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Ⅰ．ＬＰガス講習会開催結果 



場　　所 相　手　先 出席者 講 師 講 習 内 容

1 5月19日（土）  9:30-12:00 倉敷市郷内公民館 （一社）岡山県ＬＰガス協会 消費者等 柳田室長代理 災害に強いLPガス！

2 6月12日（火） 13:30-14:30 協同の杜ＪＡ研修所（山形市） （一社）山形県ＬＰガス協会
ＬＰガス販売
事業者団体

嘉村専務理事
料金透明化・取引適正化、価格や契約等の取
引、ＦＲＰ容器等の新たな取り組みについて

3 6月22日（金） 13:30-15:00
御嵩町商工会館（岐阜県可児
郡）

（一社）岐阜県ＬＰガス協会
加茂支部　御嵩分会

消費者等 野村室長 今、ＬＰガスでできること。

4 6月24日（日） 12:00-13:30 岩崎集会所（新潟県南魚沼市） 岩崎敬老会 消費者等 柳田室長代理 ＬＰガスの正しい使い方

5 6月27日（水） 13:30-15:30 三重県消費生活センター 三重県消費生活センター 地方公共団体 野村室長 料金透明化等

6 7月12日（木） 10:10-11:50 日野市生活・保健センター 日野第一生活学校 消費者等 柳田室長代理 災害に強いエネルギー

7 8月6日（月） 10:00-12:00 市民活動センター 苫小牧消費者協会 消費者等 野村室長 LPガスの北海道価格について

8 8月9日（木） 10:00-12:00 ＡＯＳＳＡ（福井市） 福井県消費者グループ連絡協議会 消費者等 柳田室長代理
ＬＰガスの安全性と適正な料金及び災害時の対
応について

9 9月11日（火） 10:00-11:00 長野県消防学校 長野県消防学校 地方公共団体 柳田室長代理 生活を支えるエネルギー・ＬＰガス

10 9月13日（木） 10:00-11:30 稲沢市民会館 稲沢市役所
消費者及び地
方公共団体等

高梨室長代理 平成30年度　消費生活講座

11 9月18日（火） 10:00-11:30 岩国市役所 岩国消費生活連絡会 消費者等 中谷室長代理
ＬＰガスの基礎知識や安全な使い方　災害対応
におけるＬＰガスの活用

12 9月19日（水） 10:00-11:30 瀬戸文化センター 瀬戸消費生活クラブ生活学校 消費者等 中谷室長代理
環境にやさしく　災害に強いクリーンなエネル
ギー

13 9月21日（金） 10:00-11:30 アルカスＳＡＳＥＢＯ内スピカ 佐世保生活学校連絡協議会 消費者等 野村室長
「環境にやさしく災害に強いＬＰガス（被災食料
理教室の後）

14 9月26日（水） 13:00-14:00 知覧文化会館 南九州市地域女性団体連絡協議会 消費者等 柳田室長代理
ＬＰガスの安全性と正しい使い方について（防災
学習会の後）

15 10月17日（水） 10:00-11:30 尾張一宮駅前ビル (一社）愛知県ＬＰガス協会　一宮分会 消費者等 柳田室長代理 災害における備えとＬＰガスの有用性

16 10月22日（月） 13:30-15:00 とくぎんトモニプラザ
特定非営利活動法人
徳島県消費者協会

消費者等 柳田室長代理 災害に強いLPガス、災害時の対応について

17 10月22日（月） 18:00-19:15 札幌市西区民センター
北海道ＬＰガス協会　石狩支部
札幌西分会

ＬＰガス販売
事業者団体

野村室長 災害時の対応について

18 10月31日（水） 14:20-15:05 鹿児島県民交流センター 鹿児島県地域女性団体連絡協議会 消費者等 野村室長 災害対応の現状と課題（防災学習会の後）

19 11月7日（水） 13:20-14:40 サーラプラザ豊橋 愛知県ＬＰガス協会　東三河支部
消費者及びＬ
Ｐガス販売事
業者団体等

柳田室長代理 消費者の目線からのＬＰガス

20 11月9日（金） 13:00-14:30 松島中央公民館 （一社）宮城県ＬＰガス協会　くろしお支部
ＬＰガス販売
事業者団体

柳田室長代理 料金透明化・災害対応・消費者クレーム事例等

21 11月19日（月） 13:00-16:50 香川県消防学校 香川県消防学校 地方公共団体 野村室長 ＬＰガスに関する概論

22 11月24日（土） 9:30-12:00 さぬき市長尾公民館
香川県婦人団体連絡協議会
さぬき市婦人連絡会

消費者等 柳田室長代理 ＬＰガスの災害対策（防災学習会の後）

23 11月29日（木） 14:00-16:00
大田区立男女平等推進セン
ター
エセナおおた

馬込生活学校 消費者等 柳田室長代理 災害に強いLPガス

24 11月29日（木） 13:30-15:00 青森県消費生活センター NPO法人青森県消費者協会　青森県消費生活センター地方公共団体 野村室長 LPガスの消費者契約と関係法令について

25 12月18日（火） 13:30-15:00 京都市消費生活総合センター 京都府消費生活安全センター 消費者等 野村室長 ＬＰガスの料金透明化・取引適正化について

26 1月16日（水） 9:30-10:30 上灘公民館 とっとり県消費者の会 消費者等 野村室長
災害に強いＬＰガス、災害時の対応について
（料理教室の前）

27 1月17日（木） 10:30-11:30 土庄町総合福祉会館 小豆郡婦人会連絡協議会 消費者等 野村室長 ＬＰガスの災害対応（防災学習会の後）

28 1月23日（水） 11:00-11:40 綾南町農村環境改善センター 綾歌郡婦人団体連絡協議会 消費者等 柳田室長代理 防災学習（防災学習会の後）

29 2月5日（火） 11:50-12:40 大和中学校 大和中学校
その他(中学生
及び教諭）

野村室長
防災について　GHPについて（南魚沼市立大和
中学校）

30 2月14日（木） 13:00-14:30
生活協同組合コープおきなわ
浦添センター

生活協同組合コープおきなわ 消費者等 野村室長
ＬＰガスの料金透明化、取引適正化に関するこ
と、災害対応におけるＬＰガスの活用

日　　時

１．平成３０年度　LPガス講習会　開催一覧表
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Ⅱ．ＬＰガス懇談会開催結果 



出席者数

出席者数

１．平成３０年度ＬＰガス懇談会　開催一覧表

会 　　場 阪急グランドビル
ＴＫＰガーデンシティ
PREMIUM広島駅前

リーガホテルゼスト高松
ＴＫＰガーデンシティ

博多新幹線口

38 33 28 41

開催日時
10月5日（金） 11月30日（金） 11月12日（月）

地　　　方 近　畿 中　国 四　国 九州・沖縄

開催場所 大阪府大阪市 広島県広島市 香川県高松市 福岡県福岡市

32 34 35 40 31

10月30日（火）

13：00～16：00 13：00～16：00 13：00～16：00 13：00～16：00

13：00～16：00

会 　　場
ＴＫＰ札幌

ビジネスセンター
ＴＫＰガーデンシティ
PREMIUM仙台西口

ＴＫＰ東京駅日本橋
カンファレンスセンター

ＴＫＰ東京駅前
カンファレンスセンター

名古屋ダイヤ
ビルディング1号館

開催日時
8月17日（金） 9月3日（月） 7月27日（金） 7月19日（木） 10月16日（火）

13：00～16：00 13：00～16：00 13：00～16：00 13：00～16：00

開催場所 北海道札幌市 宮城県仙台市 東京都中央区 東京都中央区 愛知県名古屋市

地　　　方 北海道 東　北 北関東 南関東 中　部
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２．平成３０年度ＬＰガス懇談会 議事概要 



平成３０年度 北海道地方ＬＰガス懇談会 議事概要 

 

Ⅰ．日 時      ：平成３０年８月１７日（金)１３：００～１６：００ 

Ⅱ．場 所      ：ＴＫＰ札幌ビジネスセンター カンファレンスルーム９Ａ 

Ⅲ．出席者（３２名） 

消費者委員    ：矢島委員、川原委員、木曽委員、村上委員 

事業者委員    ：鉢呂委員、梶原委員、柵山委員 

自治体委員    ：足達主幹、蝦名主幹、伊勢課長 

有識者委員  ：角田委員 

行政等    ：資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課     谷企画官 

北海道経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 資源・燃料課 清野課長 

同上         山崎課長補佐 

同上         西本課長補佐 

同上          舘小路係長 

北海道産業保安監督部 保安課        多久和課長補佐 

オブザーバー ：消費者団体 ３名、事業者団体 ３名、地方自治体 ４名 

傍聴      ：販売事業者 １名 

司会     ：一般財団法人エルピーガス振興センター     嘉村専務理事 

事務局    ：広報室 野村・高梨・柳田 

 

Ⅳ．議事次第 

１．開会挨拶 

        北海道経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 資源・燃料課 課長 清野 正樹 

２．資源エネルギー庁説明 

資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 企画官 谷 浩 

３．産業保安監督部説明 

「最近のＬＰガス事故の発生状況について」 

北海道産業保安監督部 保安課 課長補佐 多久和 誠 

４．懇談 

・テーマ１．「料金透明化・取引適正化問題」の根本的な解決に向けて 

一般社団法人 日本ガス協会 地方支援担当理事 角田 憲司 

北海道生活協同組合連合会 事務局長 川原敬伸 

‐休憩‐ 

・テーマ２．ＬＰガス事業者に期待される役割としての｢地域活性化｣と｢災害対応｣に

どう取り組むべきか？ 

一般社団法人日本ガス協会 地方支援担当理事 角田 憲司 

５．総括 

資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 企画官 谷 浩 
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Ⅴ．議事内容 

１．開会挨拶 

      北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 資源・燃料課 清野 正樹 課長 

ＬＰガスは、第５次エネルギー基本計画でも引き続き「最後の砦」の位置づけとなり、垣

根を超えてエネルギーサービスを競う時代において、選択されるエネルギーであり続ける

ために、消費者とのさらなる信頼関係の構築が期待されている。北海道や札幌市との情報

交換や資源エネルギー庁とも連携の上、懇談会での意見等を今後のＬＰガス行政の施策に

反映させていく所存であり、活発な議論をお願いしたい、と述べた。 

 

２．資源エネルギー庁からの説明 

            資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 谷 浩 企画官 

エネルギー自由化で大きな変動の時期にある中、料金の公表（料金透明化）及び設備費用

との合算表示（取引適正化）については、北海道ＬＰガス協会やその支部ベースで更に進

めてほしい、またＬＰガスの災害対応への取り組みについては、命に関わる事であり是非

自治体ベースで取り組み、消費者や事業者も自治体への働き掛けを強めてほしい、と述べ

た。 

 

３．産業保安監督部からの説明「最近のＬＰガス事故の発生状況について」 

                北海道産業保安監督部 保安課 多久和 誠 課長補佐 

昨今の事故事例や傾向及び起因等についての、全国及び北海道における状況の説明と、通

常の使用における注意事項に加え、雪害等の自然災害時の注意喚起について、消費者向け

リーフレットを使用してメッセージを伝えた。 

 

４．懇談 

テーマ１．「料金透明化・取引適正化問題」の根本的解決に向けて 

① 有識者委員：一般社団法人日本ガス協会 地方支援担当 角田憲司理事 

② 消費者委員：北海道生活協同組合連合会 川原敬伸事務局長 

このテーマについては、上記２委員によるダブルプレゼンを皮切りに議論に入った。 

①の角田委員によるプレゼンでは、北関東ＬＰガス懇談会で行った内容と同様、エネルギ

ー自由化が進む中で、ＬＰガスの標準的料金メニューの公表は「1 丁目 1 番地」で、直ち

に実現し、その上で、事業者が自主的に透明化のルールを策定し取り組み状況を公表する

ＬＰガス版ミシュラン制度の提案、北海道生協連の問題提起を例に、それに応えていく事

業者の自主努力こそが、国の関与に加えて必要であることを訴えた。 

また、需要開発については、優良機器の販売、料金メニュー、マーケティング等のＨＥＭ

Ｓによる見える化を推奨し、北海道ガスが、そのベンチマークとなるとの紹介があった。 

②の川原委員によるプレゼンでは、同生協連を含む「ＬＰガス問題を考える会」として４

年前からの調査と分析、即ち広大で過疎化が進みＬＰガスに頼らざるを得ない北海道にお

いて、料金体系の不透明さ、料金の格差（他県比及び同業者間）、解約時のトラブルの実態

を整理し、このエビデンスが国の動きにもつながったとして、現時点での到達点と直近の

調査結果、課題について詳しい説明と、厳しい提言があった。 
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事業者には、適正価格・安定供給・安全確保の三つを望み、消費者の知る権利と選択の自

由を訴えた。また、総務省北海道管区行政評価局による、「液化石油ガスの取引適正化に関

する調査」（４月２３日総務省報道http://www.soumu.go.jp/main_content/000547222.pd

f)は経済産業省の動きを評価したものと捉え、全国レベルでの実施と調査結果（懇談会開

催時時点では未発表）の波及を望むとした。 

さらに、ホームページでの料金公表については、資源エネルギー庁調査（エルピーガス振

興センターによる実施）でホームページ公表を行っていると回答した事業者のホームペー

ジを実際に確認したところ、ホームページ開設の有無や料金公表の有無について事業者に

よる過大申告と見受けられる点があることや、そもそもホームページを開設する事業者が

少なく、消費者に伝える内容として希薄で分かりづらいなど、公表の姿勢について課題が

残る点を指摘した。 

続いて、他の消費者委員からは、法対応は進んだが実際の料金格差の変化に実感がないこ

と、二部ではなく三部料金制の実現への期待、集合住宅の料金問題は大家の過大投資にも

起因し社会構図を見極めることが必要との意見、さらに大学生協が学生に斡旋するアパー

トでのＬＰガス料金に関する詳細な調査結果が紹介され、単位消費量当たりの入居者間の

料金格差が２倍以上となる例や、契約や料金に関する説明が徹底されていない点を挙げ、

料金透明化と取引適正化を「制度」として進めてほしいとの強い要望があった。 

これらの意見に対し、事業者側としての取り組みについて説明、中小販売事業者多くホー

ムページ開設が難しいこと、広大かつ寒冷地故の物流コスト高、及び自由料金だからこそ

多数の料金表が存在する実情に理解を求める一方、集合住宅の料金問題については苦慮し

ており、ＬＰガス販売事業者と大家、管理会社、消費者間で協議する必要性を唱えた。 

この高物流コストの説明に対し、北海道消費者安全課より、事業者は何がどの程度といっ

た本州との具体的な格差について見える化し、納得性のある説明が必要であるとの提言が

あった。 

また、事業者委員より、需要開発については、Ｓｉセンサーコンロの普及に力を入れ、北

海道が全国トップの販売台数を維持しており、事故防止にもつながっている旨が紹介され

た。 

 

テーマ２．ＬＰガス事業者に期待される役割としての「地域活性化」と「災害対応」に 

     どう取り組むべきか？ 

         有識者委員：一般社団法人日本ガス協会 地方支援担当 角田憲司理事 

角田委員からは、地域の過疎化が深刻な課題であり、ＬＰガス業界として、自治体が進め

る地域エネルギー事業への参画や自治体と融合して地域活性化を図っていくことが得策で

あるとして、奈良県川上村や北海道上士幌町での実例や、地域の災害対応力を高めるべく

ＬＰガス災害対応バルク等の導入促進の必要性について解説があった。 

事業者委員からは、地域活動として防災訓練や出前教室の実施、災害対応バルクの設置事

例等が紹介され、消費者委員からも、ＪＲの廃線が進む中で「地域滅亡」とならぬよう、

ＬＰガスのメリットを活かし地域活性化につながる事業の発展を望む声が上がった。 

また、北海道経済産業局からも、同局の広報資料により、ＬＰガス災害対応バルクシステ

ムに対する補助金の説明と、砂川市における同システムの設置事例紹介があった。 
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５．総括コメント  

資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 谷 浩 企画官 

当初、東京理科大学大学院の橘川教授より総括コメントをいただく予定だったが、急遽欠

席されたため、谷企画官が次の通り総括された。 

過疎化が進むからこそ、消費者に選んでもらい需要を維持していくため、事業者自ら改革

し、消費者に対し客観性、合理性を担保し、丁寧な説明をお願いしたい。ＬＰガスは不透

明だ、は平成時代の（昔の）話にしてほしい。 

無償配管も価格高の一因と事業者委員からあったが、この商慣行も国や自治体、消費者団

体の協力に頼ることなく、また規制があるから、役所が言っているからではなく、自ら変

わる努力が必要である。 

熊本県益城町で復興が進んでいるが、ハウスメーカーは建て替え時に、料金が不透明であ

るとしてＬＰガスをプランに入れないため、ＬＰガスの有り難さを痛感した地域にも拘わ

らず、オール電化の割合が８割となっていることは、大きな課題であり、全国のＬＰガス

協会はＬＰガス事業の健全な発展を通し国民生活の向上に資する義務があり、改善を期待

する。 

 

以上 
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平成３０年度 東北地方ＬＰガス懇談会 議事概要 

 

Ⅰ．日 時      ：平成３０年９月３日（月)１３：００～１６：００ 

Ⅱ．場 所      ：ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ仙台西口 ホール７Ｂ 

Ⅲ．出席者（３４名） 

消費者委員    ：三澤委員、千葉委員、井形委員、小玉委員、石塚委員、髙野委員 

事業者委員    ：三浦委員、八重樫委員、渡邉委員、木村委員、鈴木委員、和田委員 

自治体委員    ：長谷川主任主査、松島主幹、横山主事、上野主事、阿部課長補佐 

学識経験者委員：吉田委員 

行政等    ：資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課   目黒課長補佐 

東北経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部         瀧川部長 

東北経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 資源・燃料課  田中課長 

           同上          斎藤課長補佐 

           同上          大黒総括係長 

東北経済産業局 産業部 消費経済課  二階堂消費者相談係長 

関東東北産業保安監督部 東北支部 保安課   宍戸課長補佐 

オブザーバー ：消費者団体 １名、事業者団体 ４名 

司会     ：一般財団法人エルピーガス振興センター     嘉村専務理事 

事務局    ：広報室 野村・中谷・畑中 

 

