆様のご協
力によりまして円滑な運営がなされますようよろしくお願い致します。
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新）市田

芳一（南薩支部）

協会長あいさつ
令和 4 年度通常総会開催のご案内をいたしましたところ、コロナ禍の中にも関わらず奄美大島をはじめ各地からご出
席をいただき誠にありがとうございます。ただ誠に残念ですが規模を縮小し、懇親会無しの開催になります。
業界が当面する大きな課題はカーボンニュートラルヘの対応と思われます。世界の流れが脱炭素になり、先進国が取組
を始める中で日本も2050年に脱炭素化社会を実現するということを世界に向かって宣言しました。
長期的な取組としてグリーン LPガスの開発、短期的な取組としてエコジョーズ、エネファームの普及や配送の合理化等
様々な対応が始まっています。
今後事業者として必要なことは「今自分ができることに最大限取り組み、何としても生き残っていくこと」だろうと思
います。
また、皆様に関係することとして講習のオンライン化がスタートしました。受講者にとっては、移動時間と経費の節約
に繋がりますし、特に離島の方には大きなメリットになると思われます。
反面、協会にとっては収入減になりますので、今後合理化を進めながら効率的な事業推進を図っていく必要があります。
次に集合住宅へのガス供給に係る取引の適正化に向けた動きです。
この問題は、鹿児島県に限らず全国各地で起きていることですが、以前から消費者団体はガス器具以外の設備費用がガ
ス料金に上乗せされるのはおかしいと指摘をしていました。 昨年末に朝日新聞にも掲載されたとおりです。
こうしたことから経済産業省の企画官が何とか是正したいと精力的に取り組まれた結果、経済産業省、国土交通省から
LP ガス業界と不動産業界に対し料金情報の事前提供要請が発出されました。 取組も徐々に進みつつあるようですので早
急な対応を期待します。
保安面においては、
「液化石油ガス安全高度化計画 2030」が10年運動としてスタートしており、2 年目に入ります。
2030 年に死亡事故ゼロを目標にした運動ですので、CO 中毒事故防止対策等に真剣な取組が必要です。
最後になりますが、私は本日の通常総会をもちまして協会長を退任することになりました。 平成16年 5 月に就任以来
18 年間努めて参りましたが、この間支部総会へも全て出席させていただき皆様方と交流を図ることもできましたし、全
面的なご支援とご協力をいただき大過なく、無事に職を務めることが出来ました。 深く感謝申し上げます。
今思えば支部の再編、理事定数の削減等、協会組織改革や将来に向けたアクションプランの策定等業界のあるべき姿に
向けた対応を検討し、実践してきたことが懐かしく思い出されます。
今後世界はカーボンニュートラルの問題をはじめ多くの課題に直面することになりますが、皆様が一致協力して対応さ
れることを期待し、私も一事業者として、また協会顧問として側面から協会活動を支えて参る所存です。 長い期間誠にあ
りがとうございました。
終わりに会員皆様の事業所の発展と本日ご出席の皆様のご健勝を祈念申し上げ最後のあいさつとさせていただきます。
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協会公式ＬＩＮＥ登録について（お願い）

協会公式ＬＩＮＥ登録について
（お願い）



 標記の件につきまして、当協会では、災害時における情報伝達機能の充実を図る観点から、
標記の件につきまして、当協会では、災害時における情報伝達機能の充実を図る観点から、協会からの緊急連絡やＬＰ
協会からの緊急連絡やＬＰガスに関する諸連絡を携帯電話のＳＮＳやメール通信機能を活
ガスに関する諸連絡を携帯電話の
SNS やメール通信機能を活用して行っていきたいと考えております。
用して行っていきたいと考えております。
つきましては、下記をご参照のうえご登録いただきますようお願いいたします。

 つきましては、下記をご参照のうえご登録いただきますようお願いいたします。

●登録方法

ＱＲコードリーダーの画面（カメラ）が表示
されたら、スマートフォンのカメラを左図
のＱＲコードに向けます。
枠内にＱＲコードを映し込めば自動で読み
取ります。

ＱＲコードを読み込むと「友だちを追加」の
画面が表示されます。
ここで追加をタップすると、友だちリスト
に鹿児島県ＬＰガス協会が「新しい友だち」
として表示されます。


友達追加が完了すると、左図のようにメッ
セージが自動的に配信されます。
メッセージを受信したら、テキスト欄に「販
売店名」及び「氏名」を入力して送信してく
ださい。
以上で登録は完了です。

  ※すでに登録されている方につきましても、
「販売店名」及び「氏名」の送信されて

いない方は送信をお願いします。
※送信されたデータは協会でのみ閲覧可能ですので、他のユーザーから閲覧される
ことはありません。

4

Kagoshima LPGas Association Bulletin

No.131

令和４年度 高圧ガス国家試験の実施について
令和４年度の高圧ガス国家試験が次の要領で実施されます。
受験を希望される方は、期限内に申込手続きを行ってください。
１．試験日
令和４年 11 月 13 日（日）
２．試験会場
鹿児島国際大学及び鹿児島県大島支庁の２会場
3．願書配布
７月 11 日（月）から県ＬＰガス協会他で配布
高圧ガス保安協会のホームページ上にも掲載されます。
4．願書受付期間
①電子受付：８月 22 日（月）午前 10 時から９月７日（水）午後５時まで
期間中 24 時間受付
②書面受付：８月 22 日（月）から９月５日（月）午後５時まで（土日祝日を除く）
郵送の場合は、９月５日（月）消印有効
宅急便等は、９月５日（月）到着分有効
5．その他
電子受付は、書面受付より受講料が 500 円安く設定されています。
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株式会社 鹿児島新生社印刷
無料 〒891-0132
鹿児島県鹿児島市七ツ島1-3-21
配布 ☎099‑261‑0111

