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毎月 10日は保安の日 

 当協会では、公益社団法人への移行に伴い、一般消費者に向け

た内容に対応するため、協会ホームページを全面リニューアルし

ました。また、これまではスマートフォンで協会ホームページを

見る際、パソコン用の画面が表示されてしまい、文字が小さく見

づらいため、画面を拡大しなければなりませんでした。現在スマ

ートフォンでホームページを閲覧することが多く、不特定多数の

消費者がお手持ちのスマートフォンで簡単に協会ホームページ

を閲覧できるようにするため、スマートフォンに適したサイズへ

対応を行いました。 

協会ホームページが見やすく又会員の方にも使いやすいもの

へリニューアルしましたので、最新情報は協会ホームページから

ご確認ください。 
 また、協会ホームページの全面リニューアルに合わせて、当

協会で取り扱う商品を充実させました。 

特に、会員の皆様の事業継続に役立てられるよう、ＬＰガス

以外の灯油やリフォーム、家電等に対応した販促ツールを商品

として追加しました。 

なお、今後も会員の皆様の業務をサポートするため、新型コ

ロナウイルス対策商品も扱う予定ですので、ぜひご活用下さい。 

 
  

  

 

 協会ホームページの全面リニューアルに伴い、従来からの帳票

類などに加え、その他の業務にも役立つサービスについて、ビジ

ネスツール販売サイトを新設しました。 

これまでは電話やＦＡＸ等でしか注文が行えませんでしたが、

協会ホームページ上での対応を可能としたことで、協会の営業時

間外でも注文が可能としました。これにより会員の皆様は、お好

きな時間で注文ができます。 

 また、取扱商品についても種類を大幅に増やしましたのでぜひ

販売サイトをご活用ください。 

〈ホームページ上での注文の流れ〉 

①欲しい商品を選び、数量を指定して、カートに入れて下さい。 

②カートを選び、「ご注文手続きへ進む」を選択。 

③送付先（名前・連絡先・住所等）を入力し、「次へ」を選択。 

④決済・配送方法を入力し、「次へ」を選択。 

⑤ご注文内容が表示されますので、内容をご確認いただき、問題なければ

「注文内容を確定する」を選択。 

⑥注文完了となりますので、表示される注文番号を控えて下さい。 

⑦ご登録いただいたメールアドレスに「内容確認及び請求書」メールが届

きますので、内容をご確認の上、指定口座への振込みをお願いします。 

⑧入金確認後、商品の発送をもって完了となります。 

協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ を リ ニ ュ ー ア ル ！ ！ 

 

ビ ジ ネ ス ツ ー ル 販 売 サ イ ト を 新 設 ！ ！ 

 
 

➡ ➡ ➡ 

協会ホームページ 
ＱＲコード 

送付先の入力 

（ホームページ上での注文の流れ③） 

注文内容確認 

（ホームページ上での注文の流れ⑤） 

 

決裁・配送方法選択 

（ホームページ上での注文の流れ④） 

 

注文完了 

（ホームページ上での注文の流れ③） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

発       行 
公益社団法人千葉県LPガス協会広報委員会 

〒260-0024  千葉市中央区中央港1-13-1 

TEL 043-246-1725 

FAX  043-243-6781 

E-mail：chibalpg@chibalpg.or.jp 

http://www.chibalpg.or.jp 

毎月 10 日は保安の日 

業界最新情報は協会ＨＰから！  
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お知らせコーナー 千葉県防災危機管理部産業保安課 保安対策室 

 

本県の液化石油ガス保安行政の推進につきましては、日頃から御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 
１ 令和４年度の防災危機管理部産業保安課保安対策室の配置について 

４月１日の人事異動により、防災危機管理部産業保安課保安対策室液化石油ガス担当の職員の交代があり、以下の配置になりまし

たのでお知らせします。 

  保安対策室 

   副課長（兼）保安対策室長 橋口 朝光 

  液化石油ガス担当（担当地区） 

   副主査 作原 直   

   副主査 熊谷 基樹（葛南・東葛飾・印旛管内） 

   副主査 吉川 峻 （香取・海匝・山武管内） 

   副主査 朝稲 香太朗（長生・夷隅・安房・君津管内） 

   主 事 小幡 頌太（千葉・市原管内） 

 

２ 液化石油ガス災害事故防止機器等消費者普及啓発事業について 

液化石油ガス容器の有効な地震・津波対策として、ガス放出防止機器等及びベルト等の二重掛けの設置を推進してきましたが、令 

和３年６月の法令改正により、浸水のおそれのある地域では、ベルト等の二重掛けが義務付けられました。これらの対策は、義務化

されていない地域においても容器の転倒防止対策として有効ですが、住宅の壁に新たに固定する必要があることから一般消費者の理

解を得る必要があり設置が進みにくい状況です。 

そこで、設置促進を図るため、本事業により、一般消費者に対し、二重掛けの法令改正による義務化の周知や、その有効性を啓発 

するパンフレットの作成・配布及び災害防止措置等の普及に係る実態調査を実施します。 

各販売店におかれましては、今後の普及促進への対応に御理解、御協力をお願いします。 

 

３ 令和４年度 液化石油ガスの事故防止に関する消費者保安啓発用ポスターの募集 

  液化石油ガス（LP ガス）による事故をなくし「安全で住みよい千葉県」をつくるためには、ガスの性質、器具の安全な使い方等

の正しい認識をもつことが大切です。 

県では、毎年 10月を「液化石油ガス消費者保安月間」と定め、液化石油ガスの保安に関する各種啓発行事等を行っています。 

  その一環として、県内の小学生・中学生から、消費者保安啓発用ポスターを募集します。 

 

 【応募資格】千葉県内の小学校、中学校、特別支援学校の児童・生徒 

 【締切】令和４年９月初旬 

 【発表】令和４年９月下旬 

   通学している小学校、中学校、特別支援学校を通して、下記まで 

提出していただきます。 

 【提出先】〒２６０-８６６７ 千葉市中央区市場町１番１号 

      千葉県 防災危機管理部 産業保安課 保安対策室 宛 

      電話：０４３-２２３-２７２９ 

 

最優秀賞、優秀賞、優良賞の受賞者については、令和４年１０月開催予定の千葉県高圧ガス保安大会において表彰し、受賞者の中

から希望者の作品を千葉県産業保安課ホームページ上で公開します。 

各販売事業者におかれましては、児童・生徒や、その保護者の方々に、当ポスターの募集について広報下さるようお願いします。 

◆県産業保安課ホームページの URL： 

https://www.pref.chiba.lg.jp/hoan/ 
 

４ 『ＬＰガス災害対策マニュアル』の改訂について  

  経済産業省は、近年の災害の激甚化を踏まえ、水害対策及び雪害対策の記述を充実させるとともに、令和３年６月１８日に改正さ

れた液化石油ガス法施行規則及び例示基準への対応を行うため、令和４年３月に『ＬＰガス災害対策マニュアル』の改訂を行いまし

た。 

  各販売事業者におかれましては、『ＬＰガス災害対策マニュアル』を活用して、自然災害対策を進めるよう、お願いします。 

  なお、最新の『ＬＰガス災害対策マニュアル』は、経済産業省ＬＰガスの安全のサイトに掲載されています。 

◆経済産業省ＬＰガスの安全サイトの URL： 

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/anzen_torikumi/file_itakujigyou/ 

itakujigyou.html 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

◆令和４年度 県指定保安講習会日程           （会場；９会場、WEB 形式；５回） 

月日 講習時間（予定） 該当支部 会場 

6/2（木） 

13：30～16：00 
※受付 13：00～ 

印旛 成田国際文化会館（大ホール） 

6/6（月） － LP 協会議室➊（WEB 形式:Zoom） 

6/7（火） 
千葉、船橋、
市川 

千葉県ガス石油会館（５階会議室） 

6/10（金） 安房 南総文化ホール（小ホール） 

6/13（月） 木更津 君津市民文化ホール（中ホール） 

6/14（火） 香取 香取市佐原文化会館（ホール） 

6/15（水） 長夷、山武 東金文化会館（小ホール） 

6/17（金） － LP 協会議室➋（WEB 形式:Zoom） 

6/20（月） 
松戸、野田、
柏 

流山市文化会館（ホール） 

6/21（火） － LP 協会議室❸（WEB 形式:Zoom） 

6/22（水） 銚子、海匝 東総文化会館（小ホール） 

6/28（火） － LP 協会議室❹（WEB 形式:Zoom） 

7/6（水） 市原、農協 市原市市民会館（小ホール） 

7/8（金） － LP 協会議室❺（WEB 形式:Zoom） 

月日 受付時間（予定） 該当支部 会場 

7/7（木） 
9：30～11：00 長夷 日東エネルギー㈱茂原営業所（2 階会議室） 

14：00～15：30 山武 東金文化会館（会議室２） 

7/11（月） 
9：30～11：00 野田 さわやかワーク野田（第１研修室） 

14：00～15：30 柏 柏市消防本部（会議室） 

7/12（火） 10：00～11：30 安房 南総文化ホール（大会議室） 

7/14（木） 
9：30～11：00 香取 香取市佐原中央公民館 

14：00～15：30 印旛 成田国際文化会館（会議室１） 

7/19（火） 9：30～11：00 千葉 千葉県ガス石油会館（５階会議室） 

7/21（木） 
9：30～11：00 海匝 旭市海上公民館 

14：00～15：30 銚子 銚子簡易ガス事業協同組合（会議室） 

7/25（月） 
9：30～11：00 木更津 君津市民文化ホール（ギャラリー） 

14：00～15：30 市原 市原市市民会館（会議室１） 

7/27（水） 
9：30～11：00 

松戸、 

市川★ 
流山市文化会館 

14：00～15：30 船橋 船橋市勤労市民センター 
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７月は 

保険契約更改です！ 

ＬＰガス事業者賠償責任保険の契約更改

は、各支部で右記の日程で開催しますが、

次の点にご協力をお願いいたします。 

 

①三密を避けるため、可能な方は振込で
の手続きをお願いします。 

※銀行振込を希望される場合は、事前に
協会事務局までご連絡し、トン数等を
記入した加入依頼書をＦＡＸもしくは
メールして下さい。内容確認後、振込
金額及び振込先口座をお知らせいたし
ます。 

②会場では、出入口付近に消毒用アルコ
ールを設置しますので手指消毒をお願
いします。 

③当日は、マスク着用でお願いします。 

（咳エチケットにご協力ください。） 

※詳細は６月中旬以降発送のオレンジ封筒
をご確認ください。 

 

以上、ご協力のほど何卒お願いいたします。

    

★市川支部は、船橋勤労市民センターでも構いません。 

令和４年度 

県指定保安講習会 

開催について！ 

令和４年度開催の県指定保安講習会は、

右記の日程で開催します。必ず受講してい

ただきますようお願いいたします。 

 

※受講対象者は、次の通りです。 

①販売登録事業者 

②保安機関認定事業者 

③設備工事事業者 

④輸送事業者 

なお、輸送員の再講習（千葉県高圧ガス

輸送保安基準第７条）を兼ねております

ので、輸送従事者の方は、必ずご受講下

さい。 

※Ｗｅｂ形式でのご参加には事前申込が

必要です。 

 

令和４年度より協会で開催している各種

講習会が順次オンライン化しています。将

来的に会員の皆様全員がこれに対応してい

かなければならない為、その準備段階とし

てＷｅｂ形式での参加を推奨いたします。 

 

※詳細は、開催案内をご確認下さい。

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

名古屋の 20歳の女子学生ですが、休学し

てこの活動をしているそうです。高校生か

らご年配の方まで、彼女にほめてもらうこ 

とで、笑顔で帰っていきます。この 1 年間

で約 400 人以上の人をほめているそうで

す。彼女は、「自身を卑下する自分を変え

たい」と、人をほめる活動を始めたそうで

すが、真剣に話をする相手に真摯に向き合

い、自信を無くした相手に自らの魅力を伝

えてほめてあげていると、逆にほめ返され

ることが増えました。ほめ言葉を受け取る 

ようになって、彼女自身が、自分のことを

どんどん好きになれ、自分にも自信を持つ

ことができたそうです。 

 相手の話をじっくり聞いて、心から「ほ

める」ことで、その人が自信を持って、自

分自身のことを好きになれたら、閉塞感が

漂うこの世の中が少しずつ、良くなるので

はないかとつい期待してしまいます。 

記 髙木 秀夫 
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役職名 支部名 氏名 事業所名 

幹事 

市川 須永 治 ミライフ㈱市川店 

松戸 山口 裕嗣 ㈲東屋商店 

柏 足達 伸一 ㈲足達商店 

印旛 島田 哲也 ㈲島田商会 

山武 今関 智史 ㈱多幸屋本店 

海匝 片岡 大輔 ㈱松伊燃料店 

香取 髙木 英樹 (資)高木英次商店 

安房 小沢 晶太 ㈲小沢商店 

長夷 齋藤 浩俊 斎藤液化ガス㈱ 

監査人 
印旛 髙見 陽二 ㈲髙見商店 

安房 高橋 幸丸 丸高石油㈱ 
    

委員長 松戸 山口 裕嗣 ㈲東屋商店 

副委員長 海匝 片岡 大輔 ㈱松伊燃料店 

〃 安房 小沢 晶太 ㈲小沢商店 

 

災害対策の要は分散化 
 

野田支部長 染谷 安則    

みなさんは、利根川と江戸川の分流地点をご覧になったこと

がございますか。チーバくんで言えば、黒い鼻の地点です。 

 利根川と江戸川とに挟まれた野田市関宿三軒家のスーパー堤

防上に建設されている千葉県立関宿城博物館の天守閣にあたる

展望室から分流地点を見ることができます。正確に言えば、利

根川にとっては分流点、江戸川にとっては起点になります。こ

の眺めは自然の壮大さを感じられます。 

ここは関東平野のほぼ中心になります。戦国時代には関東の

覇者を狙い、各地で争いを繰り広げてきた上杉謙信・武田信玄・

北条氏康らにとって、戦略上の拠点として関宿を手に入れるこ

とが頂点に立つための必須条件でした。 

 近世にはいると江戸幕府は関宿藩を置き、徳川家に古くから

仕え、信頼できる大名に関宿の支配を任せました。利根川と江

戸川が分かれる関宿は河岸(かし)と言う川の港町として栄えま

した。高瀬船が利根川・江戸川を上り下りし、流域各地と江戸

が直接結ばれると、大消費地江戸へのさまざまな物質が利根

川・江戸川流域で生産されるようになりました。 

 野田・銚子の醬油、佐原の酒、流山の味醂、猿島のお茶など 

 

の産業が発達しました。 

水運は関東の大動脈として大消費地江戸を中心に物資や人の

交流など重要な役割を果たしてきましたが、鉄道や道路・車の

発達によりその役割を終え、水運利用はだんだん減っていきま

した。 

しかし、地震などの自然災害において道路等が遮断された場

合の水上輸送の重要性が検討されてきています。現に、阪神淡

路大震災において瓦礫やひび割れで遮断された道路網が被災地

へのスムーズな救援を妨げました。このような状況の中、船に

よる海上からの援助が有効であったと言われています。災害対

策として陸上、海上、空など様々なパターンを想定しながら準

備し備えの強化をしなくてはならないのです。 

我々のエネルギー業界と同じです。災害対策として、様々な

パターンを想定して地域ごとにあった準備をしなくてはならな

いのです。 

ですから、我々の災害に強いエネルギーを扱う仕事がいかに

重要なのかを認識して、日々あたっていきたいですね。 

最初に戻りますが、 

 青年委員会（髙見 陽二委員長）は、去る５月１２日（木）

午後３時３０分より、第２７回通常総会を会場形式とＷｅｂ形

式の併用で開催しました。 

 総会は小沢監査人の司会により桑原副委員長の開会の辞で幕

を開けました。 

 髙見委員長からのあいさつの後、今関幹事が議長に就任し、

下記の議事について審議が行われ、全議案が異議なく承認され

ました。 

 改選により、新執行部が右表の通り決定し、新委員長の山口

委員長より「ネットワークを共有し共存共栄を！」をコンセプ

トとした、あいさつをいただきました。 

また、今回で山武支部 ㈲松戸商店の松戸さん、海匝支部 浪

川ガス㈱の米本さん、㈲小川住設の小川さん、香取支部 香取

産業㈱の高岡さん、市原支部 ㈲石川商店の桑原さん、木更津

支部 鳥井商店の大隅さんの６名が卒業され、桑原さんより謝

辞をいただきました。 

 来賓の小倉会長からのご祝辞をいただき、その後、鈴木副委

員長の閉会の辞で幕を閉じました。 

「百円で全力でほめ

ます」というキャッチ

で、路上で人をほめる

活動をする女性が話題

になっています。 

利根川と江戸川の分流

地点は必見ですよ。野

田にいらっしゃった時

には見学してくださ

い。私は「ここが江戸

川の起点なんだあ」と

感動しました。 

第２７回 青年委員会通常総会を開催！！ 

【議  事】第１号議案 第27期事業年度事業報告並びに決算承認の件 

第２号議案 第28期事業年度事業計画 

             並びに収支予算書(案)審議の件 

第３号議案 役員改選の件 

 

空家の充てん容器は必ず撤去しましょう！  