Ⅳ．議事次第 

１．開会挨拶 

東北経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 部長 瀧川 利美 

２．資源エネルギー庁説明 

資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 課長補佐 目黒 浩 

３．産業保安監督部説明 

「管内の液化石油ガス一般消費者等事故について」 

関東東北産業保安監督部 東北支部 保安課 課長補佐 宍戸 浩紀 

４．懇談 

・テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

          日本生活協同組合連合会 組織推進本部 北海道・東北地連事務局 

事務局長  井形 貞祐 

‐休憩‐ 

・テーマ２．東北地方の人口高齢化とＬＰガス事業の展望 

         東北大学大学院 経済学研究科 高齢経済社会研究センター長 

教授  吉田 浩 

・テーマ３．災害対応への取組と期待 

一般社団法人 宮城県ＬＰガス協会 会長 渡邉 政博 

５．総括 

東北大学大学院 経済学研究科 高齢経済社会研究センター長 教授 吉田 浩 
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Ⅴ．議事内容 

１．開会挨拶（北関東・南関東共通） 

             東北経済産業局 資源エネルギー環境部 瀧川 利美 部長 

エネルギー自由化で、電力、都市ガス、石油、ＬＰガスの垣根を越えた競争が進む中、人

口減少や技術革新等エネルギー需要構造の変化への対応が課題である。供給源の拡大、脱

炭素社会の実現に向けたエネルギー政策の方向性が第５次エネルギー基本計画に示され、

ＬＰガスは引き続き災害時エネルギー供給の最後の砦と位置付けられた。課題である料金

透明化・取引適正化を更に進めるべく、忌憚ない意見をいただきたい、と述べた。 

 

２．資源エネルギー庁からの説明 

          資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 目黒 浩 課長補佐 

昨年度のＬＰガス料金公表状況調査で、青森県は前回のワースト３位から今回トップ２位

に伸びたほか、東北各県は全て公表率７０％超となったことは、各県協や行政、東北経産

局による指導の下、事業者が本気で料金透明化・取引適正化に取り組んだ結果であり、こ

の気運をさらに伸ばしてほしいと要請。また、前日（９月２日）の新聞報道「ＬＰガス料

金不透明・エネ庁が全国調査へ」の記事に触れ、集合住宅のＬＰガス料金への屋内設備費

用上乗せ問題等に対し調査を開始することと、災害対応バルク設置補助金予算の増額につ

いて概算要求したことが示されたほか、当該予算を利用しＧＨＰ等の設置によるＬＰガス

常用常設に向けた事業者及び自治体の取り組みを希望すると呼び掛けた。 

 

３．産業保安監督部からの説明「管内の液化石油ガス一般消費者等事故について」 

          関東東北産業保安監督部 東北支部 保安課 宍戸 浩紀 課長補佐 

東北地方におけるＬＰガス事故数は、全体的には漸減傾向にあるとした上で、消費者の誤

操作による事故の割合が高く注意を呼び掛けるとともに、雪害も多いため冬期に向かい監

督部としても注視していきたいとコメントした。  

 

４．懇談 

テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

「ＬＰガスの消費生活相談事例から販売方法を中心に」  

        消費者委員：日本生活協同組合連合会 組織推進本部 北海道･東北地連 

                               井形 貞祐 事務局長 

井形委員は、ＬＰガス料金の透明性が不十分であることについて資源エネルギー庁が集合

住宅関連の調査に踏み込むことを高く評価する一方、地方ではＬＰガス事業者の自由競争

継続の困難さ、自由に事業者を切り替える環境にない点を指摘、その上で同連合会による

調査結果をもとに、東北地方において料金透明化・取引適正化が未だ実態として進んでい

ない点があること、同一使用量でも消費者により料金のバラつきが大きいこと、検針票・

請求書・領収書の実例を紹介し、料金内訳が不明確な例等を挙げ、事業者からの十分な説

明に加え、引き続きの安全の確保・持続可能な適正価格・安定供給の三要素を求めた。 

目黒課長補佐は、この競争環境にないとの見方、及び事業者委員からも消費者が昔からの

付き合い重視で競争を求めていない点が挙がったことに対し、これらはオール電化との競

争という点では当てはまらず、ＬＰガス事業者は料金透明化・取引適正化を進め信頼性を
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高めないと、自由化となったエネルギーの中でＬＰガスが選択されないと警鐘を鳴らした。 

また、学識経験者委員の東北大学大学院の吉田教授からも、不透明なものは即避ける傾向

のある若い世代から選ばれるためにも、事業者は料金に関する説明をコミュニケーション

の一として捉え、「敷居の低い料金透明化」への取り組みを提案した。 

 

テーマ２．東北地方の人口高齢化とＬＰガス事業の展望 

     学識経験者委員：東北大学大学院 経済学研究科 高齢経済社会研究センター長 

                                  吉田 浩 教授 

吉田委員は、日本の高齢化予想の研究から、今後生産年齢（勤労）層は減少するが６５歳

以上の高齢層は減らないことから、いかに少ない労働力で多くの高齢層を支えるかが課題

であるとして、特に東北地方はその傾向が顕著であると説明した。 

東北地方での高齢化予測で、２０４５年では東北６県のうち宮城県を除く５県が全国の高

齢ベスト５となること、また全国の世帯数の将来推計で単身世帯女性の比率は、今後益々

増加し、男性も同様であることを挙げ、ＬＰガスの家計における支出割合が沖縄県を除き

最も高い東北地方（平成２９年総務省家計調査）においては、今後益々ＬＰガスの役割が

高まり、需要者としての高齢者が利用し易く、安定的な家庭用エネルギーの環境の確保が

必要であると指摘した。 

事業者委員からは、ＬＰガスは高齢化に合致した事業であり、保安を中心にコミュニケー

ションを深めていきたいとの表明があり、この点については複数の消費者委員より要望意

見として挙がりました。反面、事業者側の高齢化や事業者数の減少により、見守り活動が

厳しい状況にあるとの実状も示された。 

目黒課長補佐は、この説明を受け、政策立案する立場としてより一層真剣に高齢化対策に

取り組む必要性を感じたとして、ＬＰガスの運び手減少の問題を挙げ、燃料供給インフラ

の方向性をワーキンググループで検討した結果の一部として、配送回数の合理化と見守り

サービス維持の両立を図るべく、ＡＩやＩＯＴにより過疎化や少子高齢化に対応していく

等、工夫の必要性について示唆した。 

 

テーマ３．災害対応への取組と対応 

                  事業者委員：宮城県ＬＰガス協会 渡邉 政博 会長 

渡邉委員は、宮城県内１０カ所の中核充填所の配置状況や情報伝達・稼働訓練の状況、自

治体との防災協定締結状況、及び災害対応バルクの設置状況等を説明した。また、同協会

が用意した包装食袋（炊飯袋）を配付し、これを使用して炊飯する非常炊き出しを紹介し

た。 

これを受け、消費者委員の岩手県婦人消防連絡協議会の千葉会長より、東日本大震災で炊

き出しを担当した際の実例紹介があった。高齢者やひとり暮らし世帯の安否確認にはじま

り、ライフラインはＬＰガスを除きすべてストップの状態の中で、ＬＰガスで暖かい味噌

汁と握り飯を提供できたのは何よりも救いであり、以降ＬＰガスと炊き出し釜をトラック

に積み支援活動を拡げた経緯を説明すると共に、事業者・行政・消費者の連携と情報共有

は、日頃のコミュニケーションから培われると力説した。 

 

５．総括コメント  
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      東北大学大学院 経済学研究科 高齢経済社会研究センター長 吉田 浩 教授  

本日の意見交換は、料金透明化及び地域とＬＰガス事業の関わりに集約されるが、前者は

全国レベルの市場競争への対応、後者は東北の地元、競争というより消費者、事業者の連

携や協力を通じた高齢化や災害への対応であり、それぞれの方向性は大きく異なる。 

しかしこの２点は全く別の話ではなく、ＬＰガス及びその供給事業者に対し、消費者に信

頼感を持ってもらうという点で繋がっており、料金・契約の内容をきちんと消費者に示す

ことで信頼を生み、災害時のみならず日頃の生活でＬＰガスが使い易く馴染み深いエネル

ギーとなっていることが大切である。 

この消費者との信頼、地域の持続を通じて共存共栄していくには、幅広い意味でのコミュ

ニケーションが重要。１つは料金の内訳を示し定期的に契約内容を伝えていくという取引

を通じたコミュニケーション、もう１つは地域への貢献を通じてＬＰガス市場を持続させ

ていくための、事業者間及び監督官庁とのコミュニケーションであり、これらを進めるこ

とでＬＰガス需要市場の近代化を図るべきである。 

高齢化と震災の経験においてトップランナーである東北がモデルを示し、全国の参考とな

ってほしい。 

 

以上 
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平成３０年度 北関東地方ＬＰガス懇談会 議事概要 

 

Ⅰ．日 時      ：平成３０年７月２７日（金)１３：００～１６：００ 

Ⅱ．場 所      ：ＴＫＰ東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール５Ｂ 

Ⅲ．出席者（３５名） 

消費者委員    ：鈴木委員、菊池委員、小倉委員、木村委員、織田委員 

事業者委員    ：立原委員、玉田委員、小林委員、菅井委員、塩原委員 

自治体委員  ：稲垣係長、大下補佐、大野副参事、永原産業保安係長、 

小島課長補佐 

学識経験者委員：内山委員 

有識者委員  ：角田委員、津田委員 

行政等    ：資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課      谷企画官 

                  同上        目黒課長補佐 

同上        直井企画係長 

関東経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 長嶋地域ｴﾈﾙｷﾞｰ振興企画官 

関東経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 資源･燃料課    宮坂課長 

同上    小倉石油備蓄業務係長 

関東東北産業保安監督部保安課         白井課長補佐 

オブザーバー：事業者団体 ３名 

傍聴    ：日本ＬＰガス団体協議会 １名、全国ＬＰガス協会 ２名 

司会    ：一般財団法人エルピーガス振興センター      嘉村専務理事 

事務局   ：広報室 野村・中谷・高梨 

Ⅳ．議事次第 

１．開会挨拶 

関東経済産業局資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 地域ｴﾈﾙｷﾞｰ振興企画官 長嶋 繁 

２．資源エネルギー庁説明 

資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 企画官 谷 浩 

３．産業保安監督部説明 

「液化石油ガスの保安を巡る状況」 

関東東北産業保安監督部保安課 課長補佐 白井 守 

４．懇談 

・テーマ１．ＬＰガスに今後求められる需要と販売・供給形態 

       「ＬＰガスの新たな需要」 

富士瓦斯株式会社 代表取締役社長 津田 維一 

‐休憩‐ 

・テーマ２．エネルギー自由化時代においてＬＰガスが選ばれ続けるために 

     「エネルギー自由化時代においてＬＰガスが選ばれ続けるために」 

一般社団法人日本ガス協会 地方支援担当理事 角田 憲司 

５．総括 

青山学院大学 総合文化政策学部 教授 内山 隆 
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Ⅴ．議事内容 

１．開会挨拶（北関東・南関東共通） 

     関東経済産業局 資源エネルギー環境部 長嶋 繁 地域エネルギー振興企画官 

様々なエネルギー及び事業者を自由に選択できる状況となり、ＬＰガスが選ばれるた  

めに、料金透明化及び取引適正化の推進が必要である。懇談会は地域単位に全国で開催さ

れ、ここでの意見は経済産業行政の参考ともなり、意見交換が賢い消費生活と業界の健全

な発展に寄与することを祈念する、と述べた。 

 

２．資源エネルギー庁からの説明 

            資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 谷 浩 企画官 

先の西日本豪雨災害時や、大阪北部地震の際に避難所で活躍した、ＬＰガスの自立型ＧＨ

Ｐを、今後避難所となる小中学校に導入すべく、自治体の取り組みと消費者・事業者から

の働きかけを是非お願いしたい。また、料金透明化では、先の南関東懇談会において、神

奈川県の消費者団体より、電話での料金問い合わせに応じない事業者が半分近くあったと

の報告があり、まだ料金公表が進んでいない状況もあるので、是非厳しい意見が欲しい。

さらに、取引適正化については、集合住宅問題に関し、入居者６千人等へのアンケート調

査を近々行う予定である、との説明があった。 

 

３．産業保安監督部からの説明「液化石油ガスの保安を巡る状況」 

                関東東北産業保安監督部 保安課 白井 守 課長補佐 

昨今の事故の傾向や、供給設備と消費設備の区分について、また販売事業者・保安機関に

よる保安業務の時期と頻度等について説明があり、ＬＰガス保安については、事業者だけ

ではなく、消費者にも注意が必要である旨のメッセージがあった。 

 

４．懇談 

テーマ１．ＬＰガスに今後求められる需要と販売・供給形態「ＬＰガスの新たな需要」 

              有識者委員：富士瓦斯株式会社 津田維一代表取締役社長 

東京都の事業者である津田委員によるプレゼンでは、非在来型の消費機器として同社が取

り扱う、電源不要の屋外暖房機「パラソルヒーター」、ＬＰガスの燃焼で発生する CO2 で

蚊を寄せ集めて採る「モスキートマグネット」、ＬＰガス発電機、ＦＲＰ容器について紹介

があり、ＬＰガスの特徴を活かしたこれらの消費機器による需要創造は、家庭業務用需要

が減少傾向にある中で、有望であるとの解説があった。 

また、災害時にＬＰガス事業者が連携して機能すべく組織され、同委員が主宰する「ＮＰ

Ｏ法人 ＬＰガス災害対応コンソーシアム」の活動内容について説明があった。 

ＢＣＰ・ＢＣＭＳ構築の支援や、災害時のシステム連携、広報活動や災害需要の開拓のた

めのノウハウ共有が同コンソーシアム設立の意義と役割であり、今後の活動が期待される。 

これに対し事業者委員より今後の取組について、消費機器による需要構築に関しては、安

全・便利・快適を追求した最新機器のメリットを、キャンペーン等での積極的なＰＲやホ

ームページ、パンフレット等で確り説明し理解を得ることで、ＬＰガスの需要維持を図っ

ていくとの意志表明があり、一方で、ＦＲＰ容器の普及には、質量販売に対する厳しい規

制と煩雑な手続きが原因で積極的になれない事業者が多く普及速度に影響しているとして、

経済産業省に対し質量販売に取り組みやすい環境づくりを求めた。 
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また、「災害対応コンソーシアム」活動に対する賛同と期待に加え、災害対策マニュアルの

策定や中核充填所における防災訓練の状況等、県協会ベースでの活動紹介があった。 

津田委員や事業者による、ＬＰガスのメリットを活かした消費機器や災害時に最も有用な

エネルギーであるＬＰガスについての説明に対し、消費者委員はより一層の関心を深め、

実際に最新消費機器を見たい、集会所や公民館に設置してほしい、ＦＲＰ容器はより一層

のＰＲを望む、との声が上がった。また、料理の熱源はＬＰガスが一番としながらも、災

害時を強調し過ぎると、ＬＰガスは災害用エネルギーに位置づけられてしまい、オール電

化が日本のエネルギー政策であると誤解されないかとの指摘、流通の合理化による価格低

減を望む意見、震災時に倒壊しない容器や設置の考案を望む声等が上がった。 

これらの意見交換を受け、谷企画官より、災害時は特に公共施設ではカセットコンロだけ

では不安でありＬＰガスの常備は必要、また料理や空調・給湯以外にもＬＰガス車のタク

シーが大活躍したことから大分県や神奈川県では公用車にＬＰガス車を採用しており、

様々な場面で災害への強さが発揮されるＬＰガスの積極起用を、公共における取組として

必要と考える、とのコメントがあった。 

 

テーマ２．エネルギー自由化時代においてＬＰガスが選ばれ続けるために 

        有識者委員：一般社団法人日本ガス協会 地方支援担当 角田憲司理事 

角田委員によるプレゼンでは、都市ガス業界出身かつＬＰガス事業経営の経験から、都市

ガスとＬＰガスを俯瞰しながら、①「料金透明化・取引適正化問題に関して、どこまで根

本的な解決を図るか？」及び②「ＬＰガス需要の負のスパイラル化に、どのように歯止め

をかけるか？」の二つのサブテーマで解説があった。 

①では、標準的料金メニューの公表は「1 丁目 1 番地」であり、戸建・集合住宅ともに「平

成」のうちに実現すべき。その上で、料金透明化・取引適正化指針の項目ごとに業界団体

等が自主的公表ルールを作成し、事業者が取り組み状況を自主的にホームページで公表す

る「ＬＰガス版ミシュラン制度」の提案があり、国の関与の強化も必要だが、北海道生協

連による調査を例に消費者団体からの問題提起に応えていく事業者の自主努力が必要と提

言した。 

また②では、売れ行きが好調な「ＬＰガス衣類乾燥機」を例に、成り行きではなく、コミ

ュニティユースや屋外設置、ＦＲＰ容器との併用やリース・レンタルの提案等、発想を転

換してマーケティングを行って需要減少を食い止め、さらに同様に好調であるＧＨＰを例

に、業界団体による普及活動への取り組みについて提案があった。 

これらの説明に対し、事業者委員としても、料金透明化・取引適正化については消費者の

要望が省令改正やガイドラインの形となったと解し、直ちに料金メニューの公表を終えた

上で、原点に戻りお客様目線で改善対応していくとの姿勢や、配送事業の効率化によるＬ

Ｐガス事業継続と経営の安定化を果たした上で、高安全・高効率機器のＰＲやヒートショ

ック・悪質訪問勧誘等の消費者への情報提供、自治体による省エネサポート制度への参画

等に取り組みたいとの表明があった。 

料金透明化・取引適正化について、消費者委員から、プレゼンにもあった「顧客の囲い込

み」で事業者間競争やアパート家主への便宜供与に消費者が翻弄される実情を浄化し、消

費者の信頼につなげてほしい、との厳しい指摘と要請があった。 

これに対し谷企画官からも、（アパート家主への便宜供与について）事業者も先んじると不

利益を被ることとなるので、共通の敵に対し一致団結して、大家に貢ぎ続けることをやめ
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てほしい、そして料金公表は、県協や支部単位の牽引で平成のうちに終えてほしい、との

提言があった。 

 

５．総括コメント 

青山学院大学 総合文化政策学部 内山 隆 教授  

数十年に一度の大災害が、県を越えて多発しており、経済産業局の管轄も跨る一段広いレ

ベルで連携することが重要となっている。 

また、避難所では、スマートメーターによる常時監視も検討する必要がある。 

ＬＰガス料金については、自由料金というからには原価は言い訳にならず、消費者が認め

る価格を提示したところが勝ち、という状況が到来する可能性がある。 

「郵便はがき」は原価を反映せず、全国均一に６２円で届くユニバーサルサービスである

が、ＬＰガスの世界ではこの概念が欠けている。今は、競争料金でいこうとのトレンドな

ので、現時点でその深堀が急務ではないが、消費者側の意識は変化する可能性がある。 

「モノ」を売ってはいけない、とはマーケティングの教科書にある鉄則だが、売るべきは

消費者が抱える問題を解決する「サービス」であり、何がベストソリューションになって

くるか、との発想で問題解決を図ってほしい。 

 

以上 
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平成３０年度 南関東地方ＬＰガス懇談会 議事概要 

 

Ⅰ．日 時      ：平成３０年７月１９日（木)１３：００～１６：００ 

Ⅱ．場 所      ：ＴＫＰ東京駅前カンファレンスセンター ホール４Ａ 

Ⅲ．出席者（４０名） 

消費者委員    ：加藤委員、林委員、今井委員、斉藤委員、森田委員 

事業者委員    ：清水委員、小倉委員、尾崎委員、髙橋委員、堀井委員、森委員 

自治体委員    ：森田主幹、上原主査、小林課長代理、津田グループリーダー、 

小田切主幹、中野主査、佐川主査、依田主幹、吉本課長代理、 

鈴木主査、永島班長 

学識経験者委員：橘川委員 

行政等    ：資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課     谷企画官 

                    同上         目黒課長補佐 

関東経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 長嶋地域ｴﾈﾙｷﾞｰ振興企画官 

関東経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 資源･燃料課 村山課長補佐 

同上     小倉石油備蓄業務係長 

関東東北産業保安監督部 保安課        白井課長補佐 

オブザーバー ：事業者団体 ５名 

        自治体 １名 

司会     ：一般財団法人エルピーガス振興センター     嘉村専務理事 

事務局    ：広報室 野村・中谷・高梨・並河 

Ⅳ．議事次第 

１．開会挨拶 

関東経済産業局資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 地域ｴﾈﾙｷﾞｰ振興企画官 長嶋 繁 

２．資源エネルギー庁説明 

資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 企画官 谷 浩 

３．産業保安監督部説明 

「液化石油ガスの保安を巡る状況」 

関東東北産業保安監督部保安課 課長補佐 白井 守 

４．懇談 

・テーマ１．相談事例における切替問題について 

       「ＬＰガスの消費生活相談事例から販売方法を中心に」 

公益社団法人 全国消費生活相談員協会 エネルギー問題研究会代表 林 弘美 

‐休憩‐ 

・テーマ２．ＬＰガス料金公表の実態 

     「ＬＰガス料金公表事業者及び公表予定事業者リストの電話調査」 

特定非営利活動法人 神奈川県消費者の会連絡会 代表理事 今井 澄江 

・テーマ３．ＬＰガスの保安対策と災害対応ＬＰガスバルクシステムの普及について 

     「埼玉県の災害対応型ＬＰガスバルク供給システムの普及について」 

埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 主幹 森田 健司    

５．総括 

東京理科大学大学院 経営学研究科 教授 橘川 武郎 
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Ⅴ．議事内容 

１．開会挨拶（北関東・南関東共通） 

     関東経済産業局 資源エネルギー環境部 長嶋 繁 地域エネルギー振興企画官 

エネルギー自由化に伴う動きの中で、ＬＰガスが選ばれるエネルギーとして料金公表等の

透明化を更に進め、業界全体が評価されるべきである。この懇談会での議論が成果ともな

ってきており、率直に意見を交わしてほしい、と述べた。 

 

２．資源エネルギー庁からの説明 

            資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 谷 浩 企画官 

ＬＰガスは、災害対応の観点では他に代替できないエネルギーである。ＬＰガス料金の

公表は全体として進んでおり、今後は各都県に委ねるが、切り替え等の取引適正化につ

いては更に推進して業界の健全化を一層進めるべき、と警鐘を鳴らした。 

 

３．産業保安監督部からの説明「液化石油ガスの保安を巡る状況」 

                関東東北産業保安監督部 保安課 白井 守 課長補佐 

昨今の事故の傾向や、供給設備と消費設備の区分について、また販売事業者・保安機関に

よる保安業務の時期と頻度等について説明があり、ＬＰガス保安については、事業者だけ

ではなく消費者も注意してほしい旨のメッセージがあった。 

 

４．懇談 

テーマ１．相談事例における切り替え問題について 

「ＬＰガスの消費生活相談事例から販売方法を中心に」  

   消費者委員：(公社)全国消費生活相談員協会 エネルギー問題研究会 林弘美代表 

林委員からは、全体の消費生活相談事例の内ＬＰガス関連の構成比は０．２４％と少ない

が、電気や都市ガスの勧誘活発化に伴い微増傾向にあるとした上で、主に切り替え時のＬ

Ｐガス取引トラブルにかかる相談内容と対応について説明があった。 

低料金の勧誘で契約したが契約後高くなっていた事例、事業者切り替え時に設備料金を請

求された事例、執拗な勧誘事例が紹介された。消費者が選択できるよう料金公表し、勧誘

は特商法順守の下に行い、値上げ時は説明を、また料金を下げられないなら納得できる付

加価値をつける、等が消費者に選ばれるために必要であるとの指摘があり、日頃の密なる

コミュニケーションによる消費者の信頼関係構築を求めた。 

これに対し事業者委員からは、切り替え問題は事業者個々のモラルの問題であり、信頼へ

の努力が個々に必要であることや、県協活動の一環としては会員に対する法令順守の啓蒙

状況のホームページへの掲載等を実施している旨の説明があった。 

さらに他の消費者委員（消費生活相談員）からも料金や契約に関する相談事例と対応、及

びＬＰガスが選択されるための提案が紹介され、これを受けて事業者委員より、日頃から

の付き合いや緊急時の駆け付けによる保安の重要性等が示され、今後の活動方針等の表明

があった。 

これらの意見交換に対し、谷企画官より、販売事業者は保安の見えない部分での貢献も重

要で、集中監視もその一つであることと、切り替え時における料金や取引の問題について

は、ガイドラインではなく、より重い制度も考える必要があるとの示唆があった。 
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テーマ２．ＬＰガス料金公表の実態 

     「ＬＰガス料金公表事業者及び公表予定事業者リストの電話調査」 

         消費者委員：NPO 法人 神奈川消費者の会連絡会 今井澄江代表理事 

冒頭の谷企画官による、料金公表が約７６％まで進んでいるとの調査結果についての状況

説明に対し、今井委員はその実感がないとして、神奈川県内のＬＰガス販売事業者に対す

る電話調査結果を紹介した。 

同氏によると、ホームページにＬＰガス料金が公表されていなかったり閲覧ができない場

合、店頭へは出向かず電話での問い合わせが大半と思われるが、実際に電話で公表予定を

含む料金公表事業者約２５０社に対し料金照会したところ、約半数より回答拒否があり、

中には同業者によるなりすまし調査と疑われたケースを挙げ、実態は国の調査結果と異な

っている旨を報告した。「料金公表」はどのようなツールでも行われていることが重要であ

るとし、ガイドライン順守への改善を求めた。 

事業者委員はこれに対し、ブローカー等による切り替えのターゲットとなることを恐れ、

公表を控える事業者が多いのが実態と思われるが、保安大会等で会員が集まる機会に、本

件に対する取り組み強化を都度説得すると表明した。 

他の消費者委員からも、公表状況と実感との食い違いやＬＰガス料金請求情報の不透明性

等から、料金の高い安いのみの判断に繋がってしまうおそれがあるので、ＬＰガスを選択

する根拠を他にも示してほしい、また行政も引き続き見届けてほしいとの意見や要望、さ

らに地域の社会資源として「見守り」の分野でも頑張ってほしい、とのエールも上がった。 

谷企画官は、電話による問い合わせでも適切に対応するよう呼び掛けているが、この状態

だとさらにＬＰガスの人気が落ちてしまうとして、販売事業者による真の公表に向けた取

り組みを要請し、これに対し事業者委員より今後の努力に対する姿勢が示された。 

 

テーマ３．ＬＰガスの保安対策と災害対応ＬＰガスバルクシステムの普及について」 

     「埼玉県の災害対応型ＬＰガスバルク供給システムの普及について」 

                 埼玉県 危機管理防災部 化学保安課 森田健司主幹 

埼玉県からは、防災広報の一環として同庁のホームページに掲載されている災害対応型Ｌ

Ｐガスバルク供給システムの県内導入事例について紹介があった。 

同県危機管理防災部化学保安課では、本来業務である保安対策業務に加え、危機管理対策

業務の一環として、２年前から現地取材した災害対応型ＬＰガスバルクの設置事例をホー

ムページで紹介していることから、医療機関や福祉施設、自治体指定の避難所への導入促

進に向けた広報活動を行っている旨の説明があった。 

これを受け事業者委員より、各県での設置事例、とりわけ小中学校等の教育施設への導入

やこれを使用した自治体との連携による炊き出し訓練等について、さらにＬＰガスＧＨＰ

の設置事例も含めての紹介があり、これに対し消費者委員からもさらなる普及を期待する

声が上がった。 

谷企画官からも、７月の豪雨災害で猛暑の中、避難場所の体育館に、資源エネルギー庁と

してスタンドアローン型のクーラーを緊急配備した広島県の直近の実例紹介から、このよ

うな状況下においてもＬＰガスＧＨＰの活躍が期待でき、都市ガスエリアであったが既に

導入していた大阪府箕面市の３５の小中学校は、６月の大阪北部地震の際、貢献した例を

挙げた。 

さらに、東日本大震災の際にやはり活躍したＬＰガス自動車を、後に神奈川県及び大分県
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が公用車として積極導入した例を加え、避難所のＧＨＰとＬＰガス車は、生命を守るため

に必要であり、災害対応型ＬＰガスバルクと併せ自治体に対し導入を働きかけてほしい、

と述べた。 

 

５．総括コメント 

東京理科大学大学院 経営研究科 橘川 武郎 教授  

ＬＰガス懇談会は、消費者・事業者・行政が一堂に会して話し合うこと、そして地域ごと

に開催することに、大きな意味がある。南関東と北海道の懇談会に出ているが、南関東の

場合は「切り替え」の問題、北海道では「設備付き供給」が課題となり、話題が全く異な

る。 

今年度は、従来の対話型からテーマ型となり、また地域の実態に合うよう南北懇談会の対

象県において長野県と埼玉県を入れ替えたのも良かったと思う。 

ブローカー問題については、経済産業局（消費者庁ではなく）が扱う特商法ベースにチェ

ックを入れ議論すべきである。事業者が消費者を訪問する際は、社員証を付ける等ブロー

カーが動きにくくする等の対策を講じ、訪問勧誘を受けた際も、消費者がブローカーか否

かを見分ける力も必要である。 

料金公表については、「他社に知られたくないから料金を公表できない」は、モノを売るの

に料金を知らせないということと同様でおかしな話であり、市場メカニズムが働いておら

ず、競争がないことが背景にあるからと思われる。 

電話での問い合わせは、消費者と話ができるビジネスチャンスと捉えるべきで、料金透明

化のポイントはここにある。 

また、南関東は都市ガスエリアが広く、防災の観点では日本一脆弱と言える。大都市の屋

外熱需要において、分散型エネルギーであるＬＰガスしかできない大きな市場を開拓すべ

き。さらに、高齢者にはオール電化を勧める一方で、熱需要にはＦＲＰ容器のＬＰガスで

の対応も可能であることをＰＲすることも必要である。災害時に最後の砦となるＬＰガス

の供給について、学校への普及が始まっていることは良いことであり、ＧＨＰも病院、大

型スーパーで広げてほしい。 

尚、豪雨の場合は容器流出の問題があるので、この対策について議論する必要がある。 

 

以 上 
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平成３０年度 中部地方ＬＰガス懇談会 議事概要 

 

Ⅰ．日 時      ：平成３０年１０月１６日（火)１３：００～１６：００ 

Ⅱ．場 所      ：名古屋ダイヤビルディング１号館 １６１会議室 

Ⅲ．出席者（３１名） 

消費者委員    ：吉田委員、三輪委員、梶田委員、原委員、青海委員 

事業者委員    ：後藤委員、澤田委員、中井委員、東狐委員、山本委員 

自治体委員    ：彦坂主任、吉田主事、松本主任、刀祢田主事、安藤課長補佐、 

杉山課長補佐、澤村班長 

学識経験者委員：内山委員 

行政等    ：資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課   目黒課長補佐 

中部経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 燃料課     嶋田課長 

同上         平山総括係長 

中部近畿産業保安監督部 保安課  水越液化石油ガス保安係長 

オブザーバー ：事業者団体 ５名 

司会     ：一般財団法人エルピーガス振興センター     嘉村専務理事 

事務局    ：広報室 野村・高梨・柳田 

Ⅳ．議事次第 

１．開会挨拶 

中部経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 燃料課 課長 嶋田 明彦 

２．資源エネルギー庁説明 

資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 課長補佐 目黒 浩 

３．産業保安監督部説明 

「最近のＬＰガス保安行政について」 

中部近畿産業保安監督部 保安課 液化石油ガス保安係長 水越 千里 

４．懇談 

・テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

  家庭用ＬＰガス（プロパンガス）料金の状況 

石川県生活協同組合連合会 専務理事 青海 万里子 

‐休憩‐ 

・テーマ２．災害対応の現状と課題 

  愛知県ＬＰガス協会 ＢＣＰの説明 

一般社団法人 愛知県ＬＰガス協会 会長 後藤 庄樹 

５．総括 

                                  青山学院大学 総合文化政策学部 教授 内山 隆 
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Ⅴ．議事内容 

１．開会挨拶 

          中部経済産業局 資源エネルギー環境部 燃料課 嶋田 明彦 課長 

電力・都市ガス自由化の中で消費者にＬＰガスを選んでもらうために事業者が取り組む、

法律やガイドラインで示した標準料金の公開や内訳の消費者に対する説明等については、

ヒアリングや立入検査を通し、全国の中でもこの地方の事業者は大変頑張っていると認識

している。災害対応としては、管内に４７箇所の中核充填所が整備され、この９-１０月に

熱心な訓練があった。また、中部経済産業局は９月に南海トラフ地震発生に関する関係各

庁との調整会議を立ち上げており、本日の率直かつ忌憚ない意見交換を行政として参考と

したい、と述べた。 

 

２．資源エネルギー庁からの説明 

          資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 目黒 浩 課長補佐 

当地方の料金の公表率については、２年連続１位の岐阜県をはじめ、各県とも非常に高い

伸びを示したが、これは消費者に選ばれようとの各県ＬＰガス協会の高い意識の表れであ

る。他地区であるが、１０月１３日に報告された総務省北海道管区行政評価局による調査

結果では、昨年の経済産業省の調査で料金公表事業者とされた道内２１社中４社が実は未

公表または料金の内訳を記していなかった等が示されたことから、北海道地区に限らず、

省・局・自治体の三機関の緊密な連携による立ち入り検査が重要であり、さらに連携を深

めるべく、三機関による協議体の立ち上げを提唱したい。また今年は各地で大きな災害が

あったが、ＬＰガスは途絶せず、北海道地震のブラックアウトでもＬＰガス非常用発電機

が活躍し、ＬＰガスは実質的に最後の砦となった。ＬＰガス災害対応バルクへの補助金予

算も来年度は増額要請しており、追い風の今、自治体にも是非積極導入を検討してほしい、

と述べた。 

 

３．産業保安監督部からの説明「最近のＬＰガス事故について」 

中部・近畿産業保安監督部 保安課 水越 千里 液化石油ガス保安係長 

今年は当地方に台風通過が多く、各県ＬＰガス協会からの被害状況報告に感謝を述べると

とともに、全国及び管内の昨今の事故事例や傾向及び起因等の説明と、消費者向けリーフ

レットを使用し、ＣＯ中毒・酸欠についての注意喚起があった。 

 

４．懇談 

テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

「家庭用ＬＰガス（プロパンガス）料金の状況」 

           消費者委員：石川県生活協同組合連合会 青海 万里子 専務理事 

青海委員は、日本生活協同組合連合会による「家計･くらしの調査から見る家庭用ＬＰガス

料金の状況調査」での全国及び中部地方における結果報告に加え、石川県消費生活センタ

ーへの相談事例を紹介した。移転元のアパートと比べＬＰガス料金が１．５倍となり納得

できないとの賃貸住宅入居者からの相談で、入居前に不動産業者からＬＰガス料金やＬＰ

ガス事業者名についての情報がないことが問題であると指摘、資源エネルギー庁からの説

明で不動産業者に聞けばＬＰガス事業者名を教えてくれるとあったが、消費者自ら確認す
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ることはなかなか困難であるとの実態を伝えた。また、戸建て住宅での転居で、やはり入

居前にＬＰガス料金が比較できる状態になく、入居後に従前より５千円も高くなったこと

がわかり適正範囲を超えたことから相談に至った例が挙げられた。契約前に料金算定の説

明をし、納得の上契約し利用開始すれば、都市ガスに比べて高くなる正当な理由も理解さ

れ安心につながるので、災害に強く定期的メンテナンスサービスを受けられる等のメリッ

トと併せてデメリットもきちんと説明してほしいと、料金透明化への期待を寄せた。 

このプレゼンに対し事業者委員より、料金透明化については店頭やホームページでの料金

公表、契約後の料金改定内容の文書説明等、協会としてやるべきことはやり、問題点は行

政に相談しようとのスタンスで支部単位に進め、公表率は昨年度の調査より高くなったが、

調査回答のない事業者に対しては、行政が立入検査の際に指導をお願いしたいとの要請が

あった。また、都市ガスに比べＬＰガス料金が高いとの調査結果についてのプレゼンに対

し、国土の９５％と広範囲をカバーし、いかなる条件下でも配送する必要のあるＬＰガス

は流通コストが多少高くなることや、単純比較はできないが輸入量が圧倒的に多いＬＮＧ

に比べＬＰガスは日本入着ベースで既に高くなっている現状（熱量換算後）等に対し理解

を求め、まずは料金透明化の推進に切磋琢磨していくとの表明があった。 

また消費者委員からは、所属団体の会員は高齢化しているが、反面オピニオンリーダーと

して理解を広めてもらっている効果もあるので、プレゼンや説明のあったこれらの現状に

ついて、例会や勉強会等の場で会員にフィードバックしさらに理解を深めてもらう所存と

の表明や、料金改定時に計算表が添付されるようになったので計算したところピッタリ合

っており、まさしく透明化を感じたとの意見があった。さらに、地元公民館の改築の際は

オール電化の提案を阻止し、ＬＰガスとしたとの好例紹介もあった。 

 

テーマ２．災害対応の現状と課題 

「愛知県ＬＰガス協会 ＢＣＰの説明」 

                 事業者委員：愛知県ＬＰガス協会 後藤 庄樹 会長 

後藤委員は、南海トラフ地震等の広域災害発生時にＬＰガス事業者団体としての対応策と

して備えるべく、既存の災害対策要綱及びマニュアルに加えて策定したＢＣＰについて説

明した。 

同協会では、既存規程に基づき地域に密着して防災訓練を実施してきたが、ＢＣＰの観点

が無かったため、協会各支部・各分会の意見や県内事業者や全国及び他県ＬＰガス協会、

監督官庁へのヒアリング等のプロセスを経て、アクションプランを踏まえたＢＣＰを策定

した。県内１６ヵ所の中核充填所を中心とした通報体制とＬＰガス供給の流れをアクショ

ンプランシートに具体化し、より実践的にしたことが大きなポイントであるが、近隣充填

所の協力体制も重要であり、それには（容器管理の）共通バーコードが特に必要となると

して、この普及の重要性を併せて訴えた。 

これを受け、北陸地域の事業者委員からも、同地域は地震災害への危機感は低いとしなが

らも、災害対応の一環として、北陸３県災害時相互支援協定に基づく防災訓練やラジオに

よる防災ＣＭの実施や、ＬＰガス発電機寄贈等の社会貢献活動について紹介があった。 

これら事業者の災害への対応についての説明に対し、消費者委員からは、台風２４号によ

り停電となってもＬＰガスによる給湯と食事が可能であったので、料理のＩＨ化が高齢者

というより若い世代に及んでいる中、ＬＰガスを若い世代に使ってほしいとの意見、また
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地元のまちづくり協議会と共催で防災フェスタを開催し、県協の協力のもとＬＰガスによ

る炊出しやポータブル発電機の実演を行い、災害に対する強さをＰＲした例も紹介された。 

また、愛知県協のＢＣＰ策定に触れ、アクションプランシートについてより深く知りたい、

良いものはオープンに伝えるべきとの意見があり、これに対し愛知県協は、知的財産権保

護の観点からコンサルタント会社との契約により県協会員限りとなっているのが実情だが、

オープンにできるよう検討したい、と回答した。さらに、他県からもＢＣＰ策定を検討し

たいとの表明があった。 

最後に消費者委員より、町会施設や公民館等、防災拠点となる地域の施設におけるＬＰガ

ス防災関連設備の各県の設置状況についての質問と、自治体での公民館等への設置に対す

る要望があがり、各事業者委員より、ポータブル発電機や投光器、炊飯器をはじめ調理器

具等の災害対応機器の配備状況が説明された。 

事務局からも、ＬＰガス災害対応バルクシステムに対する国の補助金の利用について案内

を加え、併せて目黒課長補佐からも、菅官房長官より来年度中の全国小中学校への空調完

備が提唱されていることから、そのエネルギーの選択肢として災害に一番強く、来年度予

算を増額要請しているＬＰガスを市町村にＰＲしてほしい、と事業者委員に対し避難所等

社会的重要インフラへのＬＰガス登用努力を促した。 

 

５．総括コメント  

青山学院大学 総合文化政策学部 内山 隆 教授 

料金透明化につては、信頼が成就されていればＢｔｏＣ、ＢｔｏＢに拘らず諸取引におい

て問題とならないが、世の中の激変で「競争」が一つの命題となっており、新規参入があ

りそれに関心を持つという状況が必然となると、やはり透明化は必要となってくる。 

高い安いについては、料金というものは市場が決定するということは経済学の常識であり、

原価とコストの積み上げを追及しても、問題解決とならない。 

しかし、両者の満足に最終的に寄与するのは、やはり売り手と買い手のコミュニケーショ

ンにより信頼関係を構築することに尽き、その上で書面交付、契約・料金の詳細説明等を

徹底してほしい。 

また、これだけ日本に災害が多いと、社会レベルでのＬＰガス対応の必要があるが、いざ

という時に不稼働とならぬよう、普段からの常用を心掛けることと、定期的な訓練や、何

よりも日頃からの情報提供が必要である、と総括した。 

 

以上 
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平成３０年度 近畿地方ＬＰガス懇談会 議事概要 

 

Ⅰ．日 時      ：平成３０年１０月５日（金)１３：００～１６：００ 

Ⅱ．場 所      ：阪急グランドビル ５・６号室 

Ⅲ．出席者（３８名） 

消費者委員    ：齊藤委員、中江委員、右近委員、角田委員、金光委員、中原委員 

事業者委員    ：渡辺委員、青山委員、小中委員、大先委員、金本委員、松倉委員、 

福島委員 

自治体委員    ：廣田主事、原田副主幹、杉原課長、椎木副主査、岡田主査、 

米田主任主事、速水主事、市川主事 

学識経験者委員：土佐委員 

行政等    ：資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課   目黒課長補佐 

近畿経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部    丸山電源開発調整官 

近畿経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 資源・燃料課  大西課長 

中部近畿産業保安監督部 近畿支部 保安課 伊藤液化石油ガス監督官 

オブザーバー ：事業者団体 ８名、 

司会     ：一般財団法人エルピーガス振興センター     嘉村専務理事 

事務局    ：広報室 野村・中谷・柳田 

Ⅳ．議事次第 

１．開会挨拶 

近畿経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 電源開発調整官 丸山 力 

２．資源エネルギー庁説明 

         資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 課長補佐 目黒 浩 

３．産業保安監督部説明 「ガスを安全に使用するために」 

中部近畿産業保安監督部 近畿支部 保安課 液化石油ガス監督官 伊藤 信一 

４．懇談 

・テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

 料金透明化・取引適正化の現状と対応 

                    甲南大学 法科大学院 教授 土佐 和生 

 日本生協連の「家計・くらしの調査」から見る 家庭用ＬＰガス（プロパ

ンガス）料金の状況 

              市民生活協同組合ならコープ 組合員理事 金光 結香 

‐休憩‐ 

・テーマ２．災害対応の現状と課題 

 大阪府北部を震源とする地震による被害及び対応状況

一般社団法人 大阪府ＬＰガス協会 会長 大先 明 

・テーマ３．ＬＰガス事業者に求められる地域貢献 

 高齢者等の見守りの協力に関する協定 

一般社団法人 和歌山県ＬＰガス協会 会長 福島 幹治 

５．総括 

甲南大学 法科大学院 教授 土佐 和生 
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Ⅴ．議事内容 

１．開会挨拶 

          近畿経済産業局 資源エネルギー環境部 丸山 力 電源開発調整官 

ＬＰガスは全国総世帯の約４割で使われ、災害時にもすぐに復旧する最後の砦である重要

なエネルギー源。電力・都市ガスの小売り自由化が進み、元々自由料金のＬＰガスは料金

の不透明性や取引の問題点が指摘され、昨年来資源エネルギー庁により液石法施行規則の

一部改正及びガイドラインを制定した。これらを事業者が遵守し、消費者に選ばれるエネ

ルギーとしてこれからも躍進することを期待し、ＬＰガスの利用環境をより良いものにし

ていきたい。実りある会議となることを祈念する、と述べた。 

 

２．資源エネルギー庁からの説明 

          資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 目黒 浩 課長補佐 

各県協の尽力により、昨年度のＬＰガス料金公表状況調査で、殆ど全県で公表率が向上し

全国ワースト２県がベスト圏内に入る等躍進した。未だ完全ではなく途半ばであるが、料

金透明化の取り組みも３年目となり、公開を完了してほしい。次の段階として、特に集合

住宅において散見されるＬＰガス従量料金に消費設備費用を含むことについて、これを不

可とした省令改正の順守に向け、国交省の協力のもと、大家及び不動産業界に対する調査

を９月に開始した。ドアホンやエレベーターの設置を条件にＬＰガスの採用することは、

大家の事業者に対する優越的地位の濫用に相当し、また少子高齢化とマンション・アパー

ト過剰供給の需給バランスの崩れによる入居者獲得合戦で、設備費用を含むことで料金が

高くなるＬＰガス物件が選ばれないこととなると、結果的に不良債権化を招く。この調査

は、健全とはいえないこの商慣習が両者にとって得策ではないことを理解してもらうこと

を目的とする、と国の料金透明化に対する継続的な取り組みを示した。 

また今年の災害に触れ、福井の豪雪、台風、大阪北部及び北海道の地震で、ＬＰガスに大

きな被害がなく、災害への強さが再認識されたことから、是非この「安心」を今売り込ん

でほしいとのメッセージと、災害対応バルクシステム等設置の来年度の補助金予算増額に

ついて要求中であることが示された。 

さらに立入検査については、昨年より経済産業省でも取引適正化の観点で開始しており、

経済産業局や府県庁も国民に安心をアピールできるよう、従前からの保安を中心とした検

査と同様に重要である取引適正化の検査にも注力してほしい、と要請した。 

 

３．産業保安監督部からの説明「ガスを安全に使用するために」 

      中部近畿産業保安監督部 近畿支部保安課 伊藤 信一 液化石油ガス監督官 

昨今のＬＰガス事故の傾向について、事故件数は事業者の保安業務への努力や消費者の意

識向上、ガス機器の安全装置の進歩等により年々漸減傾向にあったが、昨年度は全国、近

畿地方とも事故が増加したこと、漏洩、火災、爆発の順で事故件数が多かったことが報告

された。使用していないガス栓を開け事故につながった消費者事故例、屋内外のリフォー

ム等の工事でガス管を損傷しガスが漏洩する他工事事故例、さらにガス機器の長期使用製

品安全点検制度の利用促進について説明があった他、本年３月より近畿支部においてＳＮ

Ｓによる情報発信を開始し、大阪北部地震の際、メーター遮断時の復帰方法をＳＮＳで伝

えたことが説明された。 
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４．懇談 

テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

① 学識経験者委員：甲南大学 法科大学院 土佐 和生 教授 

② 消費者委員：市民生活協同組合ならコープ 金光 結香 組合員理事 

土佐委員は、１０年来議論を重ねてきた本件についてようやく法整備が進んだことは喜ば

しく、消費者に納得してＬＰガスを利用いただくためには、「情報の不意打ち」をなくすこ

とが販売事業者に求められているということであり、進む情報化や少子高齢化の波に立ち

向かうべく、第二の創業との気概で臨んでほしいと呼び掛けた。また消費者としても「情

報感度を上げる」努力が必要、行政には消費生活セクションと保安セクションの連携強化

を望む、として今後も料金透明化・取引適正化につながる各方面の取り組みを期待した。 

また金光委員からは、日本生活協同組合連合会が２０１８年１月～６月に実施した「家計･

くらしの調査から見る家庭用ＬＰガス料金の状況調査」により、都市ガス／ＬＰガスの料

金比較においてＬＰガスが高く、同じＬＰガスでも同一事業者での料金のバラつきや集合

住宅／戸建住宅間の格差がある等の結果は、全国でも近畿地方でも同様であり、消費者が

住宅を選ぶ際は、家賃だけではなく光熱費での観点も必要となってくるとの指摘があった。 

これに対し事業者委員からは、保安の確保と安価で透明性ある料金といった反比例する要

素の両立に向けた取り組みに苦慮している実状を訴えつつ、都市ガスとの比較グラフにお

いて逆転を図るべく努力し、安心・安全を消費者に伝えるとの全国ＬＰガス協会の至上命

令を達成したいとの表明があった。 

続けて他の消費者委員より、多くのＬＰガス消費者が選ぶというより使わざるを得ない環

境にあるのが実状と思われる中、（料金や取引の）問題点に気付かず行動を起こしていない

原因を消費者に持たせるのは如何なものか、との疑問を呈しながら、府県協会は行政の消

費生活部門の相談窓口との連絡を密にし、消費者からの苦情や気づきを確認する必要があ

るとの意見があった。 

また、自身が集合住宅経営者である消費者委員より、家賃やガス代等全てを管理会社が管

理するケースが多いので何らかの規制が必要との意見もあり、これに対し資源エネルギー

庁は今般の調査を通じ、行政課題として確りと対応していきたいと表明した。 

 

テーマ２．災害対応の現状と課題 

「大阪府北部を震源とする地震による被害及び対応状況」 

             事業者委員：一般社団法人 大阪府ＬＰガス協会 大先 明 会長 

大先委員によるプレゼンでは、都市ガスエリアである箕面市への大阪府ＬＰガス協会の長

年の働き掛けで市長が判断し、同市立全小中学校２０校の体育館にＬＰガスＧＨＰエアコ

ンが本年３月までに整備されたことで、６月に発生した大阪北部地震及び７月の台風２１

号の際、避難所指定となった学校での空調及び発電機が稼働し貢献したことについて紹介

があり、電気や都市ガスと比べＬＰガスの災害時対応力の高さを伝えた。 

また、他地区の事業者委委員からも、自治体への避難所でのＬＰガス設備採用のアプロー

チや災害協定の締結状況、災害対策マニュアルの制定と周知状況に加え、中核充填所の稼

働訓練状況等について説明があった。 

これらに対し消費者委員からは、避難所のＬＰガス採用事例を踏まえ、事業者による自治
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体へのさらなる働き掛けと自治体の積極対応を期待する声が上がり、特に府県知事や市町

村長への働き掛けも重要であるとの意見もあった。 

 

テーマ３．ＬＰガス事業者に求められる地域貢献 

「高齢者等の見守りの協力に関する協定」 

          事業者委員：一般社団法人 和歌山県ＬＰガス協会 福島 幹治 会長 

福島委員からは、かねてより同協会が推進する「高齢者保安対策推進事業」の一環として、

和歌山県（本年７月）及び和歌山市（本年５月）との間で締結した「高齢者等の見守りの

協力に関する協定」について紹介があった。 

この協定は、地域に住み慣れたひとり暮らし高齢者が安心して事故無く生活できるよう、

両自治体と電力、運輸、ＪＡ、新聞、生協等日常業務で高齢者との接触機会の多い諸企業・

団体との間で締結するもので、ＬＰガス分野では同協会が、容器交換時やメーター検針時

の声掛けや異変発見時の対応等について明確化した。同様に兵庫県と県協会との間でも「兵

庫県地域見守りネットワーク応援協定」を締結している旨が、兵庫県ＬＰガス協会からも

紹介された。 

顧客と実接点のあるＬＰガス販売・供給事業が、地域の見守り活動に貢献している好例で

あるが、一方で事業者の高齢化や減少で緊急時対応が困難になりつつある実状が訴えられ、

消費者委員からも配送委託の場合は声掛けがなく、事業者の顔が見えないとの声もあった。

しかしながら、保安啓蒙パンフレットが年に数回配布されており、呼べばすぐ対応してく

れる状況で不安なく供給を受けているとの消費者意見もあり、厳しい環境下でＬＰガスが

選ばれる為の事業者の努力と保安への傾注が伺われた。 

  

５．総括コメント  

甲南大学 法科大学院 土佐 和生 教授  

学識経験者委員として土佐教授は、これまでにはないテーマ別の議論展開となり、「料金透

明化・取引適正化」についてもベキ論をやっと越え、次の達成課題を浮かび上がらせるま

でにこの懇談会が発展したとして、 

①スマート且つスモールコミュニティをどう作っていくかを（経産省のみならず）国交省

や総務省との関連等、多岐に亙る総合的な政策の中でＬＰガス事業を考えていくべき。 

②取引適正化の問題は、受け身から攻めへ。当初の受動的な対応ではなく、如何に戦略的・

戦術的に積極的に対応していくことが必要で、事業者団体としては、経営基盤の脆弱な事

業者に対し、如何に経営指導して行くか。 

③災害対応や地域貢献に共通して言えるのは、少子高齢化への対応として、民ができない

ことを全部官が支えるということではなく、官民の新たなパートナーシップをどう作って

いくか。 

これらの課題に対し、自治体、事業者、消費者が知恵を絞り工夫を重ねて新たな取り組み

方法を構築していくべきである、と懇談会を締め括った。 

 

以上 
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平成３０年度 中国地方ＬＰガス懇談会 議事概要 

 

Ⅰ．日 時      ：平成３０年１１月３０日（金)１３：００～１６：００ 

Ⅱ．場 所      ：ＴＫＰガーデンシティ PREMIUM広島駅前 ホール２Ａ 

Ⅲ．出席者（３３名） 

消費者委員    ：宮川委員、田中委員、大西委員、高田委員、吉冨委員 

事業者委員    ：水谷委員、蔵本委員、藤田委員、石井委員、服部委員 

自治体委員    ：竹本主任、木下主査、村上主任技師、倉敷次長、田邊調整監、 

小泉主幹、坂根主任 

学識経験者委員：北野委員 

行政等    ：資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課    目黒課長補佐 

中国経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部         斎藤部長 

中国経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 資源・燃料課   平岡課長 

          同上           柳田課長補佐 

中国四国産業保安監督部 保安課   杉浦液化石油ガス監督官 

オブザーバー ：事業者団体 ６名 

司会     ：一般財団法人エルピーガス振興センター     嘉村専務理事 

事務局    ：広報室 野村・中谷・徳光 

 

Ⅳ．議事次第 

１．開会挨拶 

中国経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 部長 斎藤 秀幸 

２．資源エネルギー庁説明 

資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 課長補佐 目黒 浩 

３．産業保安監督部説明 

「最近の液化石油ガス保安行政について」 

中国四国産業保安監督部 保安課 液化石油ガス監督官 杉浦 克紀 

４．懇談 

  テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

 中国地域における液化石油ガス料金の透明化及び公表についての取り組みについて  

一般社団法人 広島県ＬＰガス協会     会長     石井 幸治 

‐休憩‐ 

   テーマ２．災害対応の現状と課題 

 災害対応の現状と課題について 

一般社団法人 岡山県ＬＰガス協会    副会長 藤田 尚徳 

５．総括 

広島経済大学 経済学部 メディアビジネス学科 主任教授 北野 尚人 
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Ⅴ．議事内容 

１．開会挨拶 

             中国経済産業局 資源エネルギー環境部 斎藤 秀幸 部長 

２０年ほど前に資源エネルギー庁でＬＰガスを担当し、この懇談会にも出席したが、まだ

この議論を続けているのか、の感である。米国からの輸入が増え中東依存度が低減したこ

と、災害に強く優れた特性を有するというメリットがありながら、電力・都市ガスの自由

化の中で料金や取引の不透明性でＬＰガスが消費者に支持されないとすれば大変残念であ

る。行政による指導には限界があるが、消費者はＳＮＳで容易に情報発信と拡散が可能で

ある。消費者が主役となって声を上げ、これに応えることで選ばれる事業者となってほし

い、と述べた。 

 

２．資源エネルギー庁からの説明 

          資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 目黒 浩 課長補佐 

電力・都市ガスの自由化がトリガーとなって、ＬＰガスの料金透明化・取引適正化への取

り組みが進み、都道府県ＬＰガス協会の尽力で料金公表率も全国的に高まり、中国地方各

県は全国平均を上回った。しかしながら、消費者サイドの料金に対する認識が益々高まっ

ている中で、集合住宅ではＬＰガス事業者による住設提供を前提に建設が進み、住設費用

は消費者に請求するという実態があるが、これもＬＰガス料金の不透明性の一因であり、

消費者に選ばれようとする努力の一方で、選ばれない要因を抱え続けている。ＳＮＳで実

態が広まれば事はさらに悪化し、信頼の回復は容易ではない。保安業務をサービス提供と

考え、営業の一環として高い信頼を得てほしい、と述べた。 

また、総務省北海道管区によるＬＰガス取引適正化についての北海道経済産業局等に対す

る行政評価で、（取引適正化が進んでいない部分があることから）行政間の連携強化が必要

と指摘されたが、この動きは北海道に限らないと思われ、１２月に各経済産業局に対し説

明する予定であると述べた。 

災害対応については、ここ数年でＬＰガスによるＧＨＰや発電に対する認知が高まり、議

員からも関心が寄せられている状況である。長期保存でも劣化しない特性や学校空調等に

ついてもＰＲを強化すると共に、過疎化も商圏の広がりと捉え、支援は惜しまないので繰

り返し発信してほしい、と業界を応援するとともに、現在３４２カ所の中核充填所でカバ

ーできていない地域もあり、この強化についても検討中であるとの示唆もあった。 

 

３．産業保安監督部からの説明「最近の液化石油ガス保安行政について」 

          中国四国産業保安監督部 保安課 杉浦 克紀 液化石油ガス監督官 

昨今のＬＰガス事故の傾向について、ガス漏れや火災・爆発等の事故発生状況の概要から、

その原因者と内容、具体的な注意点と対策、またＣＯ中毒事故防止策について説明があっ

た。 

 

４．懇談 

テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

「中国地域における液化石油ガス料金の透明化及び公表についての取り組みについて」 

                 事業者委員：広島県ＬＰガス協会 石井 幸次 会長 
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石井委員は、事前に用意された資料に加え、全国ＬＰガス協会策定の「ＬＰガス販売指針」

を当日配布し、まず販売事業者として守るべき５原則に集約される適法・適正性の内容に

ついて説明後、中国地方５県の協会連合会及び広島県協の取り組み状況について、次のと

おりプレゼンした。 

中国地方連合会（中国５県ＬＰガス協会の集合体）の活動として、石油流通課 谷企画官よ

り、ＬＰガス情勢及び料金透明化・取引適正化について講演いただき、５県３５０名の事

業者が聴講した。また、料金公表状況については、全県とも取り組んだ結果、前年及び全

国平均を上回り一定の前進となったが、十分とは言えず今後も努力を継続する所存である。 

広島県での取り組みとしては、昨年度の中国地方懇談会において、３割の消費者が契約書

面を未受領であるとの委員報告を受け、県協会としてもお客様相談所委員の３消費者団体

による協力のもと、同様の実態調査を実施した。その結果、１７１件の回答の５９％が未

受領または受領不明であったことが判明し、書面保管への方策や、書面内容の表現方法、

交付方法について検討を進めている。 

また、同調査の記述回答では、ガス料金（の絶対値）に関する意見が３割、安全・災害に

関する意見が３割、その他ガスの情報、ガス器具、サービス等の順に意見が多かった一方、

料金透明化・取引適正化、エネルギー自由化に関する意見は少なかった。 

これらの意見を受け、料金に関しては透明化活動を継続していくとともに、共同充填や共

同配送等によるコストダウンをさらに進め、固定費低減を図る努力を進め、安全の確保に

ついては、自主保安活動の継続と４年に１回の保安点検、及び供給設備の期限管理の徹底

や集中監視システムの導入により、事故の未然防止に努める。 

最後に、料金透明化・取引適正化にこれまで以上に取り組む一方で、料金を如何に下げる

か、事故を如何に未然に防ぐか、万一の事故・災害に如何に迅速に対応するか、ＬＰガス

協会として事業者とともに積極的に取り組んでいく所存である、と述べた。 

プレゼンに続き、他の事業者委員からも同様に、書面交付や内容改訂等の改善や、料金公

表率の更なる向上を含む透明化促進の取り組み等について説明があった。 

事業者委員のプレゼンや説明に対し、消費者委員の広島県生活協同組合連合会高田専務理

事は、昨年の当懇談会で同生協連の調査報告で１４条書面交付の不備を訴えた際、行政よ

り事業者は指導通り実施しているとの発言があったことに関し、この議論を広島県ＬＰガ

ス協会が真摯に受け止め独自の調査を実施したことを評価した。料金透明化については、

未だ低いレベルであるとの実感であり、消費者団体での啓発活動は限られたものであり、

行政の力も借り消費者全体への啓発が必要と考え、苦情・相談等の窓口の充実を図りたい

との意向を示した。さらに、総務省の北海道経産局に対する行政調査でＬＰガス料金透明

化について不十分との評価であったことに触れ、透明化が進み適正な競争とならなければ

自由料金の意味も少ないと思うが、事業者はどのように考えるのか、と問い掛けた。 

これに対し石井事業者委員は、地域や事業者により料金が異なることはやむを得ないと考

えており、協会として料金の絶対値に触れることもできないが、料金の公表については十

分でないのが実態であり、この改善と併せ住宅設備費用をガス料金に隠さず三部制として

明記する等の対応策を検討中である、と回答した。 

さらに高田委員より、同一地域で事業者により料金が異なることは問題ではないか、集合

住宅での料金価格差問題もあるのでは、との問い掛けがあり、これに対しまず事務局より、
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「公表」とは自宅の料金レベルが地域でどんなポジションにあるかを知ることができ、知

った上で自由に選択ができる状態にあることであり、また住宅設備費用の持ち分について

も説明しなければ請求できないこととなった、との論点整理を行った上で、目黒課長補佐

がさらに次のように説明を加えた。 

ＬＰガス料金に設備費用を含むこと自体は問題ないが、消費者がそのことを知らない状態

で料金を払い続けることが問題である。料金の内訳を明示し、消費者が納得して支払うこ

とが前提であり、従量料金に消費設備費用を溶け込ませることに消費者の納得が得られる

とは言えず、納得がいかない場合、消費者は事業者をスイッチする権利がある。さらに、

北海道での総務省の調査結果についてはどう受け止めるのか、との高田委員による問い掛

けたが、目黒課長補佐は、北海道経済産業局の総務省に対する回答はこれからであり、現

時点では確たる言及ができないとした。 

その後議論がやや平行線となったため、今後もこの懇談会やその他の場で意見交換を重ね

ていくことを確認し、次のテーマに移った。 

 

テーマ２．災害対応の現状と課題 

     「災害対応の現状と課題について」 

                事業者委員：岡山県ＬＰガス協会 藤田 尚徳 副会長 

藤田委員によるプレゼンでは、本年７月に中国地方を襲った豪雨による河川氾濫、浸水、

土砂等の災害について、岡山県におけるＬＰガス販売事務所や充填所等供給設備の浸水・

損壊及び容器流出等の被災状況と、同協会による対応について次のとおり説明があった。 

全協会員一致団結の下で災害対応に当たり、被害の著しかった真備町浸水地域の消費者避

難後の留守宅の応急点検も気温３６度の炎天下で行われたが、復旧は緒に就いたばかりで

（懇談会当日現在）、完全復旧はまだ先の見通しである。 

容器流出の回収は、四国を含め近隣県からの応援もありほぼ完了しているが、今後の大規

模災害においては復旧への協力体制が大きな課題であることを痛感した。ＬＰガス業界の

人材として外国人登用の検討も必要と思われる。 

被災者支援の一環として、避難所での炊き出しやその他のＬＰガス機器類の設置を行い、

中でもＬＰガス衣類乾燥機が有効であった。さらに、日本赤十字社に対する義援金１５０

万円の贈呈も実施した。 

今後の課題として、ＢＣＰの策定、大規模災害に備えた職員確保や勤務体制、通信・連絡

手段の確保についてさらに検討を重ねる所存であり、特に人材と通信の確保については行

政にも相談していきたい、と述べた。 

続いて他の事業者委員より、災害対応策の一環として、県協会による災害対策講習会の開

催、中核充填所防災訓練、緊急通報出動訓練、高齢者保安点検、避難所設備点検等の取り

組み状況が紹介された。 

また、２０１７年から２０１８年の年末年始に２週間の停電が発生した豪雪地域に住まう

消費者委員からは、オール電化に変えて大変困った例の紹介や、安全面からオール電化を

家族から勧められる高齢者に対して、ＬＰガスの安全さを改めて伝えたいとの意見があり、

さらに防災訓練への参加経験から、行政に対し避難所へのＬＰガス炊き出し設備設置への

要望意見や、消費者団体の会員がＬＰガス災害対応バルクを設置した実例が紹介され、災
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害時のエネルギー対策に対しＬＰガスへの大きな期待が寄せられた。 

目黒課長補佐からも、本年度災害対応バルク予算は既にこの９月で消化となる勢いであり、

来年度予算についても増額を要求中なので、是非設置について積極的に検討願いたいと呼

び掛けた。 

さらに、充填所等のＬＰガス設備損壊や容器転倒及び流出があったが、二次災害に至らな

かったことは、ＬＰガスは災害に強いとの立証である、との学識経験者委員の意見を受け、

県ＬＰガス協会が二次災害を防止すべく消費者に対しＰＲを実施したことにもよるが、元

来ＬＰガスは容器より放出があった場合でも、５０kg で約３０分程度と短時間で放出完了

となる上、降雨によりガスは拡散されるので、幸い二次災害に至らなかったものと思われ

る、との説明を事業者委員が加えた。 

 

５．総括コメント  

         広島経済大学 経済学部 メディアビジネス学科 北野 尚人 主任教授  

学識経験者委員である北野教授は、主役は消費者であり、前向きな変化を促す役割を有し

ているので、この懇談会は大変意義のある意見交換会であると考える、とした上で、 

①テレビや新聞を見ず、殆どの情報をスマートフォンから得る学生や、「ＬＰガス」と「液

化石油ガス」が同一のものであることを知らずこれからエネルギーを選ぶ若い消費者に対

し、如何に情報発信していくかが課題となってくる。 

②情報発信には、方法論とコンテンツの両面があり、この掛け算で進んでいく。方法論と

しては、ウェブサイトでの料金公表の発信や、ＳＮＳでの事業者や取引に関する評価情報

が大きな要素となる。ホームページのない企業は、存続を許されない。協会がホームペー

ジビルダーを斡旋しては如何か。またコンテンツとしては、人口減少や過疎化、エネルギ

ー自由化等で競争環境が変化し激化していること、また入学する消費者もあるが卒業もあ

ることを事業者は十分理解した上で充実させていくことが必要である。 

③ＬＰガスは劣化しない、二次災害が起きにくい、応用範囲が広い等の好条件についてＰ

Ｒが少ないと感じる。是非積極的に情報発信してほしい。 

④選び選ばれるウィンウィンの関係を、この懇談会で構築していってほしい。 

と述べ、懇談会を締め括った。 

 

以上 
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平成３０年度 四国地方ＬＰガス懇談会 議事概要 

 

Ⅰ．日 時      ：平成３０年１１月１２日（月)１３：００～１６：００ 

Ⅱ．場 所      ：リーガホテルゼスト高松 ダイヤモンド西 

Ⅲ．出席者（２８名） 

消費者委員    ：泉委員、安田委員、木原委員、中野委員 

事業者委員    ：赤松委員、髙瀬委員、髙須賀委員、小野委員 

自治体委員    ：大山副主幹、幸泉課長補佐、山﨑チーフ、久保所長、 

宮本主任主事 

学識経験者委員：植木委員 

有識者委員  ：角田委員 

行政等    ：資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課   目黒課長補佐 

四国経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部         橋場部長 

四国経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 資源・燃料課   範国課長 

          同上           岡﨑課長補佐 

中国四国産業保安監督部 四国支部 保安課  宮本産業保安職 

オブザーバー ：事業者団体 ３名 

傍聴者    ：販売事業者 １名 

司会     ：一般財団法人エルピーガス振興センター     嘉村専務理事 

事務局    ：広報室 野村・高梨・柳田 

 

Ⅳ．議事次第 

１．開会挨拶 

四国経済産業局 資源ｴﾈﾙｷﾞｰ環境部 部長 橋場 芳文 

２．資源エネルギー庁説明 

資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 課長補佐 目黒 浩 

３．産業保安監督部説明 

「最近のＬＰガス保安行政について」 

中国四国産業保安監督部 四国支部 保安課 産業保安職 宮本 大輔 

４．懇談 

  ・テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

  「料金透明化・取引適正化問題の現状と対応」 

一般社団法人 日本ガス協会 地方支援担当理事 角田 憲司 

‐休憩‐ 

・テーマ２．災害対応の現状と課題 

「西日本豪雨に伴う初動対応と今後の課題」 

                      一般社団法人 愛媛県ＬＰガス協会 会長 髙須賀 秀行 

５．総括 

香川大学 名誉教授 植木 英治 
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Ⅴ．議事内容 

１．開会挨拶 

              四国経済産業局 資源エネルギー環境部 橋場 芳文 部長 

電力・都市ガスが小売り全面自由化となり、消費者が価格やサービスを比較し自由に選べ

ることとなったことで、エネルギー間の垣根を越えた競争が始まった。ＬＰガスが選ばれ

るためには公正・透明な取引構造が求められることから、液石法省令の一部改正、ガイド

ラインの制定及び見直しを実施したが、今後も消費者保護の充実と環境整備を図り、ＬＰ

ガス産業の振興に取り組む。 

ＬＰガスは、平時の産業や国民生活を支えるだけでなく、喫緊の課題である大災害下での

エネルギー供給において貢献できる重要な役割を担っており、頻発する自然災害や発生が

危惧される南海トラフ巨大地震に対応するため、ＬＰガス供給体制の強靭化を進める。 

消費者、事業者、行政が一堂に会するこの懇談会で、忌憚なく情報提供と意見交換を行い、

消費者利益の向上とＬＰガス産業の健全な発展に資するべく、有意義な懇談としてほしい、

と述べた。 

 

２．資源エネルギー庁からの説明 

          資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 目黒 浩 課長補佐 

料金透明化に各県ＬＰガス協会が確り取り組んだ結果、全国的に料金公表率が向上した。

消費者に選んでもらうには、事業者の取り組み姿勢が表われることが非常に重要である。 

また、集合住宅での設備費用を家賃ではなくＬＰガス料金に含む商慣行があるが、このま

ま継続すると少子高齢化・過疎化及び住宅供給過剰の中、ＳＮＳでＬＰガス料金が高い等

の物件情報が出回り、入居者を逃し不良債権化するのでやめようとの方向で、入居者及び

大家・管理会社の両サイドに対し実態調査を開始した。さらに消費者への啓発及びＬＰガ

ス販売事業者の営業料金透明化・取引適正化のツールとして発行した「ＬＰガスのある暮

らし」リーフレットを活用してほしい。 

今般、総務省北海道管区行政評価局が北海道経済産業局に対し、立入検査によるメスの入

れ方が不十分なのではないかとして、料金透明化・取引適正化が進むよう、都道府県及び

各県ＬＰガス協会と情報共有し立入検査等の指導内容について定期的に打ち合わせよ、と

の指導が下りた。この動きが四国にも波及する可能性もあり、四国経産局が国の立場で取

引適正化を進めていく中で、各県ＬＰガス協会は経産局と連携してほしい。石油流通課と

して、他地域の経産局にも、都道府県や各県ＬＰガス協会との連携を呼び掛けていく予定

である。 

防災については、今年の大きな諸災害においてＬＰガスへの期待感が非常に高まった。菅

官房長官による来夏までに全国の小中学校への空調導入の検討発言があり、ＬＰガス災害

バルク予算も本年度の６億に対し来年度は８．５億に増額要求しているので、是非自治体

にはＬＰガスバルクの導入を検討願いたい。さらに中核充填所についても、来年度以降増

やすべく、支援措置を検討するが、現在中核充填所の手の届かないエリアがどれだけどこ

にあるのか、まず調査したい。併せて、避難所へのＬＰガス導入についてもこの場を借り

お願いする、と述べた。 

 

３．産業保安監督部からの説明「最近のＬＰガス保安行政について」 
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          中国四国産業保安監督部 四国支部 保安課 宮本 大輔 産業保安職 

第１０回産業構造審議会保安分科会液化石油ガス小委員会での配布資料の一部抜粋による

資料により、平成２９年度のＬＰガス事故発生状況についてその傾向と分析結果及び考察

について説明、また起きやすい事故及び対策方法等について経済産業省作成の一般消費者

向け啓発パンフレットの紹介があった。特にＣＯ中毒・酸欠の事故が他現象事故と比較し

非常に多くなっている現状から、ＣＯは無色無臭で極めて毒性が高いため、ガスコンロ等

の調理機器を使用する際は、機器の掃除や換気を十分に行い安全な使用を、と注意喚起し

た。 

 

４．懇談 

テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

「料金透明化・取引適正化問題の現状と対応」 

         有識者委員：一般社団法人日本ガス協会 地方支援担当 角田憲司理事 

角田委員は、都市ガス業界出身かつＬＰガス事業経営の経験から、まずこのテーマを巡る

状況の整理や、何のための料金透明化・取引適正化か、根本解決への道のりや新たな勝ち

組の定説を創り上げるための提言について、プレゼンテーションを行った。 

どの業界でも規制緩和・改革を進めるときは、「万人向けの高潔なルール」造りとなる。都

市ガスの審議会で、自由化にあたりＬＰガスのように不透明になってはダメと消費者団体

から言われたが、公共料金であった電力・都市ガスは、自由化となってもルールに従うこ

とに慣れていた。反面、ＬＰガスは事業者が多く複雑で、かつ賃貸集合住宅問題のように

当業界の自助努力だけでは解決困難な状況があり、息の長い取り組みの必要性を述べた。 

消費者は自分の料金がわからず、他社を選ぼうにも標準がわからないので選びようがない

「情報の非対称性」のある環境であり、消費者からの事業者選択による事業者間競争が働

きにくいので、これを整備し選ぶ選ばれる環境とすべく、時間がかかるが料金メニューを

集約し開示・説明することが重要であるとした。 

また、行政措置によるガバナンスには限界があり、ボールは自分たちにあると思って消費

者が動くことも重要である。北海道で行政評価が入ったが、消費者団体による実態調査や

研究による建設的な指摘も行われているとして、参考照会を呼び掛けた。 

さらに、消費者から選ばれる勝ち組への道として、消費者団体、事業者団体等が一緒にあ

るべき事業者のガイドラインを策定し優良事業者を選定する「ＬＰガス版ミシュラン制度」

を提案した。 

このプレゼンに対し事業者委員からは、料金透明化については店頭やホームページでの料

金公表率向上に向けた取り組みや、全国ＬＰガス協会策定の「ＬＰガス販売指針」の再徹

底研修会等の開催、１４条書面の一部改訂および重要事項確認説明書を作成し使用開始し

た例等、県協会としての活動状況が説明された。 

また消費者委員からは、料金だけで事業者を変更したくはなく、安定した価格で販売して

ほしいとの声、また集合住宅では消費者が自由に事業者を選べない点及び事業者間で料金

が大きく異なる点を挙げ、不透明性の是正を訴える意見が上がった。さらに、電力会社で

は実施されている講演・意見交換会を、ＬＰガス業界にも開催を希望するとの意見もあっ

た。 

これらの意見交換に対し、目黒課長補佐からは、料金透明化について国のＰＲ強化の必要
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もあるが、自社の考えにより当該料金を請求していることを伝え納得して購入してもらう

ことの徹底に他ならず、事業者は良く説明して、消費者もきちんと調べ聞いてほしい。事

業者が対応しない場合は、当該事業者を立入検査リストに加えるので、各県庁、経済産業

局、資源エネルギー庁に報告しほしい、と警鐘を鳴らした。 

さらに事務局からも、消費者の関心を高め自ら調べることが鍵であり、当センターのＬＰ

ガス講習会を活用したり、各県ＬＰガス協会と消費者団体での協議の場に参加する消費者

を増やし意見を求めていくことが必要であることを伝えた。 

 

テーマ２．災害対応の現状と課題 

「西日本豪雨に伴う初動対応と古語の課題」 

                事業者委員：愛媛県ＬＰガス協会 高須賀 秀行 会長 

高須賀委員は、７月の西日本豪雨を振り返り、被害状況・経緯と協会としての対応活動に

ついて説明し、課題等について次のとおりプレゼンした。 

① 事故状況報告書の内容が細かすぎ記載に時間を要し報告が遅れたため、報告書簡素化の

作業に入った。 

② 固定電話による通信手段が途絶えた。費用の関係で災害時用メール通信は理事までとし

ているが、今後全会員の登録対応について検討中である。 

③ 地震中心で水害を想定しておらず対応が遅れたため、対応見直しが必要である。 

④ 既に締結していた防災協定が活用できなかったので、自治体と対策を協議したい。 

⑤ 容器回収について消防との連携・協力がうまくいかなかったことも課題である。 

⑥ 全国ＬＰガス協会でも、容器流出防止策として容器を結束バンドでまとめたり、ネット

掛け等の対策を検討中である。 

続いて、⑥の容器流出対策として他の事業者委員からも、過流出防止装置（高圧ホース）

の設置増を進めている（香川県では現在６割弱、高知県では１００％））との報告があった。 

これら事業者の災害への対応についての説明に対し、消費者委員からは、消防、警察、福

祉関係との具体的な連携等について災害対応マニュアル作りや、炊き出しセット等の避難

所必要物資の設置確認、平時の高齢者見守り活動は災害時にどのように発展対応するかの

検討が必要との意見があった。 

同様に、災害発生時に通信手段がストップした例もあり、情報連携をどのように作るかが

重要であるとして、地震は一定条件下でメールを現場責任者に自動配信し被災状況を返信

するようなシステム導入を望むとの声もあった。 

目黒課長補佐より、「次世代燃料供給インフラ研究会」において、少子高齢化及び過疎化が

進んでいることから地域のＬＰガス配送の問題についても議論されているが、ＬＰガス事

業者にはＬＰガス以外にも様々な生活物資を供給する「マルチサプライヤー」の役割を期

待しており、これは災害時も同様であるとして、ＬＰガスによる地域の安心・安全を売り

にしたＬＰガス以外のサービス提供について検討してはとの提案があった。 

 

５．総括コメント  

香川大学 植木 英治 名誉教授 

料金透明化・取引適正化への取り組みの結果として、ＬＰガスの供給が安く安定的になる

よう進んできたと感じる。災害対応は喫緊の課題ではあるが、一気にはできない部分もあ
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り、被災県の愛媛や高知だけでなく四国全県で時間をかけ確りとした取り組みが必要であ

る。 

高齢化社会が進み、地域に密着するＬＰガス事業者が他の情報提供等で経営を多角化して

いくことは、事業継続展開に結び付くので、取り組んでほしい。 

ＬＰガス懇談会での意見交換は、行政に反映されるので、是非継続願いたい、と懇談会を

締め括った。 

 

以上 
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平成３０年度 九州・沖縄地方ＬＰガス懇談会 議事概要 

 

Ⅰ．日 時      ：平成３０年１０月３０日（火)１３：００～１６：００ 

Ⅱ．場 所      ：ＴＫＰガーデンシティ博多新幹線口 ４－Ａ 

Ⅲ．出席者（４１名） 

消費者委員    ：原田委員、東島委員、川﨑委員、神保委員、小野委員、神谷委員、 

伊佐委員、与座委員 

事業者委員    ：和田委員、大塚委員、荒木委員、佐藤委員、浅田委員、森委員、 

秋元委員、森永委員 

自治体委員    ：小齊平ＬＰガス火薬係長、益田副主査、岩崎主事、馬原参事、 

宮下主査、渡口主任 

学識経験者委員：笹川委員 

行政等    ：資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課     谷企画官 

九州経済産業局 資源エネルギー環境部       柳生部長 

九州経済産業局 資源エネルギー環境部 石油課    大石課長 

九州産業保安監督部 保安課          石丸課長補佐 

         同上              貞富係長 

那覇産業保安監督事務所 保安監督課      沢田保安係長 

オブザーバー ：事業者団体 ８名 

司会     ：一般財団法人エルピーガス振興センター     嘉村専務理事 

事務局    ：広報室 野村・中谷・柳田 

Ⅳ．議事次第 

１．開会挨拶 

九州経済産業局 資源エネルギー環境部 部長 柳生 勇 

２．資源エネルギー庁説明 

資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 企画官 谷 浩 

３．産業保安監督部説明 

「液化石油ガスの保安の状況」 

九州産業保安監督部 保安課 課長補佐 石丸 博之 

４．懇談 

  ・テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

  日本生協連の「家計・くらしの調査」から見る家庭用ＬＰガス料金の状況 

エフコープ生活協同組合 組合員活動部 ネットワーク推進課長 原田 健二郎 

（北九州市消費者団体連絡会 事務局長） 

‐休憩‐ 

  ・テーマ２．災害対応の現状と課題 

  災害対応の現状と課題（防災活動） 

特定非営利活動法人 鹿児島県地域女性団体連絡協議会 会長 伊佐 幸子 

  ・テーマ３．エネルギー自由化時代におけるＬＰガスの需要開拓 

  ガス衣類乾燥機からオートバスへ「オートバス普及と意識改革取り組み事例」 

        一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会 ＬＰガス部会長 森永 浩之 

５．総括 

福岡大学 商学部 教授 笹川 洋平 
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Ⅴ．議事内容 

１．開会挨拶 

              九州経済産業局 資源エネルギー環境部 柳生 勇 部長 

ＬＰガスは、九州において総世帯の約６割にあたる約３３０万世帯で使用され、第５次エ

ネルギー基本計画においてはクリーンで災害時に強いエネルギーに位置づけられ、本年の

豪雨や地震災害の際も多くの生活を支えた、家庭用エネルギーとして不可欠な強いライフ

ラインである。一方で、電力・都市ガス小売自由化で、消費者のエネルギー選択幅が広が

る中、節目を迎えたＬＰガスが消費者から選択されるためには、保安の確保と共に、合理

化と料金透明性そしてサービスの向上を進めることが重要である。消費者、事業者、行政、

学識経験者が一堂に会すこの会議で、情報提供および意見交換し、消費者ニーズを十分く

み取り、ＬＰガスのメリットを活かしたサービス提供ができれば、事業拡大につながるこ

とと確信する、と述べた。 

 

２．資源エネルギー庁からの説明 

              資源エネルギー庁 資源･燃料部 石油流通課 谷 浩 企画官 

今年、多くの地で発生した地震や豪雨、台風災害で役立ったエネルギーは、途絶のなかっ

たＬＰガスである。発電やＧＨＰは被災地の復旧に活躍し、その強さが際立った。また、

各家庭には１か月程度の在庫があり流通在庫もあり、さらに備蓄が９０日分あることと、

輸入先も政情不安な中東からアメリカへとシフトされており、エネルギーセキュリティに

ついても問題なく心強い。いつどこで起きるかわからない災害時に、ＬＰガスが炊き出し

以外に役立つことが自治体にはあまり知られていないようだが、類を見ない強靭性を有す

るＬＰガスの（避難所等への）採用を是非検討願いたい、と述べた。 

 

３．産業保安監督部からの説明「液化石油ガスの保安の状況」 

                  九州産業保安監督部 保安課 石丸 博之 課長補佐 

昨今のＬＰガス事故の傾向について、事故件数は年々減少傾向にあるが消費機器の不適切

使用や末端ガス栓の誤開放といった消費者起因の事故や、住宅の外壁塗装工事でＬＰガス

の吸排気口が覆われ CO 中毒事故に至った例、縁日の露店でのＬＰガス容器誤使用による

火災事故等、全国及び九州・沖縄地方における具体例と共に説明され、消費者には安心・

安全にＬＰガスを使用してほしい、と呼び掛けた。 

  

４．懇談 

テーマ１．料金透明化・取引適正化の現状と対応 

消費者委員：エフコープ生活協同組合 組合員活動部 原田 健二郎 ネットワーク推進課長

（北九州消費者団体連絡会 事務局長） 

原田委員からは、『日本生協連の「家計･くらしの調査」から見る家庭用ＬＰガス(プロパン

ガス)料金の状況』と題した、全国及び九州･沖縄の都市ガス／ＬＰガスの使用量や料金の

比較調査結果と考察についてのプレゼンテーションがあった。カロリー調整後のＬＰガス

／都市ガス㎥単価は、全国で１．７～１．８倍、九州では１．４～１．６倍とＬＰガスが

高く、ＬＰガス料金は高低のバラつきが大きく、さらに集合住宅が戸建住宅より高い、等々

の調査結果が説明された。 

これに対し他の消費者委員からは、ＬＰガス料金は自由料金であり、物差しの当て方で変
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わるので高い安いは一概には言えないのでは、として、特に集合住宅での料金問題は、入

居者と管理者との意思疎通で解消できることもあり、また料金透明化は事業者だけではな

く消費者としても理解や意志疎通の必要性が高まってきている、との別の角度からの意見

もあった。しかしながら業界側の課題は多く、料金透明化に向け消費者に対する誠意ある

対応と啓発及びサービスの向上を事業者に求めた。 

事業者委員からは、ＬＰガス消費者へのサービスの充実と向上を図るべく、協会のホーム

ページで県内８８６事業者の容易な検索を可能とした取り組み、不法勧誘防止に向けた啓

発チラシや料金透明化に係るポスターの配布による料金公開の率向上への取り組み等、料

金の絶対値ではなく透明化や取引適正化で消費者への理解を求める努力が説明され（福岡

県）、これに対し、チラシ等を各家庭で貼れるように広報しては、との提案が消費者委員よ

りあった。 

原田委員はこれらの意見に対し、ＬＰガス料金のレベルはあくまで調査結果であり、支払

う中身や法令等の改正について消費者が理解しているかが重要であるが、消費者の声を拾

ったところ理解されていないのが実態ではと感じた。電気や都市ガスの小売り自由化は知

られているが、ＬＰガスのそれは実感できていないので、啓発について努力していきたい、

と表明した。 

谷企画官は、消費者委員に対しては、本件ＬＰガス事業者への提言がまだ緩く、より厳し

く意見してほしい、また各自治体に対しては、料金透明化は進んでいるが、取引適正化の

分野でも、アパート（集合住宅）における設備代込みの料金体系となっている実態がなく

なるよう厳しく対処してほしい、と要請した。 

 

テーマ２．災害対応の現状と課題 

消費者委員：特定非営利活動法人 鹿児島県地域女性団体連絡協議会 伊佐 幸子 会長 

伊佐委員によるプレゼンでは、同団体が推進する防災活動の具体例が紹介された。１９９

３年８月の鹿児島豪雨、２０１０年７月の大隅半島深層崩壊、２０１５年５月の口永良部

島新岳噴火や奄美大島で数多い台風等、これまでの鹿児島県における災害被災者への被災

食提供は全てＬＰガスで行ってきた実例や、ハイゼックス包装食袋に米を入れＬＰガスを

熱源に湯で炊飯する炊出し訓練を毎年実施する様子が伝えられた。今後はより踏み込んだ

訓練や活動が必要であるとし、避難所における生活機材の充実やボランティア配置のシス

テム確立に向けた取り組み姿勢の表明とともに、災害対応ＬＰガスバルクシステム及びＦ

ＲＰ容器の普及に期待を寄せた。 

事業者委員からも同様に、各県協会による災害時対応の振り返りや昨今の防災訓練の状況

が説明されたが、被災地の県協会として、防災訓練のあり方の再検証や災害時の連絡体制

の整備を行う事例もあげられ、大災害経験地として更なる災害対応への取り組み状況が伝

えられた。 

他の消費者委員からは、所属団体において主催した、被災食の料理教室の直後に災害に強

いＬＰガスに関する講習会（弊センターが講師派遣）を開催し好評を得た例や、台風によ

る停電でオール電化住宅が大変困った中、食事が作れたＬＰガスの災害対応力の強さを再

認識した例があげられ、引き続きＬＰガスの有用性への理解を広め深めるべく、弊センタ

ーのＬＰガス講習会事業の利用等で勉強会を継続したいとの表明があった。 

谷企画官は、国土強靭化計画の進捗において今年の災害で際立ったのは、運輸の問題であ

るが、供給が安定しているＬＰガスで走行するタクシーは公共の足として重要、大分県で

は公用車としてＬＰガス車を３車導入しており、他県でもぜひ検討して欲しい。また、「高
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齢者にはＩＨ」ではなく、むしろ袖口引火のないＳｉセンサーコンロを、ヒートショック

防止にはＬＰガスファンヒーターを、とＬＰガスの積極利用を推奨した。 

 

テーマ３．エネルギー自由化時代におけるＬＰガスの需要開拓 

    「ガス衣類乾燥機からオートバスへ（オートバス普及と意識改革取り組み事例）」 

    事業者委員：一般社団法人 沖縄県高圧ガス保安協会 森永 浩之 ＬＰガス部会長 

沖縄県は、ガス衣類乾燥機の普及率で全国トップ、しかしお風呂はシャワー中心で湯舟に

浸かる習慣がないため、風呂追い炊き機能付給湯器の普及率は全国最下位となっているの

が現状。これを打破しようと、ガス衣類乾燥機普及率全国一を業界ぐるみで果たした成功

体験を糧に、同給湯器を「オートバス」（＝ボタン一つで風呂が沸く）と命名し、普及への

取り組みを進めているとの説明が、森永委員よりあった。 

沖縄県の降水量は全国２０位と多くなく、また花粉症やＰＭ２．５の影響も少ないので、

ガス衣類乾燥機の普及は気候や風土によるものではなく、単独の企業では成し得ない普及

活動を業界全体で行った結果である、として最下位レベルのＬＰガス単位消費量を向上さ

せるべく、オートバス普及に向け根強いシャワー文化への挑戦を続ける旨の表明があった。 

他の事業者委員からも、支部対抗のガス器具販売コンペや需要開発セミナーの開催をはじ

め、県議会、市議会、教育委員会等に対し、ＬＰガス災害バルクやＧＨＰの導入について

の働き掛け、ガス器具購入時ギフト券プレゼントキャンペーンの実施や公的施設へガス器

具寄贈し使いやすさや安全性を実感してもらう等、幅広い需要開発への取り組みについて

説明があった。 

消費者委員からは、降水量全国一位の宮崎県では、コインランドリーを中心に衣類乾燥機

は身近であり、さらなる普及を期待するとともに、ＬＰガスの災害に対する強さをＰＲし

ながら、地道に需要開発に取り組んでほしい、と事業者に対しエールを送った。 

また、ＬＰガスの基本料金を統一し協会で取り締まってほしいとの意見に対し、谷企画官

は、それは競争とならず、また料金透明化によって消費者が選ぶことを目指す中で無理で

あると断言。消費税はＬＰガスも１０％に上がるのかとの質問に対し、議論のなされると

ころではあるが、軽減税率の対象とはなっておらず、２％上がると思っている、と答えた。

さらに、ＬＰガス発電機は安くならないのか、との消費者委員の質問に対しては、道路掲

示や信号までは国家公安委員会で行うが、これらに付帯する発電機に補助金がついている

こともあり、徐々に安くなることを望んでいる、と述べた。 

 

５．総括コメント  

福岡大学 商学部 笹川 洋平 教授  

学識経験者委員である笹川教授は、今回は料金透明化・取引適正化をはじめ３テーマあり、

中でも災害対応が大きな焦点となったが、それぞれのテーマは独立したものではなく全て

繋がっている、として次の通り懇談会を締め括った。 

①大災害が今後も発生するとの予想のもとに国土計画は立案されていくのであろうが、被

災地における生活インフラの確保において、炊出しと風呂だけでは不足である。 

②日常と変わらない避難所環境の実現には、発電機・ＧＨＰ等の高度機器の普及及び新た

な需要開拓への取り組みが必要である。 

③緊急時に稼働させるためには、緊急用のみの配備ではなく常用が必要であり、平時から

高度機器を普及させ慣れ親しんでおくことが必要であり、その障害とならぬよう、料金透

明化・取引適正化の早期実現が要となる。 
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④料金透明化・取引適正化実現のリーダーシップは、各県ＬＰガス協会のみならず経産省

がとり、消費者は自治体や経済産業局を通じ経済産業省に声を上げて欲しい。 

⑤これら動きが、九州・沖縄地方から上がっていくことを切に願う。 

 

以上 
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３．平成３０年度ＬＰガス懇談会 総括とりまとめ 



平成３０年度ＬＰガス地方懇談会 総括とりまとめ 

（含：アンケート分析結果と今後の課題） 

 

 

ＬＰガス地方懇談会は、ＬＰガス取引適正化の観点からＬＰガスの諸問題について、消費者

団体、事業者団体、行政、学識経験者が一堂に会して意見交換・議論・提言等を行うことで、

関係者相互の理解を深め、ＬＰガス産業の健全な発展に資することを目的としている。 

 効果的な懇談会とするため、消費者委員の意見表明を中心に双方向の議論展開となるよう、

進め方等の懇談会運営方法を毎年見直しているが、本年度はより一層議論が深まる様、従前

主に県毎に行っていた各委員間の意見交換を、予め設定したテーマに基き自県を越えて意

見交換する形式とした。その結果、各県同士のやり取りではなく、圏内全域の共通課題につ

いて、文字通り一堂に会した意見交換となった。 

 