闘う︑
企業へ︒

販売促進アイテム総合カタログ

印刷物と連動したアイテムが充実︒
効果的な戦略のためにこの一冊を︒

■ 特殊素材印刷 ●アクリル板 ●スチレンボード ●木材 ●マグネッ
トシート ●アルミ複合板 ●カピロンプレート ●塩ビシール ●ビュー
フル ●自己吸着粘着ビューフル ●コルクコースター ●レンチキュ
ラー ■ IT×MOVIE ●電子ブック & Web ●AR ●デジタルサイ
ネージ ■ソフトサイン ●テーブルクロス ●のぼり ●タペストリー
●オリジナルウェア ■ その他 ●凄箔 ＆ 凄ニス ●マグカップ ●缶
バッジ & ユニフォーム型キーホルダー ●ミウラ折り ●ダイレクト
メール ●香りインク印刷
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令和４年度 自主保安活動チェックシートの提出方について
本チェックシートは、自主保安運動「LPガス安心サポート推進運動」の一環として、販売事業者及び販売事業所に自主
保安活動チェックシートを活用した自主保安活動の自己診断を行うことで自らの自主保安の状況を客観的に認識すること
を目的としています。
正会員事業所につきましては、記入例を参考に自己採点の上、７月 25 日（月）午後５時までに郵送またはＦＡＸにて
当協会までご提出方宜しくお願い申し上げます。
なお、その結果、評価項目の総合点数が 75 点以上かつ一定の条件を満たす場合、液化石油ガス消費者保安功績者表彰
を自己申告することができます。表彰を申告される場合は、保安優良液化石油ガス販売事業者・販売事業所表彰申告書も
併せて、ご提出くださいますようお願い申し上げます。
本件に関するご不明な点等ございましたら、当協会（本件担当：土居）までご照会ください。
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２０２2（令和４）年度
事業者賠償責任保険の加入手続きを受付けています。
先日、会員事業所の方へ事業者賠償責任保険の加入手続きに係る申込書および案内文書等をお送り致しました。
６月 20 日（月）より、加入申込を順次受付けておりますので、８月 5 日（金）午後５時までにお手続きを完了くださ
いますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、保険内容等におけるご不明な点等ございましたら、当協会（本件担当：南）までご照会ください。
書類、掛金等は、次の①、②、③のいずれかの方法で手続きをお願いします。

①

系列卸元担当者に書類、掛金等を預ける方法

②

書類は郵送、掛金等を銀行、郵便局で振込する方法
●銀行振込先：鹿児島信用金庫

郡元支店

普通

５９１７７８２

（一社）鹿児島県ＬＰガス協会
●郵便局の振込先：０２０１０－０－６４４９ 「保険料」と明記してください。
③

直接協会へ持参される方法

２０２３年 ＬＰガスカレンダーの注文を受付けています。
先日、会員事業所の方へ 2023 年（令和５年）ＬＰガス
カレンダーのご案内をさせていただきました。
ご注文される場合は、カタログに同封のお申込み要領をご
確認の上、別途注文申込書にて当協会までＦＡＸにてご連絡
下さいますよう宜しくお願いいたします。
なお、本件に係るご不明な点等ございましたら、当協会（本
件担当：南）までご照会ください。

※早期お申込み２大特典については、
６月３０日（木）まで期間を延長しておりますので
ご注文お待ちしております。
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室外機等設備と充てん容器との保安距離の確保について
この度、標記案件につきまして経産省より、関係団体に対して協力依頼を行った旨のお知らせ及び、当協会に対してお
客様向けパンフレットの周知依頼がありました。
本件が発出された経緯につきましては、多くの LP ガス販売事業者より、お客様宅に LP ガス容器を設置した際に、法
令に基づき火気までの距離を２ｍ超えて設置し、保安を確保していたにも拘わらず、その後に他者が２ｍ以内にエアコン
室外機等を設置した場合でも、同室外機等を火気とみなしている都道府県から LP ガス販売事業者が指摘を受けることが
あり、当該事業者より経産省等に対して、同室外機等を販売又は設置する事業者等へ注意喚起して欲しい旨の要望が寄せ
られておりました。
これを受け、経産省より別添のとおり該当する関係団体に対して、同室外機等をやむを得ず２ｍ以内に設置せざるを得
ない場合は、設置工事の前に LP ガス販売事業者に連絡し、不燃性の隔壁を設け火気を遮るなどの措置を講じる必要があ
る旨を傘下の事業者等へ周知するよう依頼されたものです。
また、当協会に対しては、同室外機等を設置されるお客様向けに経産省が作成した以下パンフレットを LP ガス販売事
業者を通じて、お客様に周知するよう依頼されたものです。
なお、都道府県が同室外機等を火気とみなしていない都道府県協会および直接会員におかれましては、問い合わせ等が
あった場合は、従来どおりのご対応方よろしくお願いいたします。

❶ 直接裸火を持たないこと。
❷ 320℃より高温となる部分を持たないこと。
❸接点を持つ電気製品は、ON-OFF による電気火花が点火（着火）エネルギーより
小さいこと。あるいは、接点が密封されていて、電気火花が外に出ないこと。
※日常使用しない接点など（保守および点検用など）は、接点として扱わない。

上記３項目を全て満たすこと。

不燃性隔壁で火気を遮る措置をしてください。

隔壁の高さは LPガス充填容器よりも低くしないでください。
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