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平成27年度構造改善支援事業周知パンフレット

平成27年度構造改善支援事業公募スケジュール

平成27年5月20日(水)

第1回　平成27年5月29日(金)

第2回　平成27年6月30日(火)

第3回　平成27年7月31日(金)

平成28年2月15日(月)

募集開始日（平成27年5月20日）より応募受付となりますが、右記のとおり3回の締切りと
なります。
※公募期間中であっても、予算額に達した時点（日）で募集を締切ります。
申請の事業内容が以下の場合は第2回目以降の募集（6月1日以降）からの受付けとなります
のでご注意下さい。
　　①申請の事業内容が前年度と「同種の継続事業」の場合。
　　②集中監視システム構築事業で過去交付実績がある場合。

この事業は、LPガス販売事業者等が構造改善を推進するために行う事業に対し
て、その事業費の一部を補助し、LPガスに対する信頼性の向上、経営基盤の強化
等を図ることによりLPガスの安定供給及び取引きの適正化を図ることを目的とし
ています。
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補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 1−

FRP容器普及促進により、LPガス容器並び
にLPガス業界のイメージアップを図る事業

総事業費・ →・ 4.6百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ FRP容器普及活動　1,000千円
ロ．物品購入費・ →・ 展示用FRP等購入費用　600千円
ハ. 印刷・製本費・ →・ PR用パンフレット、成果報告書等作成　2,000千円
ニ．委員会費等・ →・ 委員旅費等、セミナー等会場費、通信運搬　1,000千円

H27年　・6月　交付決定
H27年　・7月　第1回・2回委員会開催
H27年　・8月　第3回委員会開催
H27年　・9月　防災訓練等でFRP容器
・・・・・・・・ ～ 11月 ・展示・
・・　・ ・ ・座談会開催・
H28年　・1月・・・成果報告会開催　
H28年　・2月　実績報告書提出

•・委員会「構造改善ワーキンググループ」は県行政担当官、業界関係団体、一般消費者団体代表等で構成
し、FRP容器並びに法律上の問題点を抽出し、FRP容器並びにLPガス業界のイメージアップにつ
いて検討を行った。
•・FRP普及促進セミナーテキストを作成し、協会会員、県・市町村行政官や一般消費者及び販売事業者
等を対象とした容器普及セミナーを開催した。
•・FRP普及促進パンフレットを作成し、県内全域で行われる防災訓練等に参加し、FRP容器の展示、
パンフレット配布。また、来場者にアンケートも行い結果を取りまとめ事業成果報告書に掲載した。
•・学識経験者等のメンバーによる座談会を開催し、FRP容器普及に係る問題点の打開策などについ
て意見交換を行い、内容を事業成果報告に掲載した。
•・事業成果報告書を作成し、セミナーと同様の対象とした報告会を開催するとともに、全国のLPガス
協会、LPガス関係団体に成果報告書を配布し広くFRP容器の普及促進を図りLPガスの需要拡大を
目指した。　

•・FRP容器を防災訓練等で展示、アンケート集
計から一般消費者のFRP容器、LPガス業界
へのイメージアップップが図られた。
•・災害時のFRP容器によるLPガス備蓄等の意
識が造成され、LPガス販売事業者の質量販
売意欲の減退に対する意識等の改善が図ら
れた。

協会内に外部者からなる委員会「構造改善ワーキ
ンググループ」を組織し、FRP容器普及に係る問
題点抽出、ガス業界イメージアップ方策の検討を
重ね事業を実施

（一社）千葉県ＬＰガス協会
(千葉県千葉市) ー

（201501）



<事業実施内容の紹介資料>

− 2−

FRP容器展示会模様 於：自治体防災訓練、産業祭等

事業成果報告書

FRP容器普及促進セミナーテキスト FRP容器普及促進パンフレット



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 3−

業務用需要家等におけるFRP容器および
LPガスの認知度・イメージ向上によるLPガ
ス需要拡大のための事業

総事業費・ →・ 9百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 800千円
ロ．外 注 費・ →・ 動画作成等　2,800千円
ハ. 物品購入費・ →・ 展示会用ブース　900千円
ニ．印刷製本費・ →・ リーフレット・冊子作成等　3,500千円
ホ. 会場借料等・ →・ 展示会等出展費　1,000千円

H27年　・6月　交付決定
H27年・　7月　 事業開始、委員会設置
・ ・・ ・各種ツール作成
H27年 ・・10月　 展示会出展
H27年 ・11月・ ・アンケート集計
H27年 ・12月・ ・小冊子作成
H28年・ ・・2・月 ・実績報告書提出

•・FRP容器の認知度、イメージ向上のためPR活動用のツール作成及び「危機管理産業展」並びに「FRP
総合展示会」に出展し、広範囲に広報事業を行った
•・展示会来場者に対する感想や意見聴取を行い、FRP容器の普及拡大及びLPガスの需要拡大を目的
とした小冊子を作成し、業界にフィードバックする事で一層の認知度向上に努めた
•・一方でFRP容器の災害等における「非常時のガス発電」や「炊き出し」等の熱源としての利用や、備蓄
用としての用途も期待出来るため、更なる需要喚起に繋がることとなる

•・FRP容器に対する需要家からの意見、評価等
を業界に幅広く周知することにより、多くの
石油ガス販売事業者がFRP容器の普及促進
に取り組み、LPガスの需要拡大に繋がる
•・LPガス業界以外にも周知したことによる多
くの波及効果が期待される

社内に事業開発部課長を責任者とする「プラコン
ポ販促プロジェクト」チームを設置し、併せて外
部委員による委員会で検討のうえFRP容器の周
知啓発、PR活動に対する意見交換を行った

中国工業㈱
(広島県呉市) ー

（201502）



<事業実施内容の紹介資料>

− 4−

パンフレット・リーフレット

小冊子

展示会出展



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 5−

「ガス見える化と新料金メニュー」によるお
客様サービスの向上を図る事業

総事業費・ →・ 10.4百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,300千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　7,600千円
ハ．印刷・製本費等・ →・ パンフレット、モニター募集用リーフレット作成費等　500千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

H27年・　6月　交付決定
H27年・　7月　具体的実施方針の検討
H27年　8月　新料金メニューの構築
H27年　9月　機器設置
H27年・10月　機器設置・サービス提供
　　・～ 12月　
H28年　1月　サービス提供・アンケート
H28年　2月　実績報告書提出

顧客のライフスタイルに合わせた新料金プランの構築と、LPガスの使用状況をわかりやすくするた
めの「見える化」を提供し、電気、灯油といった他の競合エネルギーから LPガスを選択していた
だく環境を整え、顧客に快適で経済的な LPガスの利用促進を訴求した。
•・一般家庭100世帯を対象に「新・料金メニュー」を提供。
•・併せてこの100世帯にLPガスの使用状況がわかる「ガス見える化」を導入。
•・また、アンケートによりサービス提供した顧客の感想も取りまとめ、今後の消費者サービス向上に活用。　

•・メニュー選択により、顧客が割安時間帯での
給湯使用を心がける工夫などでガス代節約
が可能となり、満足度が向上。
•・新料金メニュー、ガス見える化の提案活動に
より顧客信頼を確保し、経営基盤化と需要拡
大が図られた。

代表取締役を本事業の責任者とし、石油ガス販売
事業者の構造改善に資する「ガス見える化と新料
金メニュー」によるお客様サービスの向上を図る
事業を実施

㈱クラスタ
（神奈川県横浜市） ー

（201503）



<事業実施内容の紹介資料>
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ガス見える化　施工事例

新料金メニューサービスのチラシ



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 7−

FRP容器の認知度向上および普及促進によ
るLPガス需要拡大のための事業

総事業費・ →・ 17.6百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ FRP容器普及活動　4,500千円
ロ．外 注 費・ →・ 動画DVD製作費　3,200千円
ハ. 物品購入費・ →・ 容器等購入費用　9,400千円
ニ. 印刷・製本費・ →・ リーフレット等作成費　330千円
ホ．ホームページ等広報費・ →・ ホームページ改修費用　170千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　周知啓発用資料作成
H27年　8月　周知啓発活動　
　　　　　　　設置提案活動
H28年　1月　アンケート集計
　　　　　　　フィードバック資料作成
H28年　2月　実績報告書提出

•・共同申請者とともにFRP容器を購入し、ガス乾燥機やガスファンヒーター等の消費機器との組み合
わせにより自社内での展示、及びミネラルウォーター取引先、オール電化転換先、都市ガスユーザー
等に対しても了解のうえ同様に設置し、得られた意見・感想等を取り纏めのうえ業界へのフィード
バックを行った
•・具体的には、卸先販売事業者や一般需要家に対し展示会を開催しPRするとともに個別訪問を行い、
FRP容器を接続した衣類乾燥機・ファンヒーターを設置のうえ使用状況の確認や設置先からの評価
を受け、今後の展開に反映させる事とした
•・評価は概ね良好であったが、設置先の建物状況により課題も発生しており業界に提起していきたい
と考える

•・展示会や個別訪問によりFRP容器の周知啓
発活動を進める事で、認知度向上が図られ
「軽さ」や「ビジュアル」等のFRP容器の強み
に対する一定の評価が確認された。
•・都市ガスユーザーにも同意のうえ設置した
が、好評でありLPガスの需要拡大に繋がる
ものと確信した

営業本部長を事業推進担当者とし、共同申請者と
ともに組織、部門横断的なプロジェクトチームを
設置し、卸先事業者並びに一般需要家を対象とし
た周知啓発、PR活動を行った

ヤマサ總業㈱
(愛知県名古屋市)

ヤマサ共和ライフ㈱
(愛知県名古屋市)

（201504）



<事業実施内容の紹介資料>
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1.設置事例

2.周知啓発用ツール 3.フィードバック資料

・ガスファンヒーター

・ガスファンヒーター ・ガス衣類乾燥機



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 9−

集中監視システムの構築・導入によるガス販
売事業の合理化と経営基盤の強化事業

総事業費・ →・ 4.0百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 機器設置工事費用　930千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　3,070千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、一回目事前調査実施
H27年　8月　一回目設置工事着手
H27年　9月　二回目事前調査
H27年 11月　二回目設置工事着手
H27年 12月　設置工事完了
H28年　1月　実績報告書提出

•・学生に対するLPガス供給が中心であるなか、親元から生活状況等の問合せ等が数多くあり見守り
サービス導入の前段として集中監視システム構築事業を行ない、次ステップに学生家族への安全・安
心サービスの提供を行うこととし展開を行った
•・組合員は親元から離れ、一人暮らしをしている大学生となるが、親元からは「金額が安価で明確なガ
ス供給を生協で行って欲しい」「連絡の取れない子供の様子の確認をして欲しい」といった要望が数
多くあり、集中監視システムの設置と今後計画している「見守りサービス」の活用により、安全・安心
のサービス提供が可能となった。

•・この補助事業により、生協組合員LPガス使
用者に対する「金額明確化」「安否確認」「LP
ガス事業の理解向上」が図られ、生協組合員
全体に対する波及効果が見込まれる。
•・今後新たな組合員に対しても安全で安心な
LPガスの利用推進と、親元の不安解消が図
られ、LPガスファンづくりへの大きな足掛
かりとなった。

弘前大学生協の不動産賃貸等を斡旋する部門で
ある「Sumica店」店長を推進責任者とし、同店ス
タッフの協力のもと、事業を推進した

弘前大学生活協同組合
(青森県弘前市) ー

（201505）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置工事事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 11−

集中監視システム構築により、毎月の検針業
務効率と顧客への安心安全向上に向け、経営
基盤の強化及び環境負荷の軽減を図る事業

総事業費・ →・ 7.8百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　3,000千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　4,800千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
H27年　9月　現地調査(電波調査)
H27年 10月　計画見直し→変更届
H27年11月　工事着手
H28年　1月　工事完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・親機の共同利用による無線式集中監視システムを導入し、検針業務の合理化と保安業務の高度化を
行い、ＬＰガスの安全対策等も含めたサービス向上による顧客安定化と、作業の平準化による従業員
の負担軽減を図った
•・地域的にNTTテレコン㈱の共同親機の設置件数が多く、集中監視システム導入に対する優位性を生
かした事業展開が可能であり、効率的な検針業務の推進とバルク貯槽設置先への残量監視も設置し
た事から、安定的な供給体制も整いLPガスを利用する顧客への信頼性の向上に繋がった
•・今後は、親機共同利用システムを積極的に活用し、当社営業エリア内の全顧客に対しての集中監視シ
ステム普及を図り地域ナンバーワンを目指していきたい

•・検針業務のような毎月の定期業務をシステ
ム化する事により、検針員の突発的な欠員と
いった状況にあっても対応が可能となり、目
に見えない大きなメリットがあった
•・顧客からの信頼性が一層向上し、安全・安心
なLPガスのイメージアップに繋がった

代表取締役を事業責任者とし、集中監視システム
の導入によるイニシャルコストの低減と、検針員
の高齢化による稼働不足対策並びに人的リスク
の低減化を目指し実施した

㈲丸二商会
(長野県長野市) ー

（201506）



<事業実施内容の紹介資料>
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1.共同親機

2.設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 13−

集中監視システム構築により、毎月の検針業
務効率と顧客への安心安全向上に向け、経営
基盤の強化及び環境負荷の軽減を図る事業

総事業費・ →・ 10.8百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　4,100千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　6,700千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
　　　　　　　現地調査(電波調査)
H27年　8月　工事着手
H27年 10月　工事完了、開通試験
H27年 11月　事業完了
H27年 12月　実績報告書提出

•・無線式集中監視システムを導入し、検針業務担当者の稼働効率化と各種業務の合理化を推進するこ
とにより、顧客に安全・安心なLPガスを提供し、当社に対する認識をより強化なものとし、LPガス
使用世帯数の維持を図った
•・検針業務にかかる体制の一部を人的なものから機械的なシステムとする事でLPガス設備の監視も
含め安全対策によるサービス向上と信頼性確保に努めている事をアピールし、更なる需要確保が可
能となった。
•・また、ガス漏洩の早期発見や外出の際の不安解消といった点も顧客からの信頼性確保に大きく寄与
しており、特筆すべき点といえる

•・集中監視システム導入による、検針業務の合
理化と、設備監視も兼ねた保安業務推進によ
る顧客信頼度の向上は、LPガス利用者のイ
メージアップに大きく貢献した
•・今後は、他エリアにも積極的に展開しより一
層のイメージアップに繋げていきたい

代表取締役を事業の責任者とし、同社の事業拠点
である長野県駒ヶ根市を中心とした上伊那地域
事業推進地域と定め、集中監視システムの設置を
進めた

㈲田中燃料店
(長野県駒ケ根市) ー

（201507）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 15−

集中監視システム機器設置による需要家へ
の検針・保安業務の拡大及び、配送業務の合
理化事業

総事業費・ →・ 21.4百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　7,900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　13,500千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、設置前調査
　　　　　　　周知活動開始
　　　　　　　設置工事着手
H27年12月　設置工事完了
H28年　1月　開通テスト
　　　　　　　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・安定した通信手段による集中監視システムを導入することにより従来の検針業務が軽減し、顧客に
対する訪問活動に費やせる機会が拡大し、安全に対する啓蒙活動や高度な保安業が可能となり経営
基盤の強化に繋がる
•・具体的にはNTTテレコン㈱の親機共同利用サービスを利用し、設備投資を抑え安定した通信環境の
もと事業を推進した
•・補助事業による集中監視システムの設置も含め全体の設置率向上に努めた結果、全顧客の70%超へ
の設置が進み「認定販売事業者」への申請を行う事とし、今後一層の経営基盤強化に取り組みたい

•・集中監視システムの設置拡大により、検針業
務に時間を費やす顧客先や突発的な人的ト
ラブルを回避する事が可能となったため、計
画的な業務遂行が行えるようになった
•・今後は集中監視システムによる「見守りサー
ビス」を試行し、事業展開の予定

代表取締役を事業責任者とし、富山県下の需要家
に検針業務、配送業務並びに保安業務の合理化を
目的として集中監視システムの導入事業を展開
した

富山・ハシモト・エネルギー㈱
(富山県富山市) ー

（201508）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 17−

オール無線機器による集中監視システムの
充実を図り、保安の強化および検針業務・配
送業務の合理化を実現する事業

総事業費・ →・ 15.6百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　3,200千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　12,400千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、設置前調査
H27年　8月　工事開始、親機設置
H27年　9月　副親機設置
H27年 10月　子機設置
H27年 12月　設置工事完了
H28年　1月　開通テスト
　　　　　　　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・無線式集中監視システムを導入し、従来当社で推進していた顧客の固定電話利用による有線式から
転換する。特に今回は集合住宅を中心として保安の強化及び検針業務の合理化、更に新規需要家の獲
得を図った
•・特に地域性から集合物件が多いため、期末時の入退去業務に相当な時間を要していたが、集中監視シ
ステム導入によりスムーズに行えるため顧客サービスの向上が図れた
•・また、配送業務に関しても予測配送から実使用量に基づく配送へと転換し、ガス切れのない安定的な
供給が可能となり,顧客からの信頼性が増した

•・集中監視システム導入拡大により、検針稼働
に費やす時間の削減に繋がり、顧客への営業
展開に注力出来る事となり、サービス向上と
なった
•・地域に一人暮らし高齢者が比較的多い事か
ら、集中監視システムを活用した「見守り
サービス」を現在検討中であり、同業他社と
も連携しLPガスファンづくりに役立てて行
きたい

代表取締役を事業の責任者とし、オール無線端末
を利用した集中監視システムの構築を図り、デー
タに基づいた高度保安体制の確立と検針業務の
合理化を推進すべく事業展開をした

㈱あみや商事
(愛知県新城市) ー

（201509）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 19−

NTTテレコンが設置する無線端末親機共同
利用により、需要家との通信の無線化を図
り、集中監視システムの充実を行うことによ
り、高度保安体制の確立及び検針・配送業務
の合理化を実現する事業

総事業費・ →・ 7.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,700千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　4,500千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　設置工事着手(有線)
H27年 10月　現地調査、顧客訪問
H27年 12月　設置工事着手(無線)
H28年　1月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト
H28年　2月　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出・

•・集中監視システムについては既に顧客先電話回線を利用し実施していたが、通信インフラの変化に
より運用不可となったため、無線端末を利用したシステム構築を再度行い、顧客へのサービス向上に
努め需要の拡大を図った
•・今回の集中監視システム構築は、NTTテレコン㈱の親機共同利用サービスを活用したが、地域によ
り無線方式と有線式の双方を設置して実施した
•・検針業務の大幅な合理化により生じた時間を顧客訪問に費やし、安全・安心なLPガスを周知し需要
拡大に繋げる

•・集中監視システムの設置拡大により、保安業
務の高度化、検針・配送業務の合理化が実現
し、顧客サービスの向上が図れ需要拡大が可
能となった
•・地域同業他社に対しても事業内容を説明し、
普及促進を図る事とし進めて行きたい
•・今後、NTTテレコン㈱の親機設置エリア拡
大に沿い当社も普及を促進したい

代表取締役社長を事業責任者とし、顧客先の電話
回線に依存しない無線方式での集中監視システ
ム構築を実施し、高度保安体制の確立と配送・検
針業務の合理化を行った

㈲米岳
(岐阜県養老町) ー

（201510）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例

1. 有線式

2. 無線式



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 21−

LPガス集中監視システムを活用することに
より、保安体制の高度化及び検針・配送業務
の効率化を図る事業

総事業費・ →・ 40.8百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　6,800千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　34,000千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　工事実施の打合せ
H27年　8月　設置先周知活動
H27年　9月　設置工事
H28年　1月　工事完了・開通試験
H28年　2月　実績報告書提出・

検針・配送業務の効率化を目的とし集中監視システムを導入し、それによる余剰時間を営業展開や
新規顧客開拓に充て顧客サービスの向上と安全の確保を図る。また、地域性から高齢化率が高く LP
ガス集中監視システムの導入による「見守りサービス」を今後推進し顧客支援と地域貢献を行って
いく予定とする。

•・導入件数・：・2,700件

•・配送・検針業務の効率化が図られ、販売・新規
開拓の強化に繋がった。
•・検針の自動化で燃費節約、排ガス抑制にも
なった。
•・お客様へのサービス向上、安全確保により更
なる信頼関係が構築できた。

石油ガス営業部・課長を本事業の責任者とし、構
造改善に資するLPガス集中監視システム構築事
業を実施

太平熔材㈱
(秋田県秋田市) ー

（201511）



<事業実施内容の紹介資料>

− 22−

親機

子機

副親機

設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 23−

集中監視システム機器設置による需要家へ
の保安業務の拡充及び検針・配送業務の合理
化事業・

総事業費・ →・ 4.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,300千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　2,700千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　事前調査開始
H27年　9月　設置工事着手
H27年 12月　設置工事完了
H28年　1月　開通テスト
　　　　　　　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出・

•・無線式集中監視システムを導入し検針・配送業務の効率化を図り、高齢化による独居老人対策として
の「見守りサービス」を視野に入れ推進した。また、業務の計画性が増すことから顧客への訪問活動を
強化し満足度の高いガスライフを提供すべく展開した
•・集中監視システムはNTTテレコン㈱の親機共同利用サービスを活用のうえ構築し、安定した双方向
通信のもとで運用している
•・「見守りサービス」については、今回具体的な実施には至らないものの地元行政による推進や近隣自
治体の動向に歩調を合わせ、顧客サービスの一環として推進して行く予定とした

•・検針業務が担当者の突発的なトラブルや天
候等に影響される事ない確実なものとなり、
信頼性向上に結び付いた
•・従来の予測配送による残ガス率から一変し、
無駄な作業が一掃され合理的、効率的な作業
となった
•・今回の集中監視システムを基盤とし、豪雪地
域や非効率地区を中心に更に拡大して行く
予定とした

代表取締役社長を事業責任者とし、ITの活用に
より需要家への的確な営業活動を目的とした保
安業務、検針業務の拡充と配送業務の合理化を推
進するため、集中監視システムの設置事業を展開
した

東都ガステック㈱
(富山県魚津市) ー

（201512）



<事業実施内容の紹介資料>

− 24−

設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 25−

集中監視システムを導入することにより、検
針の合理化、保安の高度化を図るとともに、
営業力強化を図る事業

総事業費・ →・ 5.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,000千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　3,200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　周知活動
H27年　8月　電波調査
　　　～9月　
H27年10月　設置工事着手
H27年12月　設置工事完了
H28年　2月　実績報告書提出・

集中監視システムの導入により、遠隔地やオートロックマンション等への検針業務の合理化を行い、
併せて保安業務の高度化による顧客への安心・安全を提供することにより、LPガスへの信頼性を高
めファンづくりを行った。
•・共同利用親機の活用を中心としたシステムを導入
•・集中監視システム導入数・：・307件

•・遠隔地への導入により検針業務の合理化・保
安の高度化を推進するとともに顧客の信頼
度向上が図られた。
•・検針等業務合理化により人員配置の最適化
が図られ、従来業務の充実と顧客サービス向
上活動により営業力の強化、経営基盤強化に
つなげることができた。

代表取締役を本事業の責任者とし、3都県の遠
隔地をエリアとした集中監視システムを構築

あんぜんガス㈱
(東京都福生市) ー

（201513）



<事業実施内容の紹介資料>

− 26−

集中監視システム 施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 27−

集中監視システムによる遠隔地の検針業務
効率化と環境負荷軽減及び保安高度化を図
る事業

総事業費・ →・ 4.4百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,600千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　2,800千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　周知活動
H27年　8月　電波調査
　　　～9月　
H27年 10月　設置工事着手
H27年 12月　設置工事完了
H28年　2月　実績報告書提出

遠隔地を中心とした集中監視システムの導入による業務の効率化を図り、削減出来た費用を顧客へ
の保安投資に回すことにより、LPガスの安全性を訴求し、顧客との信頼関係の強化を図った。
•・共同利用親機の活用を中心としたシステムを導入
•・集中監視システム導入数・：・260件

•・遠隔地への導入により検針業務の合理化・保
安の高度化を推進するとともに顧客の信頼
度向上が図られた。
•・検針等業務合理化により人員配置の最適化
が図られ、従来業務の充実と顧客サービス向
上活動により営業力の強化、経営基盤強化に
つなげることができた。

代表取締役を本事業の責任者とし、遠隔地をエリ
アとした集中監視システムを構築

ほっとガス旭リビング㈱
(東京都八王子市) ー

（201514）



<事業実施内容の紹介資料>

− 28−

集中監視システム 施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 29−

集中監視システムによる遠隔地の検針業務
効率化と環境負荷軽減及び保安高度化を図
る事業・

総事業費・ →・ 5.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,800千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　3,200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　周知活動
H27年　8月　電波調査
　　　～9月　
H27年 10月　設置工事着手
H27年 12月　設置工事完了
H28年　2月　実績報告書提出

セキュリティマンションやガスメータ設置状況が劣悪な戸建住宅に対する検針業務効率化を目的と
して集中監視システムを導入し、業務担当者の負荷軽減と余剰時間の顧客訪問活動へのシフトを行
い、信頼関係の増大を図った。
•・共同利用親機の活用を中心としたシステムを導入
•・集中監視システム導入数・：・288件

•・遠隔地への導入により検針業務の合理化・保
安の高度化を推進するとともに顧客の信頼
度向上が図られた。
•・検針等業務合理化により人員配置の最適化
が図られ、従来業務の充実と顧客サービス向
上活動により営業力の強化、経営基盤強化に
つなげることができた。

代表取締役を本事業の責任者とし、遠隔地をエリ
アとした集中監視システムを構築

ほっとガスコミュニティ㈱
(埼玉県鶴ヶ島市) ー

（201515）



<事業実施内容の紹介資料>

− 30−

集中監視システム 施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 31−

集中監視システムの導入により、検針の合理
化、保安の高度化を図るとともに、営業力強
化を図る事業

総事業費・ →・ 8.8百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　3,000千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　5,800千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　周知活動
H27年　8月　電波調査
　　　～9月　
H27年 10月　設置工事着手
H27年 12月　設置工事完了
H28年　2月　実績報告書提出

遠隔地顧客への検針業務や入退去における緊急の開栓・閉栓業務等を効率化すべく集中監視システ
ムを導入し、顧客からの要望に対応可能なものとする。また、社内人員配置を最適化することとし
経営基盤を強化した。
•・共同利用親機の活用を中心としたシステムを導入
•・集中監視システム導入数・：・552件

•・遠隔地への導入により検針業務の合理化・保
安の高度化を推進するとともに顧客の信頼
度向上が図られた。
•・検針等業務合理化により人員配置の最適化
が図られ、従来業務の充実と顧客サービス向
上活動により営業力の強化、経営基盤強化に
つなげることができた。

代表取締役を本事業の責任者とし、遠隔地をエリ
アとした集中監視システムを構築

ほっとガス㈱
(東京都日野市) ー

（201516）



<事業実施内容の紹介資料>

− 32−

集中監視システム 施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 33−

無線親機共同サービス活用による集中監視
システムの拡充と独居老人宅の見守りを実
現する事業

総事業費・ →・ 8.1百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　5,200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　設置調査　
H27年　9月　工事着手
H27年10月　開通テスト
H28年　2月　実績報告書提出・

無線親機共同利用の集中監視システムを導入し確実な検針業務及び遠隔による保安業務を365日
24時間実施することとし、併せて顧客中の高齢者に対する LPガスの未使用状況を監視することで
「見守りサービス」の推進に繋げる。
　
•・導入数・：・840件

•・お客様に安心・安全を訴求でき、囲い込み及
び安定経営の一助となった。
•・遠隔からの検針が可能となり燃費節約、排ガ
ス抑制にも繋がった。

社長を本事業の責任者とし、構造改善に資する集
中監視システムを拡充、あわせて独居老人宅の見
守り実現を目指す。

㈱清水住設
(富山県氷見市) ー

（201517）



<事業実施内容の紹介資料>

− 34−



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 35−

無線親機共同サービス活用による集中監視
システムの本格導入と独居老人宅の見守り
を実現する事業・

総事業費・ →・ 4.5百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,600千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　2,900千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　設置調査
H27年　9月　工事着手
H28年　1月　開通テスト
H28年　2月　実績報告書提出・

無線親機共同利用の集中監視システムを利用し、検針稼働の削減と保安業務の高度化並びに配送業
務の効率化を図るとともに、LPガス未使用の監視・通報による高齢者の見守りに繋げていく。

・導入数・：・260件

•・検針業務の効率化、保安業務の強化が図れ
た。
•・遠隔からの検針が可能となり車両の燃費節
約、排ガス抑制に寄与した。
•・お客様にLPガスの安全性・利便性を訴求で
きる環境が整った。

社長を本事業の責任者とし、構造改善に資する集
中監視システムの導入と独居老人宅の見守り実
現を目指す。

㈲九沢住設
(富山県氷見市) ー

（201518）



<事業実施内容の紹介資料>

− 36−



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 37−

無線親機共同サービス活用による集中監視
システムの拡充と独居老人宅の見守りを実
現する事業・

総事業費・ →・ 7.8百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,800千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　5,000千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　設置調査
H27年　9月　工事着手
H28年　1月　開通テスト
H28年　2月　実績報告書提出・

無線親機共同利用の集中監視システム拡充により、検針業務・配送業務の効率化と遠隔操作による
緊急閉栓作業等、迅速な対応によるサービス向上が図られ顧客満足度の充足に繋がる。また、高齢
者に対する「見守りサービス」展開にも繋げる。
　
•・導入数・：・637件

•・検針業務の効率化が図れた。
•・検針・配送の効率化によりその余力を営業に
注力し、新たなサービス提供など営業力強化
に繋げられる基盤ができた。
•・お客様へLPガスの安全性・利便性を訴求で
きる体制が整った。

社長を本事業の責任者とし、構造改善に資する集
中監視システムを拡充と独居老人宅の見守り実
現を目指す。

㈱久保
(富山県氷見市) ー

（201519）



<事業実施内容の紹介資料>

− 38−



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 39−

LPガス集中監視システムを導入することに
より、遠隔地域の検針業務の効率化と保安高
度化及び環境負荷軽減を図る事業

総事業費・ →・ 34.2百万円　<内補助対象経費額　11.7百万円>

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　12,900千円　<内補助対象経費額　4,400円>
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　21,300千円　<内補助対象経費額　7,300円>

H27年　6月　交付決定
　　　　　　　設置前調査・周知活動
H27年　7月　ミーティング
H27年　8月　発注・設置工事着手
H27年10月　計画軽微変更
H27年12月　開通テスト完工
H28年　1月　事業終了
H28年　2月　実績報告書提出・

無線方式集中監視システム導入により、遠隔地や集合住宅に対する検針業務の効率化、保安業務の
高度化を図るとともに、車移動の削減による環境負荷軽減にも貢献。
•・共同利用親機を活用したオール無線方式の集中監視システムを導入
•・集中監視システム導入数・：・1,668件　<内補助対象数　529件>

•・大幅な検針業務効率化・保安の高度化を実
現。
•・人力・コスト削減は顧客に対する保安業務の
有効投資が可能となるとともに顧客との更
なる信頼関係向上に寄与。
•・供給先の入れ替わりが多い地域において保
安の向上、二酸化炭素削減に貢献も顧客・集
合住宅の管理者にアピールできた。

統括本部長を本事業の責任者とし、遠隔地をエリ
アとした集中監視システムを構築

カプコ関東㈱
(埼玉県川口市) ー

（201520）



<事業実施内容の紹介資料>
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集中監視システム 施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 41−

LPガス集中監視システムを全需要家に設置
し保安体制の高度化及び業務の合理化を図
る事業・

総事業費・ →・ 33.5百万円　<内補助対象経費額　10.3百万円>

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　12,500千円　<内補助対象経費額　3,900円>
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　21,000千円　<内補助対象経費額　6,400円>

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　設置前調査
H27年　8月　事前打合せ
H27年10月　工事着手
H27年11月　進捗打合せ
H27年12月　工事完了
H28年　1月　事業終了
H28年　2月　実績報告書提出・

集中監視システムの導入により、24時間安全且つ安心な LPガスの供給体制を構築するとともに、
トラブル発生や緊急時には迅速な対応が可能となることで顧客に安全で安心な生活環境を提供し、
信頼関係を構築するとともに地域社会との結びつきを強化した。
•・共同利用親機を活用したオール無線方式の集中監視システムを導入
•・集中監視システム導入数・：・1,379件　<内補助対象数　425件>

•・検針稼働時間、車両の運行距離の大幅な削減
により業務効率化、環境負荷軽減に貢献
•・高度保安サービス提供により顧客及び地域
社会における信頼力が向上
•・人力・コスト削減は顧客に対する保安業務の
有効投資が可能となるとともに顧客との更
なる信頼関係向上に寄与。

支店長を本事業の責任者とし、遠隔地をエリアと
した集中監視システムを構築

カプコ東北㈱
(宮城県仙台市) ー

（201521）



<事業実施内容の紹介資料>
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集中監視システム 施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 43−

集中監視システムの普及を促進して保安
の高度化を図り、併せて自動検針により検
針業務の合理化、効率化を促進してコスト
の削減を推進し、経営基盤の強化を図る事
業・

総事業費・ →・ 10.1百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,000千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　8,100千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　設置前調査、周知活動
H27年　8月　設置工事開始
H27年 12月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト
H28年　1月　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出・

•・集合住宅への集中監視システム導入を行い、顧客への保安高度化とともに検針業務の合理化、効率化
によるコスト削減を図り、補助事業終了後も継続して集中監視システムの設置を推進する事とした
•・集合住宅は住人の入退去が頻繁に発生し、特に期末時は件数が増加し対応に苦慮していたが、集中監
視システム設置によりタイムラグが無く、また機会損失の心配も解消した事により、計画的に業務遂
行が可能になった
•・また保安業務に関しても24Hの監視により、機器の消し忘れや誤操作による緊急出動が減少し高度
化が図れた

•・集中監視システム設置による重複作業の解
消や非効率業務改善等が削減といった合理
化・効率化により、従来と比較して確実なコ
スト削減が実現出来た事となる
•・現状の集中監視システム設置率は36.4%で
あるが設置拡大を図り認定販売事業者を目
指して行きたい

担当部門取締役を責任者とし、事業拠点である鳥
栖市、久留米市、佐賀市を中心に集合住宅への集
中監視システム設置を推進し、検針業務の合理
化・効率化によるコスト削減を図った

鳥栖プロパン㈱
(佐賀県鳥栖市) ー

（201522）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 45−

オール無線によるLPガス集中監視システム
構築を図り保安の高度化、業務合理化を図る
事業

総事業費・ →・ 4.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　700千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　3,300千円
ハ. HP等広報費・ →・ 周知用HP作成　200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　8月　設置前調査、
　　　　　　　周知活動開始
H27年　9月　周知活動
H27年 12月　工事着手
H28年　1月　運用試験
H28年　2月　実績報告書提出・

無線式集中監視システムの全顧客への導入を目標とし、ホームページ、パンフレット等を作成し顧
客に高度な安全確保に対する周知活動を行い「安全・安心」を訴えることにより供給世帯の安定化、
新規顧客の増加を見込む。
　
•・・導入件数・：・280件

•・配送・検針業務の効率化で経費節減、安全確
保によるお客様サービス向上が図れた。
•・ホームページ作成により集中監視の機能と
必要性、安全性を周知することで顧客の安定
化を図れる効果が見込める。