１.主なポイントと得られた効果 

(１)テーマ設定と進め方 

 昨年度・一昨年度は、経済産業省による料金透明化・取引適正化に係る液石法省令等の改

正及びガイドラインの制定で、このテーマへの取り組み状況や制度進捗を中心に活発な意

見交換が行われたが、本年度はこの進捗確認及びさらなる浸透に向けた課題を一テーマと

するとともに、本年度多発した震災や台風・豪雨豪雪等の大災害を振り返り、ＬＰガスの災

害対応力の高さと有用性に着目し、需要発展に繋がるようなテーマ、地域の特性を意識した

テーマ等を設定し議論した。 

テーマの数及び具体的名称については、地方により若干異なるが、各懇談会ともに 

① 料金透明化・取引適正化の現状と対応について 

② 災害対応の現状と課題について 

③ ＬＰガスの地域貢献、需要開拓について 

を主たるテーマに設定した。 

 

懇談の進め方は、まず消費者委員、事業者委員、有識者委員、学識経験者委員、自治体担当

者の中からテーマに基づくプレゼンが行われ、続いて予め選定した他の委員よりプレゼン

に対する意見発出や質疑が行われた後、参加者全員での自由討議に移る形式とした。 

これをテーマ毎に行い、最後に学識経験者委員より総括コメントをいただいた。 

この進め方により、昨年度までの県別での消費者委員／事業者委員間の質疑応答スタイル

ではなく、設定した共通のテーマ毎に、県を越えて各地方の一体感が得られる委員間討議と

なった。 

 

消費者委員には、予め事前質問（意見）票にて、 
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・ＬＰガスの料金透明化・取引適正化が進んでいると感じているか。 

・エネルギーを自由に選べるようになり、賢く選ぶ上でどのような啓蒙活動を行っている

か。 

・災害対応策としてＬＰガス事業者に期待される役割は何か。 

・災害時におけるＬＰガスの有用性については、どのように情報共有しているか。 

等々について質問・意見をいただき、之を基に消費者委員とは異なる都道府県事業者委員が

回答を用意した。 

ここまでで、全ての消費者委員及び事業者委員による発言がされ、続く自由討議ではさらな

る意見表明が積極的に発出され、議論が深まった。 

 

(２)委員の変更及びプレゼンターについて 

消費者委員は、例年各都道府県より消費者団体を代表して就任願っているが、必ずしも固定

化しておらず、設定テーマに相応しい人物への変更、また消費者団体の都合により変更とな

ることもあり、本年度は全国で約半数が入れ替わった。 

尚、全国の都道府県自治体の液石法担当部署及び消費生活相談担当部署には、例年通り極力

出席していただいたが、懇談時間の関係で本年度は発言を予定せず、資料による状況報告と

した。 

 

また、本年度は主に消費者委員及び事業者委員よりテーマ別にプレゼンを行ったが、総括コ

メントをいただく学識経験者や有識者委員等にも一部プレゼンをご担当願い、時流に沿っ

た幅広い視点から意見願い、新たな指摘をいただいた。 

① 学識経験者によるプレゼン 

東北地方：東北大学大学院 経済学研究学科 吉田教授「高齢化とＬＰガス事業展望」 

  近畿地方：甲南大学法科大学院 土佐教授「料金透明化・取引適正化」 

② 有識者委員によるプレゼン 

北海道地方：日本ガス協会 角田理事「地域活性化・災害対応」 

  北関東地方：富士瓦斯株式会社 津田社長「ＬＰガスの新たな展望」（新規需要開拓） 

及び日本ガス協会 角田理事「ＬＰガスが選ばれるために」（料金透明化・取引適正化） 

  四国地方 ：日本ガス協会 角田理事「料金透明化・取引適正化」 

③ 自治体によるプレゼン 

南関東地方：埼玉県危機管理防災部 森田主幹：災害対応バルクシステム 

 

(３)対象県の一部入れ替え 

ＬＰガスのマーケットエリアの観点から、昨年度まで北関東地方懇談会の対象であった埼

玉県を南関東地方へ、また南関東地方の対象であった長野県を北関東地方へそれぞれ入れ

替えた。 
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(４)ＦＲＰ容器の展示 

災害対応の観点からも、ＬＰガスのＦＲＰ容器による備えがさらに安心である旨の意見も

あり、消費者委員からはその普及への期待が寄せられている。昨年度同様、実際にＦＲＰ容

器を会場の一角に展示し、休憩時間や会議終了後に実際に触れていただき、価格や入手方法、

普及時期等についての質問に対し現状を伝えた。 

 

２.全懇談会を通して 

各地方懇談会議事概要にも記載したとおり、各地方懇談会では「料金透明化・取引適正化」

の問題について、国は２０１７年及び２０１８年の法省令改正・ガイドライン制定及び改正

を進めたが、これらに取り組む事業者委員からは、進む改善もあるが苦慮する一面も報告さ

れ、また消費者委員からの意見表明からは、前進はしており評価はあったものの、全体とし

ては未達成の状況であることがわかった。資源エネルギー庁は、「平成」のうちにこの議論

を終結させようと業界を喚起するも、引き続き本件における関係各位の努力と進捗確認が

必要であるとの認識を共有することとなった。 

一方で、多発した大災害において途絶しなかったエネルギーとしてＬＰガスの強靭性があ

らためて評価され、「最後の砦」の位置付けが検証されるとともに、実際の災害時に避難所

で求められたエネルギー需要から、空調や発電はＬＰガスで進めるべきであることも報告

され、次世代のエネルギー政策検討に繋がる議論ともなった。 

元来の優位的特性に加え、平時では信頼される料金・取引関係を構築し、有事ではＬＰガス

による設備強化を推進することが、ＬＰガスは災害時のみならず常備すべきエネルギーで

あるとの認識を高め業界の発展につながるとの総括コメントが、多くの学識経験者からあ

った。 

 

３．事後アンケートの結果 

例年、今後の参考とすべく懇談会開催効果及び課題について意見を求めるため、アンケート

の当日提出を要請してきたが、次の設問の通り本年度は記述式部分を増加したため、後日提

出とした。 

全体としての満足度は、71％が「満足」または「やや満足」との評価となった。 

消費者委員からは、テーマ別の議論展開により環境の異なる他県の意見を聞くことができ

たことで、毎年継続的な開催を願う声や、事業者委員からも共有テーマで他県の消費者委員

から意見が得られたとの意見、また行政からもテーマ設定で課題がクローズアップされ委

員間の意見交換で他県の状況が良くわかった、との意見が多数を占めた。 

反面、「不満」・「やや不満」・「どちらでもない」が合わせて 29％となったが、この大半が事

業者委員及び行政によるものであり、時間の関係でテーマ以外の事業者の取り組みについ

て十分発言できなかったことや、行政からは資料による報告のみで発言を予定しなかった
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ことで、不完全燃焼が多少生じたことに起因するものと思われる。 

 

（設問と回答結果の抜粋） 

①懇談会の満足度について（５段階） 

    

②懇談会で得たこと、良かったこと 

 （多数意見を集約表記）  

 ○他県の消費者の意見、事業者や行政の取り組み、認識の違いを知ることができた 

○テーマ設定による意見交換が良かった 

○消費者・事業者が一方的に意見するだけでなく、双方が主張を交え意見交換された点 

○経済産業省による説明が良かった 

○総括コメントの内容が良かった 

○年１回だが定期的にこの懇談会を継続してほしい  

 

③懇談会で不要または改善が必要だと感じたこと 

 （多かった意見） 

 ○自治体の発言が必要、発言しないのなら出席不要と思う 

 ○意見交換の時間が足りないので時間配分の検討が必要、発言者も要点を絞ってほしい 

 ○議論が噛み合っていない、生煮え ⇒ 事前擦り合わせが必要 

 ○３テーマは多く議論が深まらないのでもっと絞った方が良い 

 ○消費者委員の選定（オール電化や無関心な委員） 

（その他挙がった意見） 

 ○辛口意見の収集方法を検討願いたい（その場では発言しにくいので匿名意見の紹介等） 

 ○消費者委員からの業界に対する要望・課題を提示に対し事業者が回答する進め方を希

望する 

 ○業界用語の統一化が必要（「ＬＰガス」「ＬＰＧ」「液化石油ガス」「プロパンガス」はＮ

Ｇであり懇談会名称が「ＬＰガス懇談会」に変更したのはＯＫ、「シリンダー」「ボンベ」

「容器」は統一化を望む） 

 ○もう少し資料をコンパクトに 

 ○保安の説明は不要 

 ○消費者委員の意識レベルの個人差が大きい 

 ○消費者委員には共働きの主婦や 20～30代もできればいた方が良い 

満足度 消費者 事業者 学識者 行政 左記以外 計
大変満足 2 1 0 3 0 6
満足 37 30 0 37 0 104
どちらでもない 6 12 0 13 0 31

やや不満 2 6 0 1 0 9

不満 1 2 0 1 0 4

小計 48 51 0 55 0 154
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 ○消費者委員への早期のテーマ周知により所属団体でのリサーチが必要（委員個人の意 

見ではなく） 

 ○座談会形式のフリートークで内容を濃くしては如何か 

 ○自治体からの発言が無かったのは準備不足もある（自治体からの意見） 

 ○料金透明化・取引適正化問題は今後業界と行政の話となり、この問題での懇談は終わり 

  にしては（事業者からの意見） 

 ○学識経験者委員は総括だけでなく議論に加わってほしかった 

  

④テーマ設定での議論展開について 

    

 

４.今後の課題  

本年度の懇談会では多くの成果も得られたが、アンケート結果にもあるとおり、課題も浮き

上がっている。 

改善意見としては、行政の発言機会の設定、出席者の発言の時間配分、委員選定等々につい

ての再検討要望が目立っており、効果的な懇談会運営を図るべく、今後の検討課題とする。 

懇談会の役割への期待は年々高まっており、次年度も当事業を受託すべく準備する中で、Ｌ

Ｐガス政策と時代のニーズに沿ったテーマ設定と併せ、懇談会運営上の次の課題について

も検討すべきと考える。 

 

 ①経済産業局、自治体、事業者を含めた政策浸透と業界動向の進捗確認 

 ②このための適切な情報提供者、プレゼンターの選定 

 ③建設的かつアウトプットの強いテーマに適した消費者委員の選定 

   

引き続き消費者・事業者・行政及び学識経験者が一体となり、より一層充実した意見交換に

より、懇談会がＬＰガス政策の早期浸透への足掛かりとなり、健全なＬＰガス産業の発展に

寄与するよう企画する。 

 

以上 
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４．平成３０年度ＬＰガス懇談会 アンケート分析結果 



1 該当区分 消費者 48 件
事業者 51 件
行政 55 件

小計 154 件

2 満足度 消費者 事業者 行政 計
大変満足 2 1 3 6
満足 37 30 37 104
どちらでもない 6 12 13 31
やや不満 2 6 1 9
不満 1 2 1 4

小計 48 51 55 154 件

3 テーマ設定での 消費者 事業者 行政 計
議論展開について 県を超えた議論展開ができて良かった 28 26 32 86
（複数回答可） 県別に消費者／事業者が順次やり取りが良い（昨年までと同様） 6 11 8 25

その他案 10 15 5 30
小計 44 52 45 141 件

31%

33%

36%

１．該当区分

消費者 事業者

行政

4%

77%

13%

4%
2%

２．満足度（消費者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

2%

59%

23%

12%
4%

２．満足度（事業者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

5%

67%

24%

2%2%

２．満足度（行政）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

4%

67%

20%

6%
3%

２．満足度（計）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

50%

21%

29%

３．テーマ設定での議論展開につい

（事業者）
県を超えた議論展開が

できて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

平成30年度LPガス懇談会アンケート集計
（2018年7月～2018年11月実施）

63%
14%

23%

３．テーマ設定での議論展開について

（消費者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案 71%

18%

11%

３．テーマ設定での議論展開につい

（行政）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

61%
18%

21%

３．テーマ設定での議論展開につ

いて（計） 県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案
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1 該当区分 消費者 4 件
事業者 0 件
行政 3 件

小計 7 件

2 満足度 消費者 事業者 行政 計
大変満足 0 0 0 0
満足 3 0 2 5
どちらでもない 0 0 1 1
やや不満 0 0 0 0
不満 1 0 0 1

小計 4 0 3 7 件

3 テーマ設定での 消費者 事業者 行政 計
議論展開について 県を超えた議論展開ができて良かった 0 0 1 1
（複数回答可） 県別に消費者／事業者が順次やり取りが良い（昨年までと同様） 1 0 0 1

その他案 2 0 0 2
小計 3 0 1 4 件

57%

43%

１．該当区分

消費者 事業者

行政

75%

25%

２．満足度（消費者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

67%

33%

２．満足度（行政）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満72%

14%

14%

２．満足度（計）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

8/17北海道地方LPガス懇談会アンケート集計

33%

67%

３．テーマ設定での議論展開につて

（消費者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

100%

３．テーマ設定での議論展開につて

（行政）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

25%

25%

50%

３．るテーマ設定での議論展開に

ついて（計）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案
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1 該当区分 消費者 6 件
事業者 5 件
行政 5 件

小計 16 件

2 満足度 消費者 事業者 行政 計
大変満足 0 0 0 0
満足 5 3 5 13
どちらでもない 0 1 0 1
やや不満 1 0 0 1
不満 0 1 0 1

小計 6 5 5 16 件

3 テーマ設定での 消費者 事業者 行政 計
議論展開について 県を超えた議論展開ができて良かった 6 4 4 14
（複数回答可） 県別に消費者／事業者が順次やり取りが良い（昨年までと同様） 0 0 2 2

その他案 0 1 0 1
小計 6 5 6 17 件

38%

31%

31%

１．該当区分

消費者 事業者

行政

83%

17%

２．満足度（消費者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

60%20%

20%

２．満足度（事業者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満
100%

２．満足度（行政）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満82%

6%

6%
6%

２．満足度（計）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

80%

20%

３．テーマ設定での議論展開について

（事業者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

9/3東北地方LPガス懇談会アンケート集計

100%

３．テーマ設定での議論展開について

（消費者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

67%

33%

３．関心のあるテーマ（行政）

県を超えた議論展開が

できて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案82%

12%

6%

３．テーマ設定での議論展開につい

て（計）
県を超えた議論展開が

できて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案
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1 該当区分 消費者 5 件
事業者 6 件
行政 5 件

小計 16 件

2 満足度 消費者 事業者 行政 計
大変満足 0 0 0 0
満足 3 3 4 10
どちらでもない 2 2 1 5
やや不満 0 1 0 1
不満 0 0 0 0

小計 5 6 5 16 件

3 テーマ設定での 消費者 事業者 行政 計
議論展開について 県を超えた議論展開ができて良かった 2 2 1 5
（複数回答可） 県別に消費者／事業者が順次やり取りが良い（昨年までと同様） 0 3 2 5

その他案 3 1 0 4
小計 5 6 3 14 件

31%

38%

31%

１．該当区分

消費者 事業者

行政

60%

40%

２．満足度（消費者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

50%33%

17%

２．満足度（事業者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満 80%

20%

２．満足度（行政）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満
63%

31%

6%

２．満足度（計）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

33%

50%

17%

３．テーマ設定での議論展開について

（事業者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

7/27北関東地方LPガス懇談会アンケート集計

40%

60%

３．テーマ設定での議論展開について

（消費者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

33%

67%

３．テーマ設定での議論展開について

（行政）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

36%

36%

28%

３．テーマ設定での議論展開につ

て（計） 県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

55



1 該当区分 消費者 5 件
事業者 7 件
行政 11 件

小計 23 件

2 満足度 消費者 事業者 行政 計
大変満足 0 0 3 3
満足 4 3 7 14
どちらでもない 1 2 1 4
やや不満 0 1 0 1
不満 0 1 0 1

小計 5 7 11 23 件

3 テーマ設定での 消費者 事業者 行政 計
議論展開について 県を超えた議論展開ができて良かった 4 3 6 13
（複数回答可） 県別に消費者／事業者が順次やり取りが良い（昨年までと同様） 0 2 1 3

その他案 1 2 1 4
小計 5 7 8 20 件

22%

30%

48%

１．該当区分

消費者 事業者

行政

80%

20%

２．満足度（消費者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

43%

29%

14%

14%

２．満足度（事業者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

27%

64%

9%

２．満足度（行政）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

13%

61%

18%

4%
4%

２．満足度（計）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

43%

28%

29%

３．テーマ設定でのでの議論展開につ

いて（事業者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

7/19南関東地方LPガス懇談会アンケート集計

80%

20%

３．テーマ設定での議論展開について

（消費者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案
75%

12%

13%

３．テーマ設定での議論展開について

（行政）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

65%

15%

20%

３．テーマ設定での議論展開につ

いて（計）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案
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1 該当区分 消費者 5 件
事業者 7 件
行政 7 件

小計 19 件

2 満足度 消費者 事業者 行政 計
大変満足 1 1 0 2
満足 4 5 5 14
どちらでもない 0 1 2 3
やや不満 0 0 0 0
不満 0 0 0 0

小計 5 7 7 19 件

3 テーマ設定での 消費者 事業者 行政 計
議論展開について 県を超えた議論展開ができて良かった 5 6 5 16
（複数回答可） 県別に消費者／事業者が順次やり取りが良い（昨年までと同様） 0 0 0 0

その他案 0 0 1 1
小計 5 6 6 17 件

26%

37%

37%

１．該当区分

消費者 事業者

行政

20%

80%

２．満足度（消費者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

14%

72%

14%

２．満足度（事業者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

71%

29%

２．満足度（行政）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

10%

74%

16%

２．満足度（計）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

100%

３．テーマ設定での議論展開について

（事業者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

10/16中部地方LPガス懇談会アンケート集計

100%

３．テーマ設定での議論展開について

（消費者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

83%

17%

３．テーマ設定出の議論展開につて

（行政）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

94%

6%

３．テーマ設定での議論展開につ

いて（計）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

57



1 該当区分 消費者 6 件
事業者 6 件
行政 7 件

小計 19 件

2 満足度 消費者 事業者 行政 計
大変満足 0 0 0 0
満足 4 4 4 12
どちらでもない 2 0 2 4
やや不満 0 2 0 2
不満 0 0 1 1

小計 6 6 7 19 件

3 テーマ設定での 消費者 事業者 行政 計
議論展開について 県を超えた議論展開ができて良かった 3 5 4 12
（複数回答可） 県別に消費者／事業者が順次やり取りが良い（昨年までと同様） 1 0 1 2