燃料センター・マネージャーを責任者として構造
改善に資するLPガス集中監視システム構築事業
を推進する

ムラタ㈱
(岩手県盛岡市) ー

（201523）



<事業実施内容の紹介資料>

− 46−



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 47−

集中監視・自動検針システムを導入して、保
安の高度化を促進するとともに検針の合理
化、配送の効率化を推進し、業務効率の向上
を図ることにより経営基盤を強化する事業

総事業費・ →・ 9.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,600千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　7,400千円

H27年　6月　交付決定
　　　　　　　事前調査、顧客訪問
H27年　7月　設置工事着手
H27年12月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト
H28年　1月　事業完了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　実績報告書提出・

•・集中監視システムを導入し、保安業務の高度化、検針業務の合理化及び配送業務の効率化を推進する
とともに一部に「見守りサービス」を実施して地域顧客の高齢者に対する安全・安心の確保を図るべ
く推進した
•・集中監視システムは、地域性から比較的固定電話設置先が多いため、無線式と有線式の双方を設置し
たが大別すると、集合住宅には無線式、戸建住宅には有線式としそれぞれ設置した
•・設置により当初目的としていた各業務の大幅な合理化・効率化が進み、顧客サービスが充実し強固な
経営基盤を築く事が出来た

•・設置工事施工前の顧客訪問により、安全・安
心への関心が深まり顧客からの信頼性向上
に繋がった
•・「見守りサービス」については本格的な展開
にまでは達していないが、該当先への実施に
より得たノウハウを生かし一層の拡大を図
る予定

担当取締役を責任者として、保安業務の高度化、
検針業務の合理化、配送業務の効率化を推進する
ため集中監視システムを導入し、経営基盤の強化
を図った

㈲明永ガス商会
(福岡県福岡市) ー

（201524）



<事業実施内容の紹介資料>

− 48−

設置事例

1. 集合住宅

全景

バルク用子機設置

子機設置

親機設置後

2. 戸建住宅



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 49−

集中監視自動検針システムを拡充して保安
を高度化するとともに、検針業務や配送業務
の合理化、効率化を推進してコストを削減し
て経営基盤をより一層強化する事業

総事業費・ →・ 10.7百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　3,200千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　7,500千円

H27年　6月　交付決定
　　　　　　　設置前調査
H27年　7月　ミーティング・周知活動
H27年　8月　工事着手
H27年12月　開通テスト完了
H28年　1月　事業終了
H28年　2月　実績報告提出

集合住宅を中心として無線式集中監視システムを導入し、保安業務の高度化による顧客の安全の確
保を推進するとともに、検針業務、配送業務の効率化を推進。また、集中監視システム工事のお知
らせを配布し企業イメージのアップを図った。

・自社運用集中監視センターのもと、集合住宅を中心として無線方式の集中監視システムを導入・拡充
・集中監視システム導入数・：・550件

•・集中監視システム拡充し顧客の安全確保・保
安高度化を推進するとともに、検針業務・配
送業務の効率化を促進してコスト削減を図
り経営基盤の強化に役立てた。
•・また、工事のお知らせによる啓蒙・宣伝活動
をもって企業イメージアップにつなげた。

代表取締役を本事業の責任者として、石油ガス販
売事業者の構造改善に資する、集中監視システム
の拡充を推進

多摩・ハシモト・エネルギー㈱
(東京都昭島市) ー

（201525）



<事業実施内容の紹介資料>
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集中監視システム施工事例

全景

全景

親機設置後

親機設置後

子機設置後

子機設置後

子機設置前

子機設置前



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 51−

中継型無線システムによる集中監視システ
ム導入事業

総事業費・ →　4.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,100千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　3,100千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　設置前現場調査開始
H27年　9月　機器設置・周知活動
H27年11月　機器設置・運用検証
H27年12月　運用検証・検収
H28年　1月　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出・

中継無線式端末による集中監視システムを導入し、検針業務の合理化並びに保安業務の高度化を図
り顧客からの信頼性向上を図った。
•・PHS回線と中継器によるオール無線集中監視システムを導入
•・集中監視導入件数・：・101件

•・検針業務の大幅な合理化、保安業務の高度化
を達成
•・業務効率化実現により競合エネルギーとの
競争力を強化
•・顧客に対する正確な保安対応が可能となり、
消費者サービス向上・信頼性向上につながり
経営基盤強化を図った。
•・車両移動等抑制により環境負荷低減に貢献

代表取締役を本事業の責任者として、石油販売事
業者の構造改善に資する、集中監視システムを新
たに導入

㈱ジー・アンド・ジークリエーションズ
(群馬県甘楽町) ー

（201526）



<事業実施内容の紹介資料>

− 52−

集中監視システム施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 53−

料金透明化に資する「新料金メニュー」の取
組みと「ガスNavi」によるお客様サービスの
向上を図る事業・

総事業費・ →・ 21.9百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　3,900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　17,200千円
ハ．印刷・製本費等・ →・ パンフレット作成等費用　800千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　具体的方針の検討
H27年　8月　新料金メニューの構築
H27年　9月　顧客への案内
H27年10月　機器設置開始
H27年12月　機器設置・サービス提供
H28年　1月　サービス提供・アンケート
H28年　2月　実績報告書提出

エネルギー間競争に対応すべく分計機能を内蔵するガスメータの活用により、時間帯別、需要帯別
料金体系を顧客に合わせ適用し、経済的で安心に利用出来る仕組みを構築するとともに、インター
ネットにより顧客が LPガスの使用状況を容易に見ることが出来る「見える化」を推進し顧客サー
ビスの向上を図った。
•・顧客ガス用途やライフスタイルに合った新料金プランを構築し、一般世帯500世帯に分計機能内蔵
マイコンメーターとハンディ検針用の無線子機を設置し、ハンディ無線検針で新料金メニューサー
ビスを実施。
•・また、顧客が有するインターネット環境を活用し、LPガスの使用状況をわかりやすくする「ガス見
える化」を29世帯に導入。
•・新料金メニュー利用者にアンケートを実施し、今後の顧客サービス向上に活用。

•・「新料金メニュー」及び「見える化」サービス
の提供により料金透明化を図り、顧客の信頼
性・満足度を向上し経営基盤強化、需要拡大
が図られた。
•・顧客がメニュー選択により割安時間帯の使
用を心がけるなどの工夫でガス代節約が可
能となり満足度が向上。

販売企画部部長本事業の責任者とし、顧客ニーズ
把握・反映する事業として、LPガス料金政策の
検討を行い顧客のライフスタイルに応じた新料
金プランを構築、また、ガス使用状況がわかりや
すい「見える化」事業を実施。

伊藤忠エネクスホームライフ関東㈱
(東京都港区) ー

（201527）



<事業実施内容の紹介資料>

− 54−

新料金メニュー・ガスみえる化 施工事例

新料金メニュー・モニター募集チラシ アンケート集計



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 55−

「タブレット型無線検針システム」を活用し
た難検針地区への検針効率化推進事業

総事業費・ →・ 6.1百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,300千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　4,800千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、事前調査
H27年　8月　設置工事着手
H27年　9月・～ 12月　運用検証
H28年　1月　設置工事完了
　　　　　　　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出・

•・観光地や冬期積雪地域での検針業務効率化を図るため、目視検針から無線機器を利用し近隣地域か
ら検針可能な無線検針システムを導入し、業務への負担軽減と正確性を追求すべく事業を展開した
•・また、取得した検針データは販売管理システムと連携させ事務処理の効率性も図った
•・高低差の激しい地形に顧客が存在し、検針業務に大きな支障を生じていたが遠隔検針が可能になっ
た事から、飛躍的に効率的となり余剰時間の有効活用が可能となった
•・冬季積雪時の業務遂行に伴う落雪等の危険が解消され、安全性に大きく寄与し業務に対する不安解
消となった

•・事業拠点が山間部であり、集中監視システム
の設置が難しい地域ではあるものの、無線検
針システムによる合理化が図れた事は同エ
リアの他社に対しても公表し、推進のアドバ
イスをしたい
•・検針票が必要な顧客に対する対策を現在検
討中の状況

代表取締役を事業実施責任者とし、地域特性から
くる地形の影響による検針業務の非効率化解消
と豪雪等からの安全性確保を目的として「タブ
レット型無線検針システム」推進を実施した

㈲嶋屋商店
(長野県長野市) ー

（201528）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 57−

「タブレット型無線検針システム」「電子請
求、電子決済システム」を活用した検針・請求
業務効率化と「新料金メニュー」による顧客
満足度向上・需要拡大事業・

総事業費・ →・ 11.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ eガスセンター利用料　150千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、システムソフト導入費用　10,600千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金サービス、電子請求・決済周知用チラシ・リーフレット作成　250千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、設置前調査
H27年　8月　設置工事着手
H27年 10月　設置工事完了
H28年　1月　運用検証
H28年　2月　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出・

•・集中監視システムの設置が困難な別荘や戸建住宅に対し、タブレットを使用した無線式検針システ
ムを採用するとともに、電子請求・決済システムを導入し検針・回収業務の効率化を図った
•・また、LPガスの多使用顧客を抽出し「新料金メニュー」を提案し顧客サービスの向上を図り競合す
る他エネルギーへの転換を防止した
•・「新料金メニュー」は顧客に対し有利な料金の提供と明確化をアピールした事から、競合する他エネ
ルギー (灯油・電気)との比較が容易であり、LPガスから他エネルギーへの転換防止策として有効で
あった

•・無線検針システムは地域性もあるが、業務効
率化に有用であり、合理化に大きく貢献した
•・顧客指向に沿った新たなシステムの導入につ
いても、サービス向上の観点から積極的に採
用したが、満足度がアップし他エネルギーへ
の転換防止策として有効であると確信した

代表取締役社長を事業実施責任者とし、業務効率
化のための「無線検針システム」と「電子請求・決
済システム」並びに顧客満足度向上に向けた「新
料金メニュー」を採用し、需要拡大と経営基盤強
化を図った

重野エルピーガス㈱
 (長野県木曽町) ー

（201529）



<事業実施内容の紹介資料>
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1.新料金メニューパンフレット

2.無線検針システム



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 59−

集中監視システムを活用した供給先におけ
る保安高度化、業務合理化促進事業

総事業費・ →・ 4.1百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,300千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器・ソフト購入費用　2,800千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　事前調査、周知活動
H27年　8月　設置工事着手
H28年　1月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト
H28年　2月　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出・

•・冬季の検針業務、設備監視業務合理化のため集中監視システムを拡大導入し、これにより削減された
時間を顧客への訪問活動に充当し、信頼性の向上と供給世帯数の維持確保を図った
•・顧客に対し設置目的の説明とLPガスの環境優位性等を説明する事により、理解向上に繋がり設置促
進が図れた
•・集中監視システムによる常時監視が可能となり、検針業務をはじめとした各種業務の合理化に繋が
り計画的な事業推進により経営基盤の安定と強化に結び付いた

•・顧客への周知訪問での説明によりLPガスに
関する安全性や快適性をアピールする事に
より、システム設置後の信頼性が格段にアッ
プし顧客の安定化と拡大に繋がった
•・配送業務の予測方式から実使用量への移行
により、効率的な業務推進が図れ無駄のない
業務内容へと改善が図れた

代表取締役を事業責任者とし、顧客に対しLPガ
スの安全性及び利便性を周知しつつ集中監視シ
ステムの設置を推進し、保安業務の高度化と付帯
業務の合理化を推進し経営基盤強化に努めた

大和石油ガス㈱
(奈良県奈良市) ー

（201530）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 61−

各需要家への完全双方向通信集中監視機器
の導入による検針業務、保安業務の合理化を
図る事業

総事業費・ →・ 4.1百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　600千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入、検針等管理ソフト費用　3,500千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　設置調査・周知活動
H27年　9月　設置工事着手
H27年12月　開通テスト完了　
H28年　1月　事業終了
H28年　２月　実績報告書提出

CTI を含めた販売管理・保安管理システムと集中監視システムの導入により、顧客別にキメ細かな
対応と検針・配送業務の効率化を行い、顧客満足度のアップを図った。
•・共同利用親機を利用した無線方式による集中監視システムを導入
•・集中監視システム導入件数・：・50件

•・検針の自動化により、検針業務合理化・保安
業務の強化ができ、顧客サービスの向上につ
ながった。
•・集中監視システムとCTIの連動により緊急時
対応を迅速化した。
•・人力・コスト削減は顧客に対する保安業務の
有効投資が可能となるとともに顧客との更
なる信頼関係向上に寄与。

代表取締役を本事業の責任者とし、石油ガス販売
事業者の構造改善に資する事業として、集中監視
システムとCTI等販売・保安管理システムを連動
して構築

㈲大和屋燃料店
(埼玉県所沢市) ー

（201531）



<事業実施内容の紹介資料>
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集中監視システム施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 63−

集中監視システムを全件に導入することによ
り、業務の効率化と24時間の保安体制強化によ
る需要家の安全を図るとともに信頼獲得し、さ
らに検針業務、配送業務の効率化における車両
稼働の軽減を図り環境負荷の低減を図る事業

総事業費・ →・ 4.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　800千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　3,200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　関係者ミーティング
H27年　8月　顧客訪問、周知活動
H27年　9月　予定地区電波テスト
H27年11月　工事開始、開通テスト
H28年　1月　工事完了、事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・集中監視システムを導入し冬季豪雪時の検針・配送業務の安全の確保と効率化を図り、24時間体制
による保安業務の高度化を行うことにより、顧客に対する満足度向上と信頼性のアップを図った
•・当社営業エリア内では一部エリアに無線方式での設置が不可となる地区があるため、今回は無線方
式と有線方式の双方を利用して推進した
•・集中監視システムの設置による24H監視体制が整ったため、配送業務においては効率的な業務遂
行、保安業務では緊急出動等の不測事態が解消され、余剰時間を活用した顧客への訪問活動がより活
発に行えるようになった

•・補助事業を実施した事によりも顧客への保
安啓蒙活動となり、LPガスのイメージアッ
プ効果に繋がった
•・常時監視体制となる事から、顧客との相互信
頼関係が築かれ顧客の安定化が図れた
•・今後は「見守りサービス」を検討し、採用して
行きたい

代表取締役を事業の責任者とし、事業拠点からの
遠隔地顧客、豪雪地区顧客を中心に無線方式を主
とした集中監視システムの構築を行い、業務効率
化を追求し顧客満足の向上を目指した

山陰プロパン㈱
(兵庫県新温泉町) ー

（201532）



<事業実施内容の紹介資料>
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＜有線機器＞

設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 65−

FRP容器を活用したLPガスのイメージ向
上および質量販売における需要拡大促進の
ための事業

総事業費・ →・ 18.2百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 普及活動　3,900千円
ロ．外 注 費・ →・ コンサルティング費用　1,400千円
ハ. 物品購入費・ →・ 容器等購入費用　10,900千円
ニ. 印刷・製本費・ →・ PR用リーフレット作成　1,600千円
ホ．HP等広報費・ →・ PR用HP改修費用　400千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　周知啓発用ツール製作開始
H27年　9月　周知啓発・設置提案活動
　　　～
H28年　1月　意見聴取・とりまとめ
H28年　2月　実績報告書提出

需要家に対する FRP容器の周知を目的とし、既存質量販売先顧客への設置、ECサイトへの掲載に
よる需要喚起及びホームページ上での説明等を行った。また、FRP容器、リーフレット等を利用し
各事業拠点周辺、配送地域を中心とし首都圏一体において FRP容器の利便性、安全性を周知した。
•・既存の質量販売顧客を中心とした需要家に、リーフレット・Webサイトを用いたFRP容器の利便性
や安全性等を周知・啓発活動を展開した。
•・店舗等にFRP容器を設置、LPガス機器と接続することで需要家におけるFRP容器利用の体感機会
を設けた。
•・FRP容器設置需要家から意見や感想を伺い、FRP容器の有用性訴求ポイント、設置促進のポイント
等を取りまとめ今後の需要促進に活用。　

•・FRP容器の「軽さ」「残ガスの視認性」「ビジュ
アル感」等メリットの理解が深まり、認知度
も向上した。
•・残ガス視認可能による容器交換頻度減に伴
い配達頻度の合理化につながる。
•・業務用等大口需要家では大型FRP容器の市
場投入の要望が極めて強く、業界として取り
組むべき課題として改めて認識させられた。

代表取締役を本事業の責任者、卸売販売グルー
プ・グループリーダを推進担当者とするプロジェ
クトチームを設置し、共同申請者の東京燃料林産
㈱と連携しながら事業を実施。

富士瓦斯㈱
(東京都世田谷区)

東京燃料林産㈱
(東京都千代田区)

（201533）



<事業実施内容の紹介資料>
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LPガス器具に設置運用

設置需要家の声（ヒアリング結果）

PR用パンフレット



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 67−

集中監視システムによる業務合理化と、ガス
メーター内臓プリペイカウンターによる料
金前払い対応により未収改善を図る事業

総事業費・ →・ 4.9百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 470千円
ロ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　600千円
ハ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　3,800千円
ニ．印刷・製本費・ →・ 利用者向パンフレット　30千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　設置前調査
H27年　8月　システム導入
　　　　　　　設置工事開始
H27年　9月　周知活動開始
H27年11月　関係者ミーティング
H27年12月　開通テスト
H28年　1月　検証、事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・無線式集中監視システムを導入し検針業務の合理化を図るとともに、LPガス残量警告情報を活用
し効率的な配送業務を行い。また一部顧客にはS型メーターに内蔵された「プリペイカウンター機
能」によりLPガス料金の前払い制を採用し未収顧客の減少を図った
•・プリペイド料金は入居者(学生)の保護者等の声から、利用者にとっても分かり易く且つ納得のいく
料金とする事が必要であり、料金設定を検討した結果、基本料金を廃止し従量料金のみとし料金の透
明化・低減化を実現させた

•・プリペイド制は、未収顧客の減少に繋がり顧
客に未払いが発生した場合は、その顧客に即
プリペイド制を適用し運用している
•・プリペイド制の制度設計に関しては、当該顧
客に対する単価設定、運用ルール、利用者へ
の特典等を設け周知を図った
•・学生の保護者からは、利用単価の引下げ要望
が多く寄せられたため、顧客サービスの観点
から検討のうえ実施した

代表取締役を事業責任者とし、10～ 20軒の集
合住宅を目安に集中監視システムの設置を行い、
保安業務の迅速化と料金前払い制による回収業
務の効率化を図るため事業を実施した

栄ガス㈱
(愛知県豊田市) ー

（201534）



<事業実施内容の紹介資料>
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1.プリペイド料金制チラシ

2.集中監査システム設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 69−

（201535）

LPガス24時間集中監視システム増設事業

総事業費・ →・ 5.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　4,300千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　関係者ミーティング
H27年　8月　設置前調査
　　　　　　　周知活動、工事着手
H27年12月　工事完了
H28年　1月　開通テスト
　　　　　　　実績報告書提出

•・集中監視システムを増設することにより検針・配送業務の合理化を図り、保安業務の高度化と今後
ガスメータに内蔵された分計機能を活用したLPガス料金の透明化推進を行い、顧客の信頼性獲得を
行った
•・LPガス顧客への安全、安心に大きな効果が得られ、サービスの向上による信頼性の増加、顧客の安定
化に繋がるとともに料金透明化による需要拡大に大きく貢献した

•・従来行っていたLPガス顧客へのサービスレ
ベルが一層向上し、更に質の高いサービスの
提供が可能となった
•・その結果、顧客信頼度が増し、競合エネル
ギーへの燃料転換が少なくなり顧客の安定
化が図れた
•・地区同業者に対しても情報公開を行い業界
としても推進して行きたい

代表取締役社長を事業責任者とし、保安の確保と
検針配送の合理化及び、料金の透明化を目的とし
て、集中監視システムの増設

白木家電ガス㈱
(山口県岩国市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 71−

（201536）

オートガス需要拡大のための中型ディーゼ
ルLPガス混焼トラックの実用化事業

総事業費・ →・ 32.8百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ ヒアリング活動、実用化改造等作業費用　7,800千円
ロ．外 注 費・ →・ 混合用ECU設定設計、公的試験費用　11,800千円
ハ. 委員会経費等・ →・ 検討委員会謝金、通信費等　500千円
ニ. 機器等借料等・ →・ 車両、開発ECU借料、運搬費用　6,700千円
ホ．印刷、HP等広報費・ →・ PR用チラシ、HP掲載動画作成費用　6,000千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　於:北海道LPガス協会講演
H27年　9月　第1回検討委員会
H27年11月　於:福岡県LPガススタンド協会講演
H27年12月　第2回検討委員会
H28年　1月　第3回検討委員会
H28年　2月　於:先進エネルギー自治体サミット講演
　　　　　　　実績報告書提出・

①オー実用化用検証自動車 (4トン積中型クリーンディーゼルトラック ) をベース車両として準備
し、LPG燃焼システムを追加改造
②シャーシダイナモでの実用化データの収集 (燃費・排ガス性能など )
③ユーザーへのヒアリング・技術課題の調査 (経済性・運行条件など )
④札幌、福岡の2箇所で地元 LPガス協会・スタンド協会にプレゼン開催
⑤デュアルフューエルトラックの説明パンフレットを全都道府県のトラック協会、LPガス協会な
どに配布。開発状況の動画をHPで公開。
⑥設置された検討委員会にて、公正な意見を実用化事業に反映させた。

•・LPガスを4割以上混合させるシステム(高速
運転時)を実証できた
•・LPガス混合燃焼(デュアルフューエルト
ラック)を広くLPガス業界にPRできた
•・燃料費節減、BPC対策に効果があった
•・LPガス業界も、導入の動き
•・総合資源エネルギー調査会の報告書に混焼
トラックの推奨が明記された　

だるまエナジー㈱、㈱城東自動車工場の共同運営
体の下、学識経験者、ジャーナリスト、運送業者、
運送業界団体、LPガス業界団体を委員とする検
討委員会を設置し、推進母体として機能させた。

だるまエナジー㈱
(東京都港区)

㈱城東自動車工場
(東京都墨田区)



<事業実施内容の紹介資料>
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車両説明

部品設置完了

検討委員会

シャーシダイナモによるデータ収集

シャーシダイナモ

成果報告書

データ取り

改造準備開始

改造中



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 73−

（201537）

無線端末推進による検針・保安業務合理化
と、高齢者見守りサービス推進事業

総事業費・ →・ 11.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,770千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　9,100千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 見守り周知用パンフレット、チラシ作成　130千円

H27年　6月　交付決定
　　　　　　　事業開始、周知活動
　　　　　　　設置前調査
H27年　8月～10月　機器設置
H27年 11月～12月　運用検証
H28年　1月　開通テスト
　　　　　　　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・集合住宅を中心として無線式集中監視システムを導入し、使用量の増大によるガス切れ防止、検針業
務の合理化と消費者の利便性、安全性向上を図るとともに一部顧客に対しガスメータの機能を活用
した「見守りサービス」を運用し、地域の課題である高齢化への対策を推進した
•・自社集中監視センターを活用した緊急時の一次対応により、顧客すべてに均一したサービス提供が
可能であり、今回実施した「見守りサービス」についてもセンターで受信した情報を近親者や遠隔地
への家族に連絡する事により、信頼性向上に繋がった

•・無線親機の自社設置により、周辺の顧客に対
する設置拡大を今後も継続し、一層の保安業
務の充実と業務の効率化を推進し、顧客拡大
を図る
•・自社による一次対応により、緊急事態の把握
が容易であり、内容の事前分析による出動回
数の減少に繋がった

営業統括部長を事業の推進責任者とし、無線式集
中監視システムの設置を行い、業務効率化と高齢
者への生活支援事業を展開した

㈱ヒラカワ
(福岡県柳川市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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1.集中監視システムチラシ

2.設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 75−

（201538）

中継無線導入による戸建住宅を含む広域無
線検針とガス代金電子請求・電子決済システ
ム普及促進事業

総事業費・ →・ 9.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,450千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　6,400千円
ハ．印刷・製本等・ →・ 電子請求・電子決済周知用チラシ作成　150千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
　　　　　　　設置前調査
H27年　8月～10月　機器設置
H27年11月～12月　運用検証
H28年　1月　開通テスト
　　　　　　　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・無線式集中監視システムの拡大導入により、検針業務の効率化推進と保安業務の高度化を推進し顧
客に対するサービスの均一化を図り、一部顧客に対し「電子請求・決済」システムを採用し利便性向上
と督促業務の解消を実現した
•・集中監視システムはPHS回線を利用した広域型としたが、一部顧客には有線式のNCUも設置し実
施した
•・電子請求・決済システムは、支払い方法を顧客による選択としたため、顧客の生活状況に応じた方法
とする事より、支払い機会の損失も軽減し顧客の満足度向上に繋がった

•・電子請求・決済システムは今後も要望が増加
するものと考えられ、今回の導入を契機とし
て普及促進を図りたい
•・今回はPHS回線を利用したが、当社エリア
内でも地域によっは電波状況により設置不
可となるケースもあり、エリア拡大を望みた
い

営業部長を事業責任者とし、事業拠点である福岡
県小郡市を中心とした地区で補助事業を実施し
た

深浦商事㈱
(福岡県小郡市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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1.電子請求・決済システムチラシ

2.設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 77−

（201539）

インターネットでのガス使用状況の見える
化による新サービス促進事業

総事業費・ →・ 5.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,400千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、ソフト改修費用　3,260千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 案内、操作解説用パンフレット作成　340千円

H27年　6月　交付決定
　　　　　　　事業開始
H27年　7月　関係者ミーティング
H27年　8月　現地調査
H27年　9月～12月　機器設置
　　　　　　　推進打ち合わせ
H28年　1月　運用検証
　　　　　　　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・選定した戸建住宅のユーザーに対し時間帯別、用途別の「新料金メニュー」並びにLPガスの「見える
化」システムを導入し、電力スマートグリッドに先駆けてLPガスでの体制の構築を推進し顧客サー
ビスの向上を図った
•・顧客宅に分計機能内蔵ガスメータを設置し、専用機器にて顧客の使用しているインターネット機器
を介してガスメータ情報を取得し、顧客にフィードバックする事により、使用状況や料金等が把握さ
れ利便性向上に繋がった
•・料金体系の透明化により、LPガスに対する信頼度が増し需要拡大にも大きく寄与したものと考え
られ、見える化により更に関心度が増した

•・見える化システムの導入で、顧客がスマート
ホンやタブレットを操作してLPガス情報を
見る事により、より身近な存在となった
•・設置工事には顧客使用のインターネット環
境を利用するため、予め情報の外部流失がさ
れない様に配慮した設置が必要不可欠であ
ると感じた
•・今後一層の普及を目指したい

直売課担当者を実施推進者とし、当社営業エリア
内の広範囲な顧客に、インターネットを利用した
LPガス「見える化」システムを導入し、サービス
向上に努めた

石井燃商㈱
(三重県四日市市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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2.設置事例

1.LPガス「見える化」パンフレット



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 79−

（201540）

テレメが設置できない難検針エリアと密集
したエリアに対するタブレット型無線検針
システム導入での業務効率化・経営基盤強化
事業・

総事業費・ →・ 6.9百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　　2,000千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　　4,900千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　設置前調査・周知活動
H27年　8月　設置工事着手
H27年　9月　設置工事・ミィーティング
H27年12月　設置工事・通信確認
H28年　1月　実績報告書提出・

集中監視システムの設置が困難なエリア及び密集エリアへの対応としてタブレット型無線検針シス
テムを採用し検針業務の効率化、保安業務の効率化・高度化を図った。
•・既存運用しているテレメシステムの拡充が困難(電話回線がない、外観上拒否、セキュリティ上困難)
な戸建て及び集合住宅エリアを対象に導入。
•・タブレット無線検針導入数・：・400件
•・グループ一括検針、マイコンガスメータの保安情報取得により検針業務・保安業務の効率化及び保安
情報の確実な取得の実現

•・検針に係る移動時間の短縮、時間の削減等業
務効率化により顧客へのサービス提供能力
強化、営業強化の社内体制構築に資すること
ができた。
•・正確・確実な保安情報の記録に基づく対応に
より顧客との信頼関係向上が図られ、経営基
盤強化につながった。

ホームエナジー事業部保安係を本事業の担当部
署として、タブレット無線検針による検針業務の
効率化、保安高度化を推進

オブリック㈱
(静岡県富士宮市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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タブレット型無線検針システムの施工事例

タブレット無線検針管理システムセット



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 81−

（201541）

LPガス需要拡大と料金透明化に備えて、時
間帯別・用途別に計測できる分計機内蔵メー
タを活用した新料金メニュー導入事業

総事業費・ →・ 4.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　540千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、ソフト導入費用　3,140千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金サービスPR用チラシ等作成　420千円
ニ．ホームページ等広報費・ →・ Webサイト制作　100千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　関係者ミーティング
H27年　8月～12月　設置工事
　　　　　　　都度ミーティング
H28年　1月　設置工事完了
　　　　　　　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・顧客のエネルギー選択に対応すべくLPガスを時間帯別、用途別に分計しライフスタイルに合わせた
料金体系を構築し、競合エネルギーに対抗するために「新料金メニュー」を導入した
•・分計機能内蔵型ガスメータを設置し、LPガス使用量を分計し顧客の使用状況に応じた料金体系を
選択する事で、顧客満足度の向上とLPガスの需要促進を図る事が出来た
•・競合エネルギー対策として、顧客に合った料金選択が可能となる事でLPガス料金への理解が深まり
納得したものとなるため、有効な手段となった

•・新料金メニューの採用に合わせて自社販売
管理システムを改修し、顧客毎の設定料金が
明確となった
•・顧客の使用実態を自身で把握している場合
が少なく、経済的な使用方法についての説明
が必要
•・競合エネルギー以上に分析した情報を提案
したため、理解度促進と信頼度向上が図れた

ガス事業部部長を事業責任者とし、当社の営業エ
リアである、岐阜県高山市、飛騨市を中心とした
LPガス顧客を対象として実施した

斐太石油㈱
(岐阜県高山市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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1.新料金メニューチラシ

２.設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 83−

（201542）

LPガス集中監視システムを活用した保安高
度化、検針業務合理化システム構築事業

総事業費・ →・ 5.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,400千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　3,800千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　推進打ち合わせ
H27年　8月　現地調査
H27年　9月～11月　機器設置
　　　　　　　推進打ち合わせ
H27年12月　設置工事完了
　　　　　　　運用検証、事業完了
H28年　1月　実績報告書提出

•・遠隔地の顧客に対し無線式集中監視システムを設置し、検針業務の効率化と保安監視を強化してLP
ガスに対する信頼性の確保を進め、経営基盤の強化を行った
•・集中監視システムはPHS回線を利用したものとし、オール無線システムにより構築した
•・従来顧客への定期業務により費やしていた時間が大幅に削減され、余剰時間を営業展開等に振り向
ける事が可能となり、顧客へのサービスレベル向上に繋がった

•・定期業務に費やす時間は具体的に年間で約
72時間削減され、大幅な業務効率化が実現
出来た
•・事業推進により顧客に対するLPガスの安全
性、環境優位生を説明した事により理解度が
進み信頼関係が増すと同時にファンづくり
に役立った
•・同業者にもPRを行い、地域全体での取り組
みとして行きたい

代表を事業推進者とし、販売エリアである三重県
熊野市の戸建顧客を対象として展開した

寺前商店
(三重県熊野市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 85−

（201543）

料金透明化に資する新料金メニュー・ガス見
える化システム導入事業

総事業費・ →・ 6.5百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事、クラウドセンター初期費用　500千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　6,000千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、現場調査
　　　　　　　第一回打ち合わせ
H27年　8月　第二回打ち合わせ
H27年　9月～12月　機器設置
　　　　　　　運用検証
H28年　1月　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・エネルギー間競争の激化と省エネ機器の普及によリLPガス業界は厳しい局面を迎えており、料金の
透明化が必要となっている状況下でガスメータに内蔵された分計機能を活用し、用途別、時間帯別に
使用量を表示し顧客にLPガスの用途と価値を改めて伝える事でLPガスの存在感を訴求した
•・ガスメータにより分計された使用量は検針用ハンディターミナルによるジャック検針とし、ハン
ディターミナルはブルートゥースにより販売管理機器と通信を行う事により、一連の業務処理が機
械的に行われるようにした
•・見える化システムは設置機器を介して顧客に配布したタブレット端末により閲覧可能であり、使用
量、料金等の確認が容易となっている

•・新利用金メニューを採用した顧客のうち67
軒で給湯器のLPガス化が進み、暖房用需要
と併せて需要促進が図れた
•・見える化は、顧客宅のインターネット環境を
利用した設置であり、顧客自身のLPガスへ
の関心度が高まり、顧客の安定化に繋がった

保安業務部長を事業責任者とし、本社並びに支
店・営業所の存在する福岡県、熊本県、大分県を実
施エリアに選定し推進した

吉武産業㈱
(福岡県北九州市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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1.新料金メニューチラシ

２.設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 87−

（201544）

時間帯別、用途別の計測に伴うLPガス需要
促進展開及びエネルギー自由化に対する
料金集約化・料金透明化に備えた新料金メ
ニュー導入事業

総事業費・ →・ 5.4百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器等購入費用　4,300千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー周知用チラシ作成　200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　設置工事、ミーティング
H28年　2月　事業完了、
　　　　　　　実績報告書提出

LPガス使用量の多い顧客先を中心に「新料金メニュー」を採用し、分計機能内蔵ガスメータによ
る時間帯別、用途別料金体系を構築する。自ら LPガス料金を選択する事で顧客満足度向上を図り、
他エネルギーへの転換を防止する。

・導入件数・：300件

•・消費者のライフスタイルに合わせて選択で
きることでLPガスのイメージを高め、需要
拡大、および将来の自由化に伴う他エネル
ギーへの転換防止が図れた。

常務取締役を本事業の責任者とし、石油ガス販売
事業者の構造改善に資する事業として、左記事業
を実施

白河商事㈱
(福島県白河市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 89−

（201545）

震災後の集合住宅・戸建住宅復興を目指した
保安高度化、検針業務効率化を図る集中監視
システム導入並びに新料金メニユー展開に
よるLPガス需要拡大と料金透明化構築事業

総事業費・ →・ 10.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置、現場調査等費用　2,900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　6,600千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー等周知用チラシ作成　350千円
ニ．HP等広報費・ →・ HP掲載費用　150千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　設置工事・ミーティング
H28年　2月　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出・

遠隔地顧客に対する無線式集中監視システムの設置と併せ分計機能内蔵型メータの設置を行い、検
針業務の効率化と「新料金メニュー」の導入を実施する。

•・集中監視システム導入件数・：・310件
•・新料金メニュー導入・：・100件

•・集中監視システム導入で保安業務の高度化、
検針業務の効率化を図った。
•・時間別・用途別の新料金メニューにより消費
者がライフスタイルに合わせて料金プラン
を選択できることでLPガスのイメージを高
め、需要拡大に繋がった。

常務取締役を本事業の責任者とし、石油ガス販売
事業者の構造改善に資する左記の事業を実施

山形ガス燃料㈱
(山形県山形市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 91−

（201546）

タブレット無線検針システムを活用した、業
務効率化・経営基盤強化事業

総事業費・ →・ 6.0百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 事前調査、データ収集・分析・1,000千円
ロ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,000千円
ハ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費　4,000千円

H27年　6月　交付決定
・・・・・・・・・・・・・・・・　　設置前調査・工事計画
H27年　7月　設置工事計画立案
H27年 10月　設置工事着手
H27年 11月　設置工事終了
H27年 12月　通信テスト
H28年　1月　事業終了
H28年　2月　実績報告書提出

冬期の吹雪や落雷等の検針業務の負荷軽減のため無線検針システムを導入するとともに、個別積算
が可能なガスメータの設置によりガス機器の使用量を把握し、提案型料金メニューを採用すること
で、新たなガス機器の普及を図り LPガス消費の拡大に繋げた。
•・セキュリティ強化により検針困難な顧客対応として、ハンディ無線検針用機器を整備、集合住宅
114世帯に分計機能内蔵メータを設置
•・タブレット型無線検針システムの導入件数・：・114件
•・新料金メニューサービスプランを構築
•・事業実施成果を報告書としてとりまとめた。

•・一括グループ検針も行い、検針業務等の簡素
化、労働軽減の改善につながった。
•・正確・確実な保安情報の記録に基づく対応に
より保安の高度化により顧客との信頼関係
向上が図られた。
•・個別積算値の活用により新料金プランを活
用し今後新たな燃焼器具等の販売促進に活
用できる。

岩見沢センター長を本事業の責任者として、業務
効率化を推進するとともに、消費者の保安の確
保・新料金メニュープラン構築による消費者サー
ビスの向上を図る事業を実施

道央エア・ウォーター㈱
(北海道岩見沢市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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タブレット型無線検針システム施工事例

実施状況報告タブレット無線検針システム機器



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 93−

（201547）

LPガス集中監視システムを構築することに
よる業務の効率化促進事業

総事業費・ →・ 7.9百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,600千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　6,300千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
　　　　　　　設置前調査
H27年 10月　設置工事着手
H28年　1月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト
　　　　　　　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出

•・無線式集中監視システムの拡大設置により、検針業務の合理化と保安業務の高度化を推進しサービ
スの向上を図り、消費者に安心して安全なLPガスを提供することで信頼性の向上を獲得した
•・設置工事前に設置予定顧客への事前説明訪問をしたため、LPガスに関する理解度が深まり集中監
視システムへの関心と保安業務への信頼性が高まった
•・システムの円滑な運用により、顧客へのサービスを充実し安定化を目指す

•・LPガス顧客に対する保安業務の重要性と当
社の取組姿勢をアピール出来た事で、LPガ
スへの認識が一層深まり信頼性も増加した
•・顧客との集中監視システムを通じた繋がり
を全面に打ち出し、安定化と需要拡大が更に
可能となった

ガス事業部部長を事業責任者とし、補助事業を実
施する事により、顧客からの信頼性向上とLPガ
スのイメージアップを図るべく展開した

㈱角藤田
(岡山県総社市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 95−

（201548）

集中監視システムの設置拡大を図り、高度
保安体制の確立、及び検針業務の合理化実
現事業

総事業費・ →・ 14.0百万円

＜内　訳＞
イ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　14,000千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
　　　　　　　設置前調査
H27年　8月　設置工事着手
H27年11月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト
　　　　　　　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出

•・無線式集中監視システムの拡大設置を推進し検針業務の合理化、24時間保安監視体制の実現によ
る顧客へのセキュリティ情報提供体制を構築し、保安業務高度化を行った
•・設置機器はオール無線とし、自社で親機を設置して行った
•・24時間の監視体制により、緊急情報に対する迅速で的確な対応が可能となり業務レベルの向上に繋
がった
•・また、業務効率化により削減可能となった余剰時間を顧客サービスに充当し、顧客への営業展開を強
化し信頼性向上にも結び付いた

•・集中監視システムの設置が顧客への「安全・
安心なエネルギー」である事のアピールとな
り安定化が図れた
•・今後は自社で更に集中監視システム設置を
進め、普及率を上げる事により一層の経営の
合理化と保安の確保に繋げて行きたい

専務取締役を事業推進責任者とし、事業拠点であ
る鹿児島市とその周辺を実施場所に選定のうえ
事業を推進した

㈱共栄
(鹿児島県鹿児島市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 97−

（201549）

LPガス集中監視システムを構築することに
よる業務の効率化促進事業

総事業費・ →・ 4.4百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,300千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　3,100千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
　　　　　　　設置前調査
H27年　8月　設置工事着手
H28年　1月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト
　　　　　　　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出

•・集中監視システムの設置拡大を行い、検針業務の合理化、配送業務の効率化と保安業務の高度化を推
進しサービスの向上を図り、消費者に安心して安全なLPガスを提供することにより信頼性の向上に
繋げた
•・集中監視システムは無線式と地域性から一部有線式の併用で設置した
•・住宅密集地のようなエリアがあまり無く、顧客間の移動に費やす時間も相当にかかる地域であるた
め、検針、配送業務の大幅な合理化が図られた
•・LPガスに関する認識が顧客に対する説明で増し、信頼性の向上に繋がった

•・集中監視システムを設置する事により、常時
顧客との連携がされている事等を説明し、
LPガスが安全・安心なエネルギーである事
を周知し、信頼性が向上した
•・顧客へり定期業務に費やす時間が削減され、
従来以上に顧客への営業訪問頻度が増し一
層の需要拡大が図れる

営業部長を事業責任者とし、事業拠点である岡山
県美作市、勝央町、奈義町を実施場所に選定し推
進した

松嶋ガス㈱
(岡山県美作市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例

1. 無線式

2. 有線式



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 99−

（201550）

LPガス集中監視システムを導入する事によ
り保安高度化・検針業務効率化・請求業務効
率化を図る事業

総事業費・ →・ 9.9百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,300千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　7,600千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
H27年　8月　設置前調査
H27年　9月　担当者ミーティング
H27年10月　工事着手
H27年11月　工事完了、開通テスト
　　　　　　　事業完了
H27年12月　実績報告書提出

•・無線式集中監視システムの導入により、配送業務、検針業務、保安業務の効率化が推進され、事業全体
の業務効率が向上し経営基盤の強化が図れ、顧客に対するサービス提供も拡大しLPガスの消費量増
加が見込める
•・オール無線タイプの機器を設置し設置促進を行ったが、システム導入に向けた顧客へのPR活動並び
に周知活動を行い、保安業務への理解を求めた
•・顧客の反応からはLPガスに関する不安解消となった旨の意見が多く、安全で安心なLPガスのイ
メージアップに大きく貢献した

•・LPガス顧客に対する保安業務の高度化によ
り顧客満足度の向上が図れた
•・自社業務(検針・配送)も合理化となり全般に
おいて構造改善が図れ、当社の経営基盤強化
に大きく寄与した

代表取締役を事業責任者とし、事業拠点である沖
縄県宮古島市平良地区を事業実施場所に定め推
進した

㈲伊沢商会
(沖縄県宮古島市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 101−

（201551）

無線機器を利用した集中監視システムを導
入する事業

総事業費・ →・ 10.1百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,300千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　7,800千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
H27年　8月　設置前調査
H27年　9月　設置工事着手
H27年10月～11月　担当者ミーティング
H27年12月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト、事業完了
H28年　1月　実績報告書提出

•・無線式集中監視システムの導入により、検針業務、配送業務の効率化、高度な保安体制の構築による
一層のサービス向上を推進し、併せてLPガスが安全で安心なエネルギーである事の周知を行い、顧
客の維持拡大と経営基盤の強化を目指した
•・当社は集中監視システム未設置であるが、オール無線タイプの集中監視システムを設置すべく展開
した
•・自動検針のデータを販売システムと連携させるため、販売システムの更新も行い検針から請求まで
の一連の業務をすべて機械化とし合理化を図った

•・未導入であった集中監視システムを新たに
導入した事により、検針・配送業務が飛躍的
に合理化され、余剰時間を活用した顧客訪問
に費やす時間の増加が図れ、サービス向上に
繋がった
•・同エリアの同業他社に対し、集中監視システ
ム導入による保安高度化や業務効率化の実
現が可能である事を訴求し拡大に努めたい

代表取締役を事業責任者とし、事業拠点である沖
縄県宮古島市を事業実施場所として選定し推進
した

㈱しもさと商会
(沖縄県宮古島市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 103−

（201552）

集中監視未導入の消費者に対し、無線機器を
利用した集中監視システムを導入する事業

総事業費・ →・ 19.3百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,400千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　16,900千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、工事着手
H27年　8月～11月　定期打ち合わせ
H27年12月　工事完了
　　　　　　　開通テスト
　　　　　　　事業完了
H28年　1月　実績報告書提出

•・無線式集中監視システムを導入し、検針業務の合理化とバルク貯槽の残量管理を含めた配送業務の
効率化を行うとともに埋設管管理のための差圧メータも取込む事により一層の保安業務高度化を推
進し、ＬＰガスが安心して使用出来る体制である旨を消費者にアピールする事により信頼性を獲得
し経営基盤の強化を図った
•・集中監視システムの有効活用をバルク貯槽の残量管理と、集合住宅等の埋設配管の管理にも拡大し
実施した
•・特に残量管理においては、予測配送であった従来に比較し一層の効率化が図れた
•・同様に埋設管も差圧メータにより管理はしていたものの、配送、検針時のみのチェックであったもの
が常時監視となり、安全性が増した

•・事業拠点より遠隔地となる顧客への設置は
業務効率化に大きく貢献した
•・24時間の監視体制が構築され保安業務がよ
り高度化した事が、従業員の意識改革をもた
らし自信を持った顧客訪問がされるように
なり、信頼度が向上した

代表取締役を事業責任者とし、事業拠点である沖
縄県浦添市、那覇市、うるま市、沖縄市、南城市を
事業実施場所に選定のうえ実施した

㈲丸金プロパン
(沖縄県浦添市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 105−

（201553）

密集かつ使用動向が変動する物件に対する
効率的な集中監視システムの構築を図る事
業

総事業費・ →・ 8.3百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 1,100千円
ロ．外 注 費・ →・ ネットワーク回線工事費用　80千円
ハ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　7,070千円
ニ．印刷・製本費・ →・ 周知用チラシ作成　　50千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
H27年　8月　システム導入
　　　　　　　設置工事開始
H27年 12月　設置工事完了
　　　　　　　検証、事業完了
H28年　1月　総括、報告書作成
H28年　2月　実績報告書提出

•・企業宿舎に対し無線式集中監視システムを設置し、LPガス使用量が不測の居住者に対する効率的
な配送と、外国人居住者等の誤使用防止対策と安全確保を目的とした保安通報の即時把握と即時対
応の体制を確立しつつ、LPガスが安心して使用可能な環境を整えた
•・オール無線タイプの機器を設置したが、顧客先の近接している場合が多いためNCUの2ポート接続
を基本としたものとし、効率的に推進した
•・特に外国人居住者の多い造船会社の企業寮に対し集中的に設置し、保安情報の即時把握、即時対応に
努め安全なLPガスをアピールした結果、当該企業からの信頼性も向上し、安定化に繋がった

•・顧客の特異性からLPガス使用に関しては日
常細心の注意を払い説明して来ているが、常
時監視が可能となった事で保安上の不安が
解消された
•・また、集合物件であるため予測配送に関して
も残量監視による実測配送となった事で効
率化され、計画業務として推進出来た

担当取締役を事業推進責任者とし、事業拠点であ
る愛媛県今治市、西条市を事業実施場所に選定し
実施した

四国溶材商事㈱
(愛媛県今治市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 107−

（201554）

集中監視システムの拡大による保安の高度
化と検針・配送業務の効率化を推進する事業

総事業費・ →・ 28.7百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置、現場調査費用　　9,000千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　　19,700千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
　　　　　　　設置前調査
H27年　8月　設置工事着手
H27年　9月　合同ミーティング
H27年 11月　合同ミーティング
H27年 12月　設置工事完了
　　　　　　　開通試験完了
H28年　1月　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・集中監視システムの設置拡大により、検針業務、配送業務の合理化と保安業務の高度化を推進し、業
務効率化により得られた時間を顧客サービスの強化に活用することにより、経営基盤の強化を目指
した
•・集中監視システムは、固定電話回線と無線機器とを併用したものとし推進した結果、設置率が
57.8%から71.3%へとアップした
•・システムの普及により、検針・配送業務の合理化が一層進み余剰時間の有効活用による顧客サービス
の充実が図られ、他エネルギーへの転換防止をはじめとした顧客の安定化に繋がった

•・集中監視システム設置により、顧客に対し
LPガスの利用環境が安全で安心なものであ
る事を広くPRする事が出来、ファンづくり
に貢献した
•・顧客サービスの充実から、安全機器の販売拡
大やサービスメンテナンス等を通じた訪問
活動頻度が増え、当社がより身近な存在とし
て認識されるようになったものと思われる

取締役保安部長を事業責任者とし、事業拠点であ
る福岡県福岡市及び周辺地域を実施場所として
選定し、事業展開した

㈱フクエキ
(福岡県福岡市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例

1. 固定電話回線利用

2. 無線式機器



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 109−

（201555）

高齢化社会に向けた見守りサービス環境導
入並びにガス代金電子請求・電子決済構築事
業

総事業費・ →・ 6.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ eガスセンター初期費用　130千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修等費用　5,420千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 周知用チラシ作成　300千円
ニ. HP等広報費・ →・ HP掲載費用　150千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　全体ミーティング
H27年　8月～H28年　1月　
　　　　　　　設置工事
　　　　　　　都度ミーティング
H28年　2月　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出

•・既設の集中監視システムを活用し、高齢化が進む顧客に対し連続不使用警告機能を利用した「見守り
サービス」を導入し安心・安全をシステム化するとともに、LPガス料金をインターネットを通じた
電子メールで請求し、コンビニ、クレジットカード、電子マネー等での支払いが可能な「電子請求・決
済システム」を採用し一層の利便性向上を図った
•・「見守りサービス」は高齢者、単身者宅30世帯を対象とし連続不使用警告機能を有するガスメータを
設置のうえ実施し、安全・安心をシステム化した
•・「電子請求・決済システム」は販売管理システムを改修し、ホームページを作成しPRを行い20件を
対象とした
•・加入促進のためのパンフレットを作成、配布し顧客への提案活動を行った

•・「見守りサービス」は高齢化社会に対応した
ガス業界の貢献手段としてアピール出来る
ものと考える
•・「電子請求・決済システム」も新たなスタイル
での取組みであり、顧客の関心を引き寄せ、
LPガスが生活基盤のエネルギーとなる様波
及効果が望める

業務部保安課担当者を事業責任者とし、当社の事
業エリアである、愛知県一宮市、江南市、瀬戸市、
海津市及び岐阜県可児市、岐阜市を実施地区とし
て推進した

㈱ガステム
(愛知県一宮市) ー



<事業実施内容の紹介資料>

− 110−

1.電子請求決算システム 
パンフレット

2.ホームページ

3.設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 111−

（201556）

分計機能内蔵メータを活用したLPガス需要
拡大を見据えた新料金メニューの導入並び
に集中監視設置先の集合アパート・マンショ
ンへの見守りサービス構築事業

総事業費・ →・ 8.8百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　　1,500千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　　7,200千円
ハ．印刷・製本等・ →・ 新料金メニュー周知用チラシ作成　　100千円・

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　設置工事着手・ミーティング
H27年12月　設置終了・通信確認
H28年　1月　事業終了
H28年　2月　実績報告書提出

LPガスの需要拡大を目的とし、時間帯別、用途別の「新料金メニュー」を導入し顧客のライフスタ
イルに合わせ選択可能な料金体系とすることで顧客満足度を充足し、併せて既設集中監視システム
を活用した「見守りサービス」を一人暮らし等の顧客へ提供し、LPガスのイメージアップを図った。
•・新料金メニューサービス導入件数・：・300件
•・戸建住宅・集合住宅300世帯に分計機能内蔵メータを設置
•・時間帯別・用途別の4タイプ料金プランを提案
•・既設集中監視システムの利用による見守りサービス導入件数・：・200件
•・連続不使用警告の機能を内蔵したメータ設置・
•・集合住宅では管理会社と連携しながら導入・運用

•・新料金メニューサービス提供により顧客満
足度を向上させ、LPガスのイメージアップ
を図るとともにLPガス需要促進を図った。
•・顧客の安否確認・早期対応の体制が整い、地
域貢献にもつなげて、LPガスのイメージ
アップを図り経営基盤強化に資することが
できた。

浦和営業所副所長を本事業の責任者とし、LPガ
ス石油販売事業者の構造改善に資する事業とし
て、顧客の生活リズムに応じた料金プランの提示、
見守りサービスの展開によりLPガスのイメージ
アップを図り経営基盤強化につながる事業を実施

ツルミエネルギー㈱
(埼玉県さいたま市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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「新料金メニュー」施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 113−

（201557）

ガス体エネルギーの競争力を高めるための
エネルギーの見える化と新料金メニュー導
入事業

総事業費・ →・ 11.8百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入・ソフト改修費用　8,200千円
ハ．印刷製本費/HP広報・→・ 新料金メニュー案内、操作解説用パンフレット等作成　700千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年10月　設置工事着手・ミーティング
H27年 12月　通信確認完了
H28年　1月　工事終了・開通確認
H28年　2月　実績報告書提出

インターネットを活用した LPガス使用状況や宅外からの開・閉栓操作が可能な「LPガスの見える
化」を導入し、顧客の利便性を追求するとともに検針値、残量通報を利用し業務効率化を推進する。
また、「新料金メニユー」を採用し、暖房、給湯需要の拡大と料金の透明化を図った。
•・インターネット環境を有する顧客100世帯に分計機能内蔵メータ、データ蓄積・伝送機器を設置し
「ガス見える化」サービスを導入した。
•・併せて、顧客のガス用途やライフスタイルに応じた時間帯別・用途別の4タイプ料金プランを提案、
同世帯にサービス提供した。

•・新料金メニュー及びガス見える化サービス
の提供により料金透明化を図り、顧客の信
頼性・満足度を向上し経営基盤強化につなげ
た。
•・暖房・給湯需要の拡大を実現した。
•・インターネットによる検針や残量等確認に
より業務合理化が推進された。

ホームエネルギー事業部長を本事業の責任者と
して、インターネット環境を活用したガスみえる
化システムを構築し、ガスの需要拡大を図る事業
を実施

カメイ㈱
(宮城県仙台市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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「ガス見える化」施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 115−

（201558）

「LPガスプレゼンテーション2015」を開催
し、大分県内の一般消費者、建築関係及び設
計関係者等へ最新のLPガス機器及び災害対
策機器等を紹介する事業

総事業費・ →・ 4.3百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 430千円
ロ．外 注 費・ →・ イベント企画費用　330千円
ハ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　40千円
ニ．印刷・製本費・ →・ パンフレット等　230千円
ホ. 会場借料等・ →・ イベント会場・機器借料等　1,600千円
ヘ. そ の 他 →・ 委員会、郵送費等　1,670千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、実行委員会
H27年　8月　担当者会議
H27年　9月　実行委員会、担当者会議
H27年10月　担当者会議
H27年11月　フェア開催
H28年　2月　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出

•・大分イベントホールを利用し、消費者、行政、建設業界等を対象とした最新のLPガス機器や災害対策
機器等の展示紹介並びに体感による理解促進と、来場者外への周知のためのホームページへの記録
映像の掲載を行い、LPガス利用者の増加、安定化を図った
•・フェアは「2015・LPガス青い炎の底力フェア」と銘打って11月11日に開催
•・当日は県内主要場所からシャトルバスを運行し来場者を募り456名が来場
•・機器メーカー各社の展示に加え、災害対策用機器、FRP容器等展示も行い来場者の関心を集めた
•・来場者にはLPガスに関するアンケートを配布し集計、回答者に粗品を進呈

•・展示会場では来場者のブースでの様々な質
問が活発にされ、関心の高さがうかがえた
•・また、再度の開催を望む声も多く寄せられ、
LPガスのイメージアップに繋がったものと
思われる

フェア開催に当たり、部外有識者による実行委員
会を設置し企画検討のうえ展開し、大分イベント
ホールで開催した

(一社)大分県LPガス協会
(大分県大分市) ー



<事業実施内容の紹介資料>

− 116−

1.新聞広告

4.出展メーカー

3.会場2.会場情報



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 117−

（201559）

ICTを活用した「ガス使用状況の見える化」
による新サービス導入事業

総事業費・ →・ 4.9百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　3,000千円

H27年　6月　交付決定
　　　　　　　キックオフミーティング開催
H27年　7月　事前調査・周知活動開始
H27年　8月　設置工事開始
H27年 12月　工事終了・開通確認
H28年　1月　事業終了
H28年　2月　実績報告書提出

インターネットを活用し24時間顧客が自らの LPガス使用状況の確認が出来る「見える化」を導
入し、ガスメータの分計機能による時間帯別、用途別使用量を表示させ、顧客の使用実態に沿った
LPガス使用量拡販提案が可能となり顧客満足度の向上を図った。
•・インターネット環境を活用する顧客に分計機能内蔵メータ、データ蓄積・伝送機器を設置
•・ガスみえる化サービス導入件数・：・60件

•・保安情報、ガスの使い方、目安料金を表示で
きることでLPガスのイメージを高め需要促
進が図られ、経営基盤強化につながった。
•・通報ごとの課金がない通信システムを活か
し、需要世帯別や時系列ガス使用量等データ
を収集・分析活用することでLPガスの良さ
を訴求するための基礎データが蓄積された。

日本コークス販売㈱は宇都宮支店を、京濱燃料㈱
は埼玉営業所を本事業の推進部門として連携の
もと「ガスみえる化」事業を実施

日本コークス販売㈱
(東京都板橋区)

京濱燃料㈱
(東京都港区)



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 119−

（201560）

集中監視システム、超音波メーター及びクラウ
ド型LPG販売管理システムの導入等により業
務効率化と高度保安体制を確立するとともに、
LPガスに対するイメージアップを図り、お客様
からの信頼を獲得し経営の安定化を図る事業

総事業費・ →・ 19.8百万円　<内補助対象経費額　12.4百万円>

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　・5,100千円　<内補助対象経費額　3,800千円>
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入・管理システム導入費用　14,700千円　<内補助対象経費額　8,600千円>

H27年　6月　交付決定
H27年　8月　設置前調査開始
H27年10月　設置工事着手
H27年12月　設置工事現場確認
H28年　1月　開通確認
　　　　　　　実績報告書提出

無線式集中監視システムを導入し、定期検針、随時検針、遠隔制御、残量監視等による業務の効率化、
省力化及び高度保安体制を確立するとともに、分計機能内蔵ガスメータ並びにガスメータと連動し
た LPG販売管理システムを導入し、料金メニューの多様化を推進することで顧客の選択肢を広げ、
サービスの向上と需要促進を図った。
•・集中監視システム導入数・：・613件
　<内　補助対象件数・：・585件>
•・新料金メニューサービス提供件数・：・30件

•・検針、配送業務合理化と保安体制高度化を実
現し、顧客の信頼度アップにより経営安定に
つなげた。
•・新料金メニューの試験的導入により、料金多
様化による顧客へサービス向上を推進する
体制を構築できた。・

管理部を本事業の担当部署とし、石油ガス販売事
業者の構造改善に資する事業として、検針・配送
業務の合理化と保安体制強化並びに顧客満足の
向上により経営基盤強化を図る事業を実施した。

㈱ガスコープエネルギー
(北海道函館市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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集中監視システム施工事例

集中監視システム普及チラシ



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 121−

（201561）

集中監視システムの設置促進を行い、保安高
度化を図る事業

総事業費・ →・ 23.7百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　4,600千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　19,100千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、事前調査
　　　　　　　顧客訪問周知
H27年　8月　設置工事開始
H27年12月　設置工事完了
H28年　1月　通信確認
　　　　　　　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・集合住宅、遠隔地顧客を中心として集中監視システムを拡大設置し、異常発生時に迅速な対応が可能
な体制を確立することで、顧客に安全で安心なLPガスが提供される事となりサービス向上に繋げた
•・無線式集中監視システムを中心に、一部で有線方式をも設置し設置率が26%から32.6%へ向上した
•・無線式親機は自社設置とし、可能な限り周辺顧客への子機設置を促進した
•・自社でMAPシステムと連携させたため、より効率的な運用を行い緊急情報への迅速な対応が可能と
なった

•・システム普及により遠隔地への対応も含め
た迅速な対応が可能となった
•・余剰時間の有効活用により顧客サービスが
向上した
•・今後、他事業者との無線親機の共同利用を促
進し集中監視システムの普及拡大に努めたい

営業本部LPガス部長を事業責任者とし、当社の
事業拠点である鳥取県鳥取市、倉吉市、米子市を
はじめ島根県も含み広範囲で事業展開した

山陰酸素工業㈱
(鳥取県米子市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 123−

（201562）

インターネット環境を活用した「ガス見える
化システム」による新サービス導入事業

総事業費・ →・ 4.9百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置、クラウドセンター初期費用　1,500千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　3,400千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　現場調査、第1回会議
H27年　8月　第2回会議
H27年　9月　現場調査、機器設置開始
H27年12月　機器設置終了、開通確認
H28年　1月　運用開始
H28年　2月　実績報告書提出

LPガスの需要拡大策として利便性、先進性をアピールするため、インターネット活用による LPガ
スの「見える化」での顧客の使用状況の把握と、実態に合わせた料金提案が必要であり、分計機能
内蔵ガスメータの設置と「新料金メニュー」の採用を行い、競合エネルギーとの差別化を図った。
•・インターネット環境を有する顧客を中心として分計機能内蔵メータ、データ蓄積・伝送機器を設置
•・ガスみえる化サービス導入件数・：・50件

•・ガス使用状況の把握により顧客のライフス
タイルに応じたガス使用量拡販提案が可能
となった。
•・ガスの安全性の認識によりLPガスの需要拡
大を図り、LPガスを生活の中心エネルギー
とする提案を行い、経営基盤強化につなげ
た。

ガス販売部営業チームを本事業の担当部署とし、
石油ガス販売事業者の構造改善に資する事業と
して、競合エネルギーとの差別化を図り経営基盤
強化につなげるとともに系列を超えた波及効果
が見込まれる事業を実施した。

鈴与商事㈱
(静岡県静岡市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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「ガス見える化」施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 125−

（201563）

「お客様ポータルサイト」システムの導入に
よるガス販売事業の合理化、省力化実現とと
もに、地域情報の配信による地域活性化及び
地域事業者との連携強化を図る事業

総事業費・ →・ 10.5百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 周知活動　2,200千円
ロ. 物品購入費・ →・ システムソフト導入等費用　7,600千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 周知用チラシ作成　130千円
ニ．消耗品費・ →・ アンケート謝礼粗品　500千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　システム構築
H27年　8月　顧客訪問、周知・提案
H27年10月　サービス提供開始
H27年12月　顧客アンケート実施
　　　　　　　集約、事業完了
H28年　1月　実績報告書提出

•・自社ホームページ上のお客様ポータルサイトの充実を図り、「お客様検針システム(毎月の検針をお
顧客自身で実施)」を採用し、サイトにアクセスのうえ入力し請求書を出力する。更に営業担当者への
訪問依頼、各種地域情報、行政情報等を掲載し、生活支援としての利便性の高い機会を提供する事で
顧客からの信頼を獲得した
•・ポータルサイトではガス利用料金の確認、顧客検針サービス(顧客自身による検針)、当社担当者への
訪問予約機能、地域情報配信、ガス関連情報配信等を盛り込んだものとした
•・この取組に対する顧客へのアンケートを実施したが、回答から全顧客に向けた画一的なサービスで
はなく世代毎の意識の差から、対面営業を求める世代やインターネットでの提案を求める世代等に
わかれており、双方に適したサービス提供の必要性を認識した

•・エネルギー自由化を前に「LPガスの見える
化」は必要不可欠であり、特にスマートホン
世代に対してはインターネットによる様々
な情報提供を通じて、当社が身近な存在とな
る様務めて行きたい
•・この事業により培ったノウハウを広く公開
し、業界での取組の一助として行きたい

常務取締役を事業推進責任者とし、事業拠点とし
ている奈良県橿原市とその周辺を事業実施場所
として選定し、展開した

㈱髙橋商店
(奈良県橿原市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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1.お客様ポータルサイト案内

2.管理画面　モバイル画面

3.アンケート



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 127−

（201564）

新料金メニューによる需要促進及び料金表
集約化とガス代電子請求・電子決済システム
普及促進事業

総事業費・ →・ 4.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 電子請求・決済センター初期費用　100千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修費用　3,700千円
ハ．印刷・製本等・ →・ 新料金メニュー等周知用チラシ作成　400千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　設置工事着手・ミーティング
H27年12月　通信確認完了
H28年　1月　事業終了
H28年　2月　実績報告書提出

競合エネルギーに対抗し LPガスが選択されるためには、顧客のライフスタイルに応じた料金選択
が必要であり、分計機能内蔵型ガスメータを設置し新たな料金提案を行うとともに、一部顧客に対
し電子メールを利用した請求書配信とコンビニ、クレジットカード等での支払いが可能な「電子請求・
決済システム」を導入し、利便性の向上と業務効率化を図る。
•・ガス使用量の多い、またガス暖房を使用する顧客を中心として戸建住宅100世帯に分計機能内蔵
メータを設置
•・新料金メニューサービス導入件数・：・100件
•・時間帯別・用途別の4タイプ料金プランを提案
•・ガス料金の電子請求・電子決済導入件数・：・10件
•・各サービスの展開にあわせ、促進提案のチラシ・パンフレットを配布

•・顧客自ら料金メニュー選択できることで顧
客満足度が向上し、他エネルギー転換防止を
図った。
•・他エネルギーに対して競争力のある料金メ
ニューでLPガス需要拡大を図り、経営基盤
強化につなげた。

代表取締役を本事業の責任者とし、石油ガス販売
事業者の構造改善に資する事業として、顧客満足
度を高め、競合エネルギーへの転換を防止し経営
基盤強化を図るととともに系列を超えた波及効
果が見込まれる事業を実施

㈲戸田商店
(東京都八王子市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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新料金メニュー施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 129−

（201565）

ガス集中管理システム推進による保安強化・
検針業務効率化、バルク供給管理合理化並び
に見守りサービス促進事業

総事業費・ →・ 13.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,000千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　10,700千円
ハ．印刷・製本等・ →・ 見守りサービス周知用チラシ作成　300千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　設置工事着手・ミーティング
H27年12月　通信確認完了
H28年　1月　事業終了
H28年　2月　実績報告書提出

集合住宅を中心に無線式集中監視システムを導入し、検針業務、請求・督促業務の効率化とともに
残量監視によるバルク供給先を含めた配送管理を行い、業務全体の合理化を図った。また、システ
ム導入先の高齢者世帯に連続不使用警告機能を活用した「見守りサービス」を導入する事で安全・
安心をシステム化し LPガスのイメージ向上も図った。
•・集合住宅を中心にPHS回線と中継器によるオール無線集中監視システムを新規導入
•・集中監視システム導入件数・：・382件
•・集中監視システムの利用による見守りサービス導入件数・：・200件
•・連続不使用警告の機能を内蔵したメータ設置・
•・集合住宅のオーナーや管理会社と連携しながら導入・運用

•・検針業務の効率化、保安の高度化を推進し業
務合理化が図られた。
•・顧客の安否確認・早期対応の体制が整い、地
域貢献、LPガスのイメージアップが図られ
経営基盤強化につながった。

代表取締役を本事業の責任者として、石油ガス販
売事業者の構造改善に資する事業として、顧客満
足度を高め、地域貢献の一助によって顧客信頼性
を向上とLPガスイメージアップを図り経営基盤
強化につなげる事業を実施

㈱キクチ
(栃木県鹿沼市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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集中監視システム施工事例

見守りサービス周知用チラシ



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 131−

（201566）

時間帯・需要帯別「新料金メニュー」によるLPガ
ス料金の透明化、並びに「タブレット無線検針」
による検針業務効率化により、多様化するエネ
ルギーにおけるLPガスの競争力向上、経営基盤
強化と需要拡大、サービス向上を図る事業

総事業費・ →・ 10.5百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　350千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修費用　10,000千円
ハ．印刷・製本等・ →・ 新料金メニュー周知用チラシ作成　150千円

H27年　6月　交付決定
　　　　　　　設置前調査
　　　　　　　周知活動開始　　　　　　　　
H27年　7月　設置前調査
H27年　8月　工事着手
H27年 11月　機器設置・運用テスト
H28年　1月　工事完了
H28年　2月　実績報告書提出

顧客サービスの向上、安全・安心による信頼確保により競合エネルギーから LPガスが選択される
ため顧客の使用状況に応じた新たな料金メニューを採用し、分計機能内蔵ガスメータを設置し推進
するとともに、一部顧客に対してはオートロックマンション等の敷地内立入不可対策のため、無線
検針システムを導入する。
　
•・新料金メニュー導入・：・500件
•・無線検針システム導入・：・80件

•・新料金メニュー導入により顧客満足度を高
められた。
•・タブレット無線検針システム導入により自
動検針不可エリアでの検針作業合理化が図
れた。

社長を本事業の責任者とし、左記事業を実施。

㈱丸片ガス
(岩手県北上市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定
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（201567）

集中管理システムを導入することにより保
安の高度化及び業務合理化を図る事業

総事業費・ →・ 4.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　980千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費、システム導入ソフト改修費用　3,020千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知活動
　　　　　　　合同ミーティング
　　　　　　　設置工事着手
H27年10月　設置工事完了
H27年11月　通信テスト、事業完了
H27年12月　実績報告書提出

•・集中監視システムを導入し、保安業務の高度化、業務合理化による顧客サービスの向上及びLPガス
のイメージアップを図るとともにLPガスの微小漏洩警告が時間差なく把握可能であり異常に対し
迅速な対応と適格な処置を可能とし、保安業務の高度化を図った
•・無線機器のうち親機は取引先設置のものを共同利用しコスト低減化を図り、自社では無線子機並び
に販売業務システムの改修を行った
•・これによりシステムが大幅に普及し、業務合理化と相まって顧客サービスの向上が図れた

•・実施場所市内全域にわたる集中監視システ
ムの設置により、保安業務、検針業務の合理
化が進んだ
•・顧客のLPガスへの理解が進み、安全性と利
便性をPRする事で安定化と需要拡大が望め
る

専務取締役を事業責任者とし、LPガス供給エリ
アである、大分県別府市を事業実施場所として選
定し推進した

永光ガス㈱
(大分県別府市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 135−

（201568）

豪雪地域のガス需要拡大へ、新料金メニュー
導入事業＆ガス料金支払い方法の多様化に
対応、電子請求・電子決済eガスチケット導
入事業

総事業費・ →・ 13.0百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 1,240千円
ロ．外 注 費・ →・ eガスセンター初期費用　130千円
ハ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修費用　11,370千円
ニ．印刷・製本費・ →・ 新料金サービス等周知用チラシ作成　300千円

H27年　6月　交付決定
　　　　　　　設置前調査
　　　　　　　周知活動開始
H27年　7月　設置前調査、発注
H27年　8月　設置工事着手
H27年 11月　機器設置、運用テスト
H28年　1月　工事完了
H28年　2月　実績報告書提出

エネルギー間競争に LPガスが選択されるため、顧客の使用状況に基づいた料金プランの導入が求
められており、時間帯別、用途別に使用量が分計可能なガスメータを設置し顧客満足度の向上に努
めるべく「新料金メニュー」を展開する。なお、一部顧客に対してはインターネットを利用した「電
子請求・決済システム」を導入し一層の利便性を図る。
　
•・新料金メニュー導入・：・600件
•・電子請求･電子決済・導入・：・20件

•・新料金メニュー導入しお得なLPガス料金を
提供した事で顧客満足度を高めた。
•・電子請求・電子決済でペーパーレスを促進
し、紙の減少および配達時の燃料削減に寄与
した。

本社営業企画課・課長を本事業の責任者とし、左
記事業を実施

タプロス㈱
(秋田県秋田市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 137−

（201569）

新料金メニュー活用によるお客様サービス
向上と料金統合の準備事業

総事業費・ →・ 4.2百万円

＜内　訳＞
イ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修費用　3,500千円
ロ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー周知用パンフレット作成　100千円
ハ. HP等広報費・ →・ HP改修費用　600千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　ミーティング
H27年　8月　ソフト改修
H27年　9月　事前調査・周知活動
H27年 10月　設置着手
H28年　1月　開通テスト・HP掲載
H28年　2月　実績報告書提出

電力、都市ガスの料金自由化に向け、顧客に対するサービス向上を目的とし LPガスの時間帯別使
用量の常時把握が可能な分計機能内蔵型ガスメータを設置し、電力の時間帯別料金に対抗する「ガ
ス料金メニュー」を提供する事で顧客満足度を充足し、一層の需要促進を図った。
•・新料金メニューサービス導入件数・：・60件
•・戸建住宅60世帯に分計機能内蔵メータを設置
•・時間帯別・用途別の4タイプ料金プランを提案
•・ハンディーターミナルに分計された検針データを管理システム取込むシステム改修
•・パンフレット配布、HP掲載により新料金メニュー普及活動

•・割引額が表示され顧客の満足度向上が図ら
れて給湯・暖房のガス増販売促進効果が望め
る状況となった。
•・顧客がガス使用の内訳を確認でき、先進的なイ
メージを持つことでLPガスの良さを広めた。
•・検針結果データの処理を新料金メニュー対応
のシステム化により業務効率化が図られた。

営業課を本事業の担当部署として、新料金メ
ニューを導入し料金透明化も推進することで、顧
客満足度を高めて需要促進を図る事業を実施

伊勢崎液化㈱
(群馬県伊勢崎市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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新料金メニュー施工事例

ホームページ掲載

ガス使用量お知らせ



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 139−

（201570）

新料金メニューによるLPガス料金の透明
化と需要拡大、電子請求・電子決済、CTIシ
ステムに対応したシステム構築により顧客
ニーズに対応した経営基盤強化と回収業務
の効率化を図る事業

総事業費・ →・ 7.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費　700千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修費　6,200千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー等周知用パンフレット作成　230千円

H27年　6月　交付決定
　　　　　　　設置前調査
　　　　　　　周知活動開始
H27年　7月　設置前調査、発注
H27年　8月　設置工事着手
H27年　9月　機器設置
H27年 11月　機器設置・運用テスト
H28年　1月　工事完了
H28年　2月　実績報告書提出

多様化する顧客からの要望に対応すべく、LPガス使用量の分計が可能なガスメータの設置による「新
料金メニュー」の展開、インターネットを活用した「電子請求・決済システム」の採用及び、顧客
からの電話対応への即応性を可能とする「CTI システム」の導入を行い、業務全般を顧客指向としサー
ビス向上に努め経営基盤の強化を図る。
　
•・新料金メニュー導入・：・200件
•・電子請求・電子決済・導入・：・20件
•・CTI装置導入・：・1式

•・新料金メニュー導入しお得なLPガ料金を提
供した事で顧客満足度を高めた。
•・電子請求・電子決済でペーパーレスを促進
し、紙の減少および配達時の燃料削減に寄与
した。
•・CTI導入でお客様からの問合せに迅速かつ正
確な電話対応とサービス向上が図れた。

経営管理部担当を本事業の責任者とし、左記事業
を実施

㈱山内儀助商店
(秋田県湯沢市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 141−

（201571）

家庭向けLPガスミニ情報誌「あったかさわ
やかクラブ」発行事業、ホームページ改定に
よる安全・安心PR事業、高齢者向け注意喚
起チラシ発行事業

総事業費・ →・ 4.1百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ ミニ情報誌、チラシ企画費　380千円
ロ．印刷・製本費・ →・ ミニ情報誌、チラシ作成費　2,200千円
ハ. 通信運搬費・ →・ チラシ郵送費等　・70千円
ニ. HP広報費・ →・ HP改修費　1,450千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業内容検討
H27年　8月　事業開始
H27年10月　ホームページ改正
H27年12月　高齢者向けチラシ発行
H28年　1月　ミニ情報誌発行
H28年　2月　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出

•・地域内LPガス利用者への広報事業として、LPガス情報誌の発行、ホームページ内容の見直し、並び
に高齢者向け注意喚起チラシを作成・配布する事で、暮らしに便利なLPガス、災害に強いLPガスを
周知し認知度向上と会員事業者の経営基盤強化をバックアップした
•・LPガス情報誌「あったかさわやかクラブ」を5万部作成し、販売事業者を経由して地域内LPガス
ユーザーへ配布した
•・ホームページに一般ユーザーからの問い合わせが多いLPガス料金について掲載するとともに、
Q&Aページも掲載しイメージアップを図った
•・ユーザーの誤操作によるガス事故の未然防止を目的として、防止チェックポイントを掲載した高齢
者向けチラシを作成し、販売事業者経由で配布した

•・ミニ情報誌等の発行により、会員販売事業者
が有効活用し、LPガス顧客をはじめ関連事
業者にLPガスへの理解促進と信頼度向上に
向けた取組みを支援する事が目的であり、そ
の結果としてLPガスの需要拡大と販売事業
者の経営安定化が図れる

専務理事を事業責任者とし、常任理事会または理
事会で審議のうえ推進

(一社)愛知県LPガス協会
(愛知県名古屋市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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1.ミニ情報誌

2.ホームページ

3.高齢者向けチラシ



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 143−

（201572）

震災復興支援、被災地のガス需要拡大へ、新
料金メニュー導入及び集中監視システム推
進事業

総事業費・ →・ 11.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,560千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　8,380千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー等周知用パンフレット作成　200千円

H27年　6月　交付決定
　　　　　　　設置前調査
　　　　　　　周知活動開始
H27年　7月　設置前調査、発注
H27年　8月　設置工事着手
H27年11月　機器設置、運用テスト
H28年　1月　工事完了
H28年　2月　実績報告書提出

無線式集中監視システムの設置拡大により、業務の合理化、効率化を図るとともに、今後のエネル
ギー間競争に LPガスが継続して選択されるため、使用量を時間帯別、用途別に分計可能なガスメー
タを設置し、透明性のある新たな料金体系を構築し提供する事が不可欠であり顧客満足度向上の条
件として捉え、積極的に推進。
　
•・新料金メニュー導入・：・250件

•・従来、お客様の固定回線で集中監視をしてい
たが、今回、親機共同利用方式による集中監
視システム導入で安定した通信環境のもと、
検針・保安業務の合理化が図れた。
•・お客様が自ら得と思われるプランを選択で
きる新料金メニューにより、顧客満足度を高
めた。

専務取締役を本事業の責任者とし、左記事業を
実施

上西産業㈱
(宮城県白石市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 145−

（201573）

顧客競争の激化する首都圏にて集合・戸建住
宅のガス集中監視システム普及による保安
対応の迅速化と検針業務効率にて顧客満足
向上を図る事業

総事業費・ →・ 16.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　13,100千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
H27年　8月　ミーティング
H27年　9月　機器設置・運用検証開始
H27年12月　設置完了・開通確認
H28年　1月　事業終了
H28年　2月　実績報告書提出

集合住宅に対し無線式集中監視システムを拡大設置し、保安業務の高度化と検針業務の合理化を
図るとともに、削減時間を顧客訪問等に振替える事により営業力を強化し一層のサービス向上に
努める。
•・集合住宅を中心にPHS回線と中継器によるオール無線集中監視システムを拡充導入
•・集中監視システム導入数・：・730件

•・集中監視システムの拡充により顧客の安全
確保・保安高度化及び検針業務・配送業務効
率化を促進して、コスト削減を図り経営基盤
の強化につなげられた。
•・顧客競争の激化する首都圏にて集中監視シ
ステム拡充により顧客満足度の向上を図る
ことで経営安定化に資することができた。

エネルギー部ガス課を本事業の担当部署とし、石
油ガス販売事業者の構造改善に資する事業とし
て、検針業務効率化と保安の高度化推進によって
経営基盤強化を図る事業を実施

㈱神奈中商事
(神奈川県平塚市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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集中監視システム施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 147−

（201574）

首都圏におけるエネルギー多様化による大
競争時代を勝ち抜く為の新料金メニューに
よるガス需要促進と料金表集約化事業

総事業費・ →・ 8.8百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費　1,200千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修費　7,100千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー導入周知用チラシ作製　300千円
ニ. HP等広報費・ →・ HP改修費　200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　設置工事着手・ミーティング
H27年11月　設置完了
H28年　1月　運用確認
H28年　2月　実績報告書提出

競合エネルギー対策及び LPガスのイメージアップ策として、多使用世帯、暖房使用世帯を中心に
使用量が分計可能なガスメータを設置し、新たな料金メニューの基準となる標準料金を作成、提供
するとともに、今後の展開を睨み現状の料金体系を集約化し、顧客満足度の向上を図り他エネルギー
への転換防止を図った。
•・新料金メニューサービス導入件数・：・300件
•・戸建住宅・集合住宅300世帯に分計機能内蔵メータを設置
•・時間帯別・用途別の2タイプ料金プランを提案・
•・パンフレット配布、HP掲載により新料金メニュー普及活動

•・新料金メニューサービス提供により料金透
明化を推進し、信頼性・顧客満足度向上及び
LPガスのイメージアップを図り、経営基盤
強化に資することができた。

代表取締役を本事業の責任者として、定期的に事
業進捗確認・検証とミーティングを重ねながら事
業を実施

熊谷商事㈱
(神奈川県横浜市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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新料金メニューサービス施工事例

HP掲載



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 149−

（201575）

新料金メニューによる需要促進及び料金集
約化と検針業務効率化の為の無線検針シス
テム導入事業

総事業費・ →・ 4.5百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　400千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修費用　3,800千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー導入周知パンフレット作成・　300千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　設置工事着手
H27年11月　通信確認
H27年12月　通信確認
H28年　1月　実績報告書提出

顧客の生活リズムに応じた料金プランの提示と、顧客自らが選択出来る仕組みを構築すべく、LPガ
ス使用量の分計可能なガスメータの設置により時間帯別、用途別の利用料金体系を構築し提供する
ことで需要拡大と顧客満足度の充足を図るとともに、セキュリテイ強化により敷地内立入が困難で
あった顧客先に無線検針システムを導入し業務効率化を図った。
•・新料金メニューサービス導入件数・：・90件
•・戸建住宅・集合住宅90世帯に分計機能内蔵メータを設置
•・時間帯別・用途別の2タイプ料金プランを提案
•・タブレット型無線検針システムの導入件数・：・10件
•・セキュリティ強化により検針困難な顧客対応として、ハンディ無線検針用機器を整備し、無線検針を実施
•・各サービス・システムの導入に伴い管理システム改修
•・パンフレット配布により新料金メニュー普及活動

•・検針時間の短縮等、業務効率化により顧客へ
のサービス提供能力強化、営業力強化の体制
構築に資することができた。
•・新料金メニューサービス提供により顧客満
足度を向上させ、LPガスのイメージアップ
を図りLPガス需要促進につなげた。

代表取締役を本事業の責任者とし、石油ガス販売
事業者の構造改善に資する事業として、業務効率
化及び顧客サービスの向上により経営基盤強化
を図る事業を実施

㈲中村屋木下商店
(東京都八王子市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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新料金メニューサービス施工事例

新料金メニュー提案チラシ タブレット無線検針用機器



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 151−

（201576）

エネルギー自由化に備え、時間帯・用途別に
計測することによるLPガス需要拡大と料金
透明化を見据えた新料金メニュー導入促進
事業

総事業費・ →・ 4.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　700千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入費用　3,300千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー提案用チラシ作成　200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　ミーティング
H27年11月　設置工事・ミーティング
H27年12月　設置完了
H28年　1月　運用確認
H28年　2月　実績報告書提出

今後到来する電力、都市ガスの小売自由化に備え LPガスが継続して選択されるエネルギーとして
存在するためには、料金体系の透明化が不可欠であると捉え、顧客の使用実態に合せ使用量の分計
により選択可能な料金体系をガスメータの設置とともに構築する事が必要であり、戸建顧客を中心
に積極的に推進した。
•・新料金メニューサービス導入件数・：・180件
•・戸建・集合180世帯に分計機能内蔵メータを設置
•・時間帯別・用途別の2タイプ料金プランを提案
•・新料金メニュー提案用チラシ配布

•・新料金メニューサービス提供により料金透
明化を推進し、信頼性・顧客満足度向上及び
LPガスのイメージを高めて経営基盤強化に
つなげることができた。

統括本部を本事業の担当部署とし、競合エネル
ギー対抗として、料金透明化を確保し顧客の信頼
性・満足度向上により経営基盤強化を図る事業を
実施

㈱大塚油司
(東京都小平市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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新料金メニューサービス施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 153−

（201577）

ガス使用量並びに時間帯需要実態に対応す
るLPガス需要促進型新料金メニュー導入並
びに検針業務効率化の無線検針システム導
入事業

総事業費・ →・ 8.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　700千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修費用　7,300千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー提案用チラシ作成　200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　ミーティング
H27年　9月　設置工事・ミーティング
H27年12月　運用確認
H28年　1月　事業終了
H28年　2月　実績報告書提出

エネルギー間競争が激化するなか顧客から LPガスが選択されるため、新たな料金体系による顧客
自らの料金選択が可能な「新料金メニュー」の構築が必要であり、LPガス使用量の分計機能内蔵型
のガスメータを設置し展開することとし、併せて検針値の正確性と業務効率化を目的とし無線式検
針システムを導入し、経営基盤の強化を図るった。
•・新料金メニューサービス導入件数・：・100件
•・戸建住宅・集合住宅100世帯に分計機能内蔵メータを設置
•・時間帯別・用途別の4タイプ料金プランを提案
•・タブレット型無線検針システムの導入件数・：・100件
•・セキュリティ強化により検針困難な顧客対応として、ハンディ無線検針用機器を整備し、無線検針を実施
•・各サービス・システムの導入に伴い管理システム改修
•・新料金メニュー提案用チラシを配布

•・検針時間の短縮や検針値の見間違い防止等、
業務効率化を推進することができた。
•・新料金メニューサービス提供により顧客満
足度を向上させ、LPガスのイメージアップ
を図りLPガス需要促進につなげた。

ガスソリューション事業部関東支社営業二部
リーダを本事業の責任者として、顧客満足度の向
上と業務効率化により経営基盤強化を図る事業
を実施

東横化学㈱
(神奈川県川崎市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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新料金メニューサービス施工事例

タブレット型無線検針システム用機器



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 155−

（201578）

料金透明化に基づく時間帯・需要帯別に応じ
たLPガス新料金メニュー導入ならびにタブ
レット型無線検針システムを活用した検針
効率化推進事業

総事業費・ →・ 6.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入・ソフト改修費用　5,000千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー提案周知用チラシ作成　200千円
ニ. HP等広報費・ →・ HP改修費　100千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　設置工事開始・ミーティング
H27年12月　設置終了完了
H27年12月　運用確認
H28年　1月　運用確認・事業終了
H28年　2月　実績報告書提出

電力等の他エネルギーとの競争において顧客が LPガスを選択するためには、新たな料金体系によ
り顧客のライフスタイルに合わせ選択可能なものが求められており、使用量が分計可能なガスメー
タの設置により「新料金メニュー」の提供を行い顧客満足度の充足を図るとともに、業務効率化の
ための無線検針システムを導入しサービス向上を実践する。
•・新料金メニューサービス導入件数・：・150件
•・戸建住宅・集合住宅150世帯に分計機能内蔵メータを設置
•・時間帯別・用途別の2タイプ料金プランを提案
•・タブレット型無線検針システムの導入件数・：・150件
•・セキュリティ強化により検針困難な顧客対応として、ハンディ無線検針用機器を整備し、無線検針を実施
•・各サービス・システムの導入に伴い管理システム改修
•・新料金メニューサービス普及用にチラシ作成、HP掲載

•・新料金メニューサービス提供により、顧客か
らの信頼性を高め、また顧客満足度向上を実
現。併せてLPガスのイメージアップを図り
経営基盤強化につなげることができた。

総務課を本事業の担当部署として、ガス販売事業
者の構造改善に資する事業として、料金透明化を
確保し顧客の信頼性・満足度向上により経営基盤
強化を図る事業実施

八日市場瓦斯㈱
(千葉県匝瑳市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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新料金メニューサービス施工事例

新料金メニューチラシ

タブレット型無線検針システム機器



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 157−

（201579）

LPガス料金の透明性とガス需要拡大のため
の新料金メニュー導入事業

総事業費・ →・ 6.4百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　1,200千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器、料金ソフト購入費用　4,800千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー提案用チラシ作成　400千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　ミーティング
H27年　9月　設置工事開始・ミーティング
H27年11月　設置完了
H27年12月　運用確認
H28年　1月　運用確認・事業終了
H28年　2月　実績報告書提出

今後到来するエネルギーシステム改革において LPガスが継続して選択を得るため、従来の月間使
用量のみではなく、顧客毎に時間帯、用途別の料金を設定し選択可能とした新たな料金システムが
必要であり、使用量の分計可能なガスメータを多使用顧客を中心に設置し展開する事で他エネルギー
への転換防止を図った。
•・新料金メニューサービス導入件数・：・300件
•・戸建住宅・集合住宅300世帯に分計機能内蔵メータを設置
•・時間帯別・用途別の2タイプ料金プランを提案
•・新料金メニュー提案用チラシを配布

•・新料金メニューサービス提供により料金透
明化を推進し、信頼性を高め、顧客自らメ
ニュー選択による満足度向上を実現。併せて
LPガスのイメージを高めて経営基盤強化に
つなげることができた

常務取締役を本事業の責任者とし、石油ガス販売
事業者の構造改善に資する事業として、料金透明
化を確保し顧客の信頼性・満足度向上により経営
基盤強化を図る事業を実施

㈱トーセキ
(東京都足立区) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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新料金メニューサービス施工事例

新料金メニューチラシ



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 159−

（201580）

タブレット型無線検針システムを活用した
難検針地域及び密集地域への検針効率化推
進事業

総事業費・ →・ 5.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　800千円
ロ. 物品購入費・ →・ 各種機器購入・ソフト改修費用　・4,200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　設置工事開始・ミーティング
H27年11月　設置完了
H27年12月　運用確認
H28年　1月　運用確認・事業終了
H28年　2月　実績報告書提出

集中監視システムの設置が困難である顧客を対象とし、タブレット型無線検針システムを導入し、
検針業務の負荷軽減と効率化を図るとともに得られた保安情報による保安業務の強化を図る。
•・既存運用しているテレメシステムの拡充が困難(電話回線がない、外観上拒否、セキュリティ上困難)
な戸建て及び集合住宅エリアを対象に導入。
•・タブレット無線検針導入数・：・200件
•・検針移動・検針時間の短縮、マイコンガスメータの保安情報取得により検針業務・保安業務の効率化
及び保安情報の確実な取得の実現

•・検針に係る移動時間の短縮、時間の削減等業
務効率化により顧客へのサービス提供能力
強化、営業強化の社内体制構築に資すること
ができた。
•・正確・確実な保安情報の記録に基づく対応に
より顧客との信頼関係向上が図られ、経営基
盤強化につながった。

代表取締役を本事業の責任者とし、石油ガス販売
事業者の構造改善に資する事業として、検針業務
の効率化、保安高度化の推進により経営基盤強化
を図る事業を実施

㈱内田商店
(東京都板橋区) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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タブレット型無線検針システム施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 161−

ガス分計カウンター内蔵メータを使用し
た、ガス需要促進する為のLPガス新料金メ
ニュー構築と料金表集約化事業

総事業費・ →・ 4.3百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　600千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修費用　3,700千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　キックオフミーティング
H27年　8月　ミーティング
H27年10月　設置工事開始・ミーティング
H27年11月　設置完了
H27年12月　運用確認
H28年　1月　運用確認・事業終
H28年　2月　実績報告書提出

LPガスのイメージアップ及び他エネルギーへの転換防止を目的とし、使用量を時間帯別、用途別に
分計可能なガスメータを設置し新たな料金メニューを構築し、顧客の使用実態に合わせ選択可能な
ものとし、多使用先、暖房使用先を中心に展開した。
•・新料金メニューサービス導入件数・：・50件
•・戸建住宅50世帯に分計機能内蔵メータを設置
•・既設集中監視システムを活用した検針データ取得
•・新料金メニューサービス導入に伴い管理システムを改修

•・新料金メニューサービス提供により料金透
明化を推進し、信頼性・顧客満足度向上及び
LPガスのイメージを高めて経営基盤強化に
つなげることができた。

代表取締役を本事業の責任者として、統括本部を
本事業の担当部署とし、競合エネルギー対抗とし
て、料金透明化を確保し顧客の信頼性・満足度向
上により経営基盤強化を図る事業を実

㈱加藤テック
(東京都八王子市) ー

（201581）



<事業実施内容の紹介資料>
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新料金メニューサービス施工事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 163−

タブレット型無線検針システムを活用した、
業務効率化・経営基盤強化事業

総事業費・ →・ 5.1百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 新料金メニューサービス招請活動　1,000千円
ロ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　700千円
ハ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　3,400千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　設置前調査
H27年　8月　実施計画検討
H27年 10月　機器発注
H27年 11月　工事着工、通信テスト
H27年 12月　第一回検針
H28年　1月　第二回検針、PR検討
H28年　2月　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出

•・オートロックマンションやガスメータの設置場所により検針作業に支障のある顧客先を対象として
無線式検針システムを導入し、負荷の軽減と効率化を図り併せて流量により個別積算が可能なガス
メータを設置し、顧客の使用実態に合わせた新たな料金メニューを提案する事によりLPガスの需要
を喚起し経営基盤の強化を行った
•・エリア内顧客のうち、ガスメータに近づく事に支障のある顧客約100軒に対　し無線端末と個別積
算機能付超音波ガスメータを設置し実施した
•・検針は対象先顧客をグループ化し、グループ別の定日時検針情報をタブレット無線機により収集し
行った
•・検針値は個別積算により用途別使用量を分析し、新たな提案を行った

•・システム導入により、検針業務の安全化と効
率化が図れ、労働軽減となった
•・個別積算機能の活用による燃焼機器の買い
替え等の販売促進にも繋がりLPガス単位使
用量の増加に寄与した
•・労働軽減と業績向上に結び付くため、今後地
域事業者に成果を公表し、経営基盤強化の一
助としたい

専務取締役を責任者とし、事業拠点としている大
阪府高槻市を事業実施場所として選定し、推進し
た

上中産業㈱
(大阪府高槻市) ー

（201582）



<事業実施内容の紹介資料>
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1.顧客配布チラシ

2.設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 165−

ガス分計カウンターを利用した時間帯・用途
別の新たな料金メニューによるガス需要拡
大推進事業

総事業費・ →・ 8.7百万円

＜内　訳＞
イ．人 件 費・ →・ 顧客周知、機器設置　1,900千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト導入費用　6,650千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新料金メニュー導入周知用パンフレット作成　150千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　合同ミーティング
H27年　8月　システム改修
H27年　9月　設置前調査
H27年11月　設置工事着手
H28年　1月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト、事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・既設集中監視システム設置先を中心にLPガス使用量の分計が可能な機器を設置し、顧客のライフスタ
イルに合わせた新料金メニューの適用により、顧客満足度の向上と優良顧客との取引継続を図った
•・また、集中監視システム未設置先顧客に対しては、ハンディーターミナルを用いた現場検針（ジャッ
ク検針）での対応とする。
•・新料金メニューは販売管理システムを改修し、優良顧客200軒を対象として実施した
•・顧客の使用実態の合わせて、選択可能な料金体系とする事で満足度向上と使用量の把握による経済
性が訴求され、競合エネルギー対策へも繋がった

•・新料金メニューの導入により、自分で選べる
料金プランでありガス暖房、ガス給湯使用顧
客の料金に対する「お得感」を伝える事が出
来た
•・LPガスの需要拡大に苦慮する事業者にとっ
て、顧客満足の要であるガス料金に新しい施
策を導入する事で、需要拡大を図る一方法と
して参考にしていただければと思う

常務取締役管理部長を事業責任者とし、事業拠点
としている兵庫県豊岡市を実施場所に選定のう
え推進した

但馬米穀㈱
(兵庫県豊岡市) ー

（201583）



<事業実施内容の紹介資料>
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1.新料金メニュー・パンフレット

2.設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 167−

中継無線型集中監視を活用した保安高度化・
検針業務効率化推進事業

総事業費・ →・ 5.1百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　390千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　4,660千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 周知用チラシ作成　50千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、機器等納入
H27年　8月　周知活動開始
H27年　9月　設置前調査
H27年 10月　設置工事開始
H27年12月　設置工事完了
　　　　　　　運用テスト
H28年　2月　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出

•・中継型無線による集中監視システムを拡大設置し、検針業務の効率化と、ガスメータからの情報取得
による保安業務の充実化を図り、顧客からの信頼性向上による経営基盤の強化を推進した
•・PHS回線を利用した中継型システムの設置により、設置率が31.4%から42.3%へと向上し、保安
業務の高度化が進み併せて検針業務の合理化も進んだ
•・推進に当たっては、集中監視システムの説明用チラシを作成し顧客訪問を繰り返し、了解のもと設置
を行った

•・顧客への周知訪問活動を通じて、LPガスに
関する説明を行った事により、安全・安心な
エネルギーである事の再認識がされ、システ
ムの設置を歓迎されるケースが多かった
•・集中監視システムが顧客を24時間連続して
見守っている事で、当社の信頼性向上に大き
く結びつく事となった

代表取締役を事業責任者とし、事業拠点としてい
る奈良県御所市周辺地域を実施場所に選定のう
え推進した

西川燃料㈱
(奈良県御所市) ー

（201584）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 169−

料金透明化による顧客満足度向上を図る「新
料金メニュー」・「ガス見える化システム」導
入事業

総事業費・ →・ 4.4百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事、クラウドセンタ初期費用　　270千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　　4,130千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知訪問
　　　　　　　設置前調査
H27年　8月～10月　機器設置
H27年11月～12月　運用検証
H28年　1月　運用テスト、事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・給湯、暖房需要の普及、優良顧客の満足度向上を目的として、LPガス使用量の分計が可能なガスメー
タを設置し、顧客の選択可能な新たな利用料金体系を提供する事で熱源として優れたLPガスを訴求
するとともに、一部顧客に対しインターネツトを利用した「見える化システム」を導入し、LPガスの
先進性をも訴求した
•・該当顧客に電子式ガスメータを設置し使用実態に沿った料金体系とする事で優良顧客に対する需要
拡大と安定化が図れた
•・一部顧客に対し「LPガス見える化」システムを導入し、スマートホンやタブレット端末から使用状況
の把握やガスメータ操作が可能な事を説明し、LPガスの先進性も訴えた
•・高齢化社会を背景に、新料金メニューによる給湯、暖房用需要の開拓を進めて行く

•・新料金システム導入により給湯の捻転16件
を含む給湯・暖房需要の開拓が出来た
•・同時に「確かに安くなっていますね」といっ
た声も聞かれ前年比の使用量が増加しても
苦情は無く、顧客満足度が確実に向上した

二豊ガス㈱専務取締役を事業責任者とし、共同申
請者各社とともに事業拠点である大分県豊後高
田市、玖珠郡を実施場所に選定のうえ推進した

二豊ガス㈱
(大分県豊後高田市)

㈱豊和　㈲在永商店
マルイ産業㈱

（201585）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 171−

情報表示端末を活用した「ガスの見える化」
による新サービス導入事業

総事業費・ →・ 5.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事、クラウドセンタ初期費用　1,740千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　3,280千円
ハ．印刷・製本費・ →・ 新サービス導入周知用パンフレット作成　180千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始　全体ミーティング
H27年　8月　周知訪問活動
H27年　9月　機器設置工事開始
H27年10月　中間ミーティング
H27年11月～12月　機器設置
　　　　　　　運用検証
H28年　1月　開通テスト、事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・インターネットを活用したLPガスの「見える化システム」を導入し、顧客宅に設置したタブレットよ
りLPガスの使用状況や目安料金、ガスメータ情報等を分かり易く表示する事で経済性やイメージ
アップを図るとともに、顧客のライフスタイルに合わせた新たな料金体系の提案に繋げた
•・戸建住宅顧客50軒を対象とし、分計機能付ガスメータ並びにインターネット接続機器を設置し環境
構築のうえタフレット端末を配付し「見える化」システムを構築した
•・「見える化」により顧客の使用実態に合わせた料金体系とし、常時状況が把握可能とする事で、需要拡
大を図った

•・インターネット環境を利用した「見える化」
は通報毎の課金の無いシステムでありメ
リットを追求した活用で顧客サービスの向
上が図れた
•・各顧客にインターネット環境が整備されて
いる訳では無いため、設置先も限定されるが
今後益々増加する事となり、サービスの普及
に努めていきたい

取締役営業部長を事業責任者とし、LPガス供給
エリアである長崎県長崎市を中心とし、事業展開
をした

㈱チョープロ
(長崎県長与町) ー

（201586）



<事業実施内容の紹介資料>

− 172−

設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 173−

（201587）

無線集中監視端末による「集中監視」と「見守
りサービス」「電子請求・電子決済」システム
構築事業

総事業費・ →・ 14.0百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　3,190千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、サービス対応ソフト改修費用　10,600千円
ハ．印刷・製本費・ →・ サービス周知用チラシ作成　210千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、周知訪問
H27年　8月～10月　機器設置
H27年11月～12月　運用検証
H28年　1月　開通テスト
　　　　　　　事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・集合住宅及び戸建の密集したエリアの顧客を対象として無線式集中監視システムを導入し、検針業
務の効率化、ガスメータ遮断等の緊急情報への体制整備等を含めた保安業務の充実を図った
•・一部顧客に対しては「電子請求・決済システム」、高齢者世帯には「見守りサービス」を提供し、一層の
利便性向上を図った
•・PHS回線を利用した広域型と普及型無線方式を利用してシステムを構築し、未導入であったシステ
ムを16.4%の普及とした　

•・電子請求・決済システムは支払い方法が顧客
の選択となるため、自身の都合により行える
事から、支払い機会の損失が軽減し満足度が
向上した
•・見守りサービスは既存マイコンSの機能を使
用しており、登録先親族への通報がされる事
から歓迎を受けた
•・様々なサービスメニューを揃え、顧客の要望
に対応させて行く事が肝要であると思われる

ガス部営業担当者を事業責任者とし、事業拠点と
している佐賀県佐賀市を中心としたエリアを事
業実施場所として選定のうえ推進した

田島興産㈱
(佐賀県佐賀市) ー



<事業実施内容の紹介資料>
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1.集中監視システムパンフレット

2.設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 175−

集中監視システム設置台数を増やすことに
より、安定供給を図る事業

総事業費・ →・ 8.8百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　2,120千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　6,680千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　設置工事着手
H28年　1月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト、事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・集中監視システムの拡大設置により、保安体制の充実を図り顧客の異常の早期発見へと繋げるとと
もに、残量情報の取得による予測配送から実質配送への切替による配送業務の効率化を行う事で、顧
客への安定供給を図った
•・無線式集中監視システムの設置により23%であった普及率を27%まで拡大した
•・従来の予測配送システムが顧客のライフスタイルの変化に伴い予測の想定外となるケースが発生し
ていたため、実質的な使用量による配送システムを集中監視システムにより実現させ、併せて保安情
報の取得による監視体制も強化された

•・適切な配送サイクルにより、残ガスの減少、
配送ルートの合理化等多くの合理化効果が
生まれた
•・特に配送担当者の効率が上がり、配送業務の
効率化と労働環境の改善にも寄与した
•・顧客に対する安定供給が図れた事がサービ
ス向上に結び付く事となる

工務グループ課長を事業責任者とし、事業拠点と
している岡山県岡山市をはじめ倉敷市、浅口市を
事業実施場所として選定のうえ推進した

岡山ガスエネルギー㈱
(岡山県岡山市) ー

（201588）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 177−

集中監視システムの導入により、業務合理化
及び保安体制の高度化による経営基盤の強
化に繋げる事業

総事業費・ →・ 38.9百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　7,540千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入費用　31,360千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始、設置前調査
　　　　　　　合同ミーティング
H27年　9月　設置工事着手
H28年　1月　設置工事完了
　　　　　　　開通テスト、事業完了
H28年　2月　実績報告書提出

•・集中監視システムの拡大設置により、検針業務、配送業務の合理化と顧客の終日監視による高度な保
安体制を確立することにより顧客満足度の向上を図り、経営基盤の強化を目指した
•・システムは大半を無線式とし、一部に有線式を採用し設置率は5.8%であったものが8%までアッ
プした
•・システム設置と併せパンフレットを配布し説明を行い、顧客の理解を求めた
•・検針業務の合理化はもとより、配送業務の実測配送化による効率アップが顕著で、コスト削減に大き
く貢献している

•・顧客に対する説明により、集中監視システム
が終日の監視体制である事を説明し、充実し
た保安体制の確立を歓迎する旨の発言がさ
れた
•・システム設置により未設置の事業者と比較し、
差別化が図られ経営基盤の強化に繋がった

管理部担当部長を事業責任者とし、事業拠点であ
る山口県岩国市、萩市、岡山県岡山市を実施場所
として選定のうえ推進した

イワタニ山陽㈱
(広島県広島市) ー

（201589）



<事業実施内容の紹介資料>
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設置事例

1. 無線式

2. 有線式



補助事業者

事 業 名 推進体制

事業概要

事業規模

実施計画 効 果

共同申請者

ー石油ガス販売事業者構造改善支援事業ー
6月26日交付決定

− 179−

バルク配送管理システム導入によるバルク
配送合理化事業

総事業費・ →・ 21.2百万円

＜内　訳＞
イ．外 注 費・ →・ 機器設置工事費用　3,000千円
ロ. 物品購入費・ →・ 機器購入、システム導入費用　18,200千円

H27年　6月　交付決定
H27年　7月　事業開始
　　　　　　　ミーティング
H27年　8月　設置前現場調査
H27年　9月～H28年　1月　
　　　　　　　機器設置
H28年　2月　機器設置完了、検収
　　　　　　　事業完了
　　　　　　　実績報告書提出

•・バルク供給における配送計画の正確性とバルクローリー配車の効率化を目的とし、現在各貯槽に設
置済の接点式液面計を連続式液面計に交換し、残量管理を毎日行うこととし、貯槽毎の配送計画から
エリア毎の配送計画とし大幅な合理化を進め、経営基盤の強化に繋げた
•・バルク貯槽には信頼度の高い残量計測装置を設置し、毎日残量データの取得を行い配送管理システ
ムに取込む事で信頼度の高い残量管理を実現した
•・具体的には双方向式液面計測装置はポテンション液面計＋バルクレベル変換器または超音波式液面
計のいづれかを選択して設置した
•・双方向通信に必要となる集中監視システムは自社負担にて設置した
•・残量管理が配送担当者等にも閲覧可能な環境とした

•・システム導入により、バルクローリーから
の一回当たりの充填数量が増加し従来と比
較すると配送件数に余裕が生まれ、配送可能
量、配送件数の増加が今後見込める
•・精度の高い配送予測が行える事により、ガス
切れの不安が払拭され競合エネルギーに対
する競争力向上に繋がった

営業企画部部長代理を事業責任者とし、富山県富
山市を中心とした周辺市町のLPガス供給地域を
実施場所として選定のうえ推進した

サカヰ産業㈱
(富山県富山市) ー

（201590）



<事業実施内容の紹介資料>
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1.バルク配達システム

2.設置事例