その他案 1 1 1 3
小計 5 6 6 17 件

31%

32%

37%

１．該当区分

消費者 事業者

行政

67%

33%

２．満足度（消費者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

67%

33%

２．満足度（事業者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

57%
29%

14%

２．満足度（行政）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満
63%

21%

11%

5%

２．満足度（計）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

83%

17%

３．テーマ設定での議論展開について

（事業者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

10/5近畿地方LPガス懇談会アンケート集計

60%20%

20%

３．テーマ設定での議論展開について

（消費者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

67%

16%

17%

３．テーマ設定での議論展開について

（行政）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案70%

12%

18%

３．テーマ設定での議論展開につい

て（計）
県を超えた議論展開が

できて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案
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1 該当区分 消費者 5 件
事業者 6 件
行政 7 件

小計 18 件

2 満足度 消費者 事業者 行政 計
大変満足 0 0 0 0
満足 4 4 3 11
どちらでもない 0 2 3 5
やや不満 1 0 1 2
不満 0 0 0 0

小計 5 6 7 18 件

3 テーマ設定での 消費者 事業者 行政 計
議論展開について 県を超えた議論展開ができて良かった 2 1 2 5
（複数回答可） 県別に消費者／事業者が順次やり取りが良い（昨年までと同様） 2 3 2 7

その他案 1 4 2 7
小計 5 8 6 19 件

,

28%

33%

39%

１．該当区分

消費者 事業者

行政

80%

20%

２．満足度（消費者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

67%

33%

２．満足度（事業者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

43%

43%

14%

２．満足度（行政）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満
61%

28%

11%

２．満足度（計）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

12%

38%

50%

３．テーマ設定での議論展開について

（事業者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

11/30中国地方液化石油ガス懇談会アンケート集計

40%

40%

20%

３．テーマ設定での議論展開について

（消費者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

34%

33%

33%

３．テーマ設定での議論展開について

（行政）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

26%

37%

37%

３．テーマ設定での議論展開につ

いて（計）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案
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1 該当区分 消費者 4 件
事業者 5 件
行政 5 件

小計 14 件

2 満足度 消費者 事業者 行政 計
大変満足 0 0 0 0
満足 3 4 3 10
どちらでもない 1 1 2 4
やや不満 0 0 0 0
不満 0 0 0 0

小計 4 5 5 14 件

3 テーマ設定での 消費者 事業者 行政 計
議論展開について 県を超えた議論展開ができて良かった 2 1 4 7
（複数回答可） 県別に消費者／事業者が順次やり取りが良い（昨年までと同様） 1 2 0 3

その他案 0 2 0 2
小計 3 5 4 12 件

28%

36%

36%

１．該当区分

消費者 事業者

行政

75%

25%

２．満足度（消費者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満 80%

20%

２．満足度（事業者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

60%

40%

２．満足度（行政）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満71%

29%

２．満足度（計）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

20%

40%

40%

３．テーマ設定での議論展開について

（事業者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

11/12四国地方LPガス懇談会アンケート集計

67%

33%

３．テーマ設定での議論展開について

（消費者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

100%

３．テーマ設定での議論展開について

（行政）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

58%25%

17%

３．テーマ設定での議論展開につい

て（計）
県を超えた議論展開が

できて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案
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1 該当区分 消費者 8 件
事業者 9 件
行政 5 件

小計 22 件

2 満足度 消費者 事業者 行政 計
大変満足 1 0 0 1
満足 7 4 4 15
どちらでもない 0 3 1 4
やや不満 0 2 0 2
不満 0 0 0 0

小計 8 9 5 22 件

3 テーマ設定での 消費者 事業者 行政 計
議論展開について 県を超えた議論展開ができて良かった 4 4 5 13
（複数回答可） 県別に消費者／事業者が順次やり取りが良い（昨年までと同様） 1 1 0 2

その他案 2 4 0 6
小計 7 9 5 21 件

36%

41%

23%

１．該当区分

消費者 事業者

行政

12%

88%

２．満足度（消費者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

45%

33%

22%

２．満足度（事業者）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満 80%

20%

２．満足度（行政）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

5%

68%

18%

9%

２．満足度（計）

大変満足

満足

どちらでもない

やや不満

不満

45%

11%

44%

３．テーマ設定での議論展開について

（事業者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

10/30九州・沖縄地方LPガス懇談会アンケート集計

57%

14%

29%

３．テーマ設定での議論展開について

（消費者）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが良

い（昨年までと同様）

その他案

100%

３．テーマ設定での議論展開について

（行政）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案

62%

9%

29%

３．テーマ設定での議論展開（につ

いて計）
県を超えた議論展開

ができて良かった

県別に消費者／事業

者が順次やり取りが

良い（昨年までと同

様）

その他案
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消費者

行政

行政

4
テーマ設定での議
論展開について

（その他案）

消費者

2
懇談会で得たこと、

良かったこと

・事業者委員から、改革に背を向けるかのような本音の発言が多かったため、それなりに議論が白熱し、いくつかの重要な問題点が明らかになりました。ＬＰ
ガス業界の自主的な取り組みに期待したいところですが、改革への道は遠いと感じました。

・消費者側の報告・主張に時間をいただき、体系的にお話ができたこと。

・LPガスの必要性を改めて分かったこと　（災害など）。　LPガスの特殊性を生かした商品化など販路を広げる努力がされていることが分ったこと。料金の認
識には業者（ガス協会）と消費者のとらえ方にへだたりがあること。

・LPガス協会が価格の透明化や取引適正化を問題としていることを知り安心した。

・業界と行政の消費者への温度差を知った。

・行政は業界まかせの様子が見受けられ残念。

・消費者、事業者が一方的に意見を述べるだけでなく、双方からの主張の基で、意見が交わされた点。一部、感情的な表現もあったが、双方がそれぞれの本
音を受け止めた上で、国等の関係者からの助言も参考にしながら、一歩前の取組へと進展することが期待される。

・業界全体として、LPガスを良くしていこうとする意志や姿勢が伝わったことがよかった。

消費者

北海道地方懇談会　記述意見

3

懇談会で不要また
は改善が必要だと

感じたこと

・各論について突っ込んだやり取りをする時間が少なく、議論が生煮えのままで終わったことが残念です。

・司会者の機敏な対応と役割強化が必要です。
① 司会者はの役割は、行政・消費者・業界からの質問・意見・回答が噛み合っていない時は、論議を戻して「質問に対する答えてと意見交換」を引き出す役
割を果たすべきです。
② 一方通行の意見表明や、意見・質問に関係のない「予め、事務局が用意した資料を業界役員が報告するだけでは」きわめて不十分と考えます。
③ 従って、来年以降論議を引き出せる「立場」の司会者選定(学識経験者など)をご検討ください。

・この数年間の論議で、LPガス販売についての論点は「定式化」され、省令の一部改正と、ガイドラインの制定と今年のガイドライン一部改正および総務省北
海道管区行政評価局の調査となりました。
   したがって、論議すべき問題は、
① 省令改正とガイドラインで示された内容が遵守されているのか
② 守られていないとすれば、要因は何か、行政・業界はどうするのかです。
③ 消費者は、どんな協力をすればよいのかです。
消費者は
① ガイドラインの目玉である、ホームページの開設数は圧倒的に少なく・申告数にごまかしがありホームページの内容にも問題があること
② 契約時の料金表の提示や説明について、今年に入って前進しているものの、あるべき数値100%からすればまだ半分以下の端緒であること
を、指摘しどう改善するのか問いかけ、行政・業界の課題と消費者の役割についても、提起しています。
　　それに対する、業界の答えは
① 説明会を何回開催し、参加が何人あり努力しているとの回答に終始しました。
② ガイドラインが守られなければ「法的処置」も考えるとの、昨年の経産省エネ庁の谷さんの見解があるのに
③ 業界として、ガイドラインを守っている実態と守られない要因について調査・分析・対策を考えることなく、説明会を開催し努力していると答えています。
④ 行政の指導を蔑ろにし、消費者を小ばかにしております。遺憾の意を表明せざるを終えません。
⑤ 消費者は、過疎化が進む北海道・災害時における、LPガスの重要性について認識を深めています。エネルギー競争時代に、LPガス業界がどうすれば生
きていけるのかLPガス業界危機意識が感じられませんでした。

・行政側の今後の見通しや現在状況のとらえ方を発言させることが必要。

・限られた時間の中で充実した懇談を行うため、プレゼン発表者は資料すべてに言及するのではなく、要点を絞った発表を行っていただきたい。
　　 この度のテーマ２においては、十分な懇談の時間がとれていなかった。

・北海道のLPガス料金が高い理由について、消費者が納得する説明が不十分だったように感じた。

・総花的な問題提起に時間を費やすのではなく、個別の課題についてできるだけ議論を深めることを期待します。具体的には、料金の公表、料金表の統一、
3部料金制、北海道と本州の価格差、「無償配管」、賃貸集合住宅における諸問題―などの中から論点を絞り込み、集中的に議論することも一案かと思いま
す。　ＬＰガス協会の役員以外の事業者にもオブザーバーや参考人などの形で議論に加わってもらうことを検討してはいかがでしょうか。

・この数年間の論議で、LPガス販売についての論点は「定式化」され、省令の一部
改正と、ガイドラインの制定と今年のガイドライン一部改正および総務省北海道管区行政評価局の調査となりました。
   したがって、論議すべき問題は、
① 省令改正とガイドラインで示された内容が遵守されているのか
② 守られていないとすれば、要因は何か、行政・業界はどうするのかです。
③ 消費者は、どんな協力をすればよいのかです。
消費者は
① ガイドラインの目玉である、ホームページの開設数は圧倒的に少なく・申告数にごまかしがありホームページの内容にも問題があること
② 契約時の料金表の提示や説明について、今年に入って前進しているものの、あるべき数値100%からすればまだ半分以下の端緒であること
を、指摘しどう改善するのか問いかけ、行政・業界の課題と消費者の役割についても、提起しています。
　　それに対する、業界の答えは
① 説明会を何回開催し、参加が何人あり努力しているとの回答に終始しました。
② ガイドラインが守られなければ「法的処置」も考えるとの、昨年の経産省エネ庁の谷さんの見解があるのに
③ 業界として、ガイドラインを守っている実態と守られない要因について調査・分析・対策を考えることなく、説明会を開催し努力していると答えています。
④ 行政の指導を蔑ろにし、消費者を小ばかにしております。遺憾の意を表明せざるを終えません。
⑤ 消費者は、過疎化が進む北海道・災害時における、LPガスの重要性について認識を深めています。エネルギー競争時代に、LPガス業界がどうすれば生
きていけるのかLPガス業界危機意識が感じられませんでした。
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北海道地方懇談会　記述意見

　

消費者

行政

消費者

行政

消費者

行政

懇談会内容の伝達
と共有の予定と時

期
6

・課内で概要報告をし共有を図っている。

・懇談会出席後に概要の報告を行ったほか、本アンケート回答作成時に課内報告。

・会議出席の報告書を通じ、現在情報共有しているところである。

7
その他意見

・今回の会議に提出された資料等を踏まえ、欠席された橘川先生の最新の所見を、懇談会参加者に文書等でお知らせ願えれば幸いです。他の会合での橘
川先生のご発言録などでも結構です。よろしくご検討ください。

・初めての参加で、今までの経緯も充分知らないままの参加で、ご迷惑をお掛けした点もあったのではないかと思います。中小小売店での扱いになるので、
どうしても料金の明確化が難しいところもあると思いますが、消費者からは「料金の明確化」知る権利からして大事なことだと思います。ガス協会さんは消費
者に分かるように、できれば一律の料金体系確立していただければと思います。LPガスはこれから、北海道の地方の過疎化を考える時なくてはならない存在
です。料金もさることながら、供給体制の維持もこれから大切な課題だと思います。消費者・販売社という枠組みだけでなく、行政の方にも参加していただき
安定供給のための体制づくりを考えていただきたいと思います。

・ＬＰガス料金の価格や無償配管などの商慣行が議論となっているが、公正取引委員会や国土交通省（不動産取引）など関係する行政機関にも意見や参加
を求めたらどうでしょうか。

・ＬＰガス振興センターにおいて、全国ブロックの価格差分析をお願いしたい。

・懇談会の中でご意見が出ていたように、北海道のLPガス料金が高い理由を、消費者にわかりやすく具体的に示してほしい。特に、10代や20代など、実家を
出て初めて一人暮らしをするといった若者向けに具体的な説明等を行ってもらいたい。また、LPガスの料金が他と比べて高いことは知っていてもその理由が
わからない消費者は多いと思う。理由がわかれば理解を得られることもあると思うので、具体的な説明を是非お願いしたい。

5 議論したいテーマ

・テーマ案　「ＬＰガス販売における消費者の選択の自由をどう保障するか」

・当日やり取りのありました、北海道のＬＰガス料金公表事業者数、公表率について、ご出席者様より異なった数字が発表されたことにつきまして、事務局より
改めてメールにてお知らせがありました。
平成２９年度 北海道）
① 調査対象事業者数　１，１７０
② 有効回答　〃　　　　　７２０（６２％ 対調査対象数）
③ ＨＰ開設　〃　　　　　１９１（２７％ 対有効回答数）
④ ＨＰ公表　〃　　　　　　５９（３１％ 対ＨＰ開設数）
⑤ 店頭公表　〃　　　　　４９０（６８％ 対有効回答数）
⑥ ＨＰ及び店頭公表　　　５４９（７６％ 対有効回答数）

問題点の指摘
① 　③④⑤⑥の率を計算するのにどうして有効回答数を分母にするのですか、分母とすべき数値は調査対象業者数です。当たり前のことと考えますがいか
がですか
② 従って
a.HP開設数は、191/1170≒16%
b.HP公表数は、59/1170≒5%
c.店頭公表数は、490/1170≒41%
d.HPおよび店頭公表 549/1170≒46% となります。
HP公表数は、31%ではなく、僅か5%です。
最近多発しているごまかし数値の公表とは思いたくありません、訂正を要請します
③ さらに間違いがあり、HP公表数と店頭公表数を単純に加算していますが、、HP公表数と店頭公表数はダブっている事業所が多く、間違っています。
④ この調査の回答数は、自己申告ですが「率」公表に当たって、エネ庁として確認していないのであれば、但し書きの表記が必要と考えます。
⑤ 消費者は、HP公開業者のHPをチェックし、HPがなかった業者とHPはあったが料金表のなかった業者があったことを報告しています。
この報告について、行政・業界から何のコメントもありません。
行政・業界はいかがお考えかお聞きしたいと考えています。

・今回の懇談会では、主に消費者側からの提起事項に沿って発表がなされ、意見が交わされた。次回は、消費者側からの提起事項に対する事業者側の状
況分析や新たに起こした行動などの具体的な取組についての発表、さらには事業者側からの問題提起があっても良いのではないか。

・消費者協会の会報や学習会などを通じて、会員や一般市民と問題意識を共有していきます。

・川原氏の発言に対して
　LPガス協会のホームページ数に固執していたが、協会側が正しい数字を押さえていないなら、どこまでも平行線であり、意見交換にならない旨を会場で公
表する必要があった。
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消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

4
テーマ設定での議
論展開について

（その他案）
事業者

　

消費者

事業者

行政

3

・エネルギーのベストミックスや災害時に備えてのＬＰガスの特徴について。

・減災対応や平時からのＬＰガス利用について。

・消費者の関心事項、国や協会から周知したい事項について。

・テーマ設定について、今回は３本であったが、テーマの的絞りをし、国を交え、より掘り下げた議論をしては如何か。

・会議の時間が長すぎるのでは。会場の場所が分かりずらい。

・ 初めての参加でしたが、説明時間に追われ、忙しい懇談会だと感じた。もう少し資料がコンパクトであったら良いと思う。

・他県の方々と違い不勉強のため勉強させていいただきたく参加いたしました。初歩的な説明（勉強会）の懇談会もあっても良いのではないでしょうか？

・現在の最大の問題は料金体系の透明化を含むガイドラインの順守であろ、改善状況の確認や課題の検討を、消費者団体からではなく、行政や業界団体か
らの報告も含めて行っていく必要があると考えます。

・　（改善）・自治体関係者からの提言等（何のために参加しているのか疑問）。

・消費者委員の人選（オール電化住宅の委員、ガスに無関心の委員等）。

・保安関係のテーマや説明時間は長くはないか、もったいない気がする（全体で時間不足なのだから）。

・事業者委員：経産省関係、学識者、LPガス振興センターの説明、及びそれに対する質疑応答。

5 議論したいテーマ

懇談会で得たこと、
良かったこと

・最近、日本各地で災害が頻発しているが、LPガスが非常時のエネルギー源として、より一般社会に浸透するよう、PR,していきたい。

・エルピーガスの基礎知識など他地区の報告から深く、いろいろ知ることが出来ました。

・ ＬＰガス利用の利点が理解できた。

・事業者の販売努力（特に県民の暮らしと密着した取り組み）が印象に残った。

・他県の活動を知ることができ良かった。

・テーマを絞って進めていただいたことは、とても良かったと思います。

・資源エネルギー庁説明。

・お客様の今時の考え方や関係団体のアンケート結果がより理解できた。高齢化社会に突入した現状でのＬＰガスのあるべき姿等について少し触れることが
できた。

・基調講演の講師が以前と比べ数段良くなった。

・吉田教授の内容は、近い将来の業界はどう変革していくべきか、様々な事を考えさせられる内容で良かった。

・客先への検針票・請求書の記載内容等は、情報が乏しく、協会では把握しづらい状況なので、生協連の資料は参考になった。

・高齢化社会への対応について。

・実際の消費者の方の話が聞けたこと，他県の協会の話が聞けたこと。エネ庁及び東北経済産業局の担当者と名刺交換できたこと。

・国の施策の方向性がわかり、参考になった。

・ＬＰガスの強みと課題を知ることができた。ＬＰガス協会と消費者団体の両方の立場から意見が聞くことができ、有意義な議論であると感じた。

・規制行政と違う視点でＬＰガスを考えられる機会があり、大変有意義でした。

・消費者団体の意見が聞けたこと。ＬＰガス業界の取組状況がわかったこと。

東北地方懇談会　記述意見

2

・事業者におけるLPガスの料金設定において、ガス本体の価格以外の料金に含まれるべき費用項目と考え方について、消費者として知っておきたいと考え
ている。

・ＬＰガスの現状の状況など、知っておかなければいけない課題などあれば、テーマとしたいと思いますが、私としては特別にありません。

・消費者の方は料金が高いという声もあります。地域の業者の方が検針時やボンベ交換時に、消費者とコミュニケーションをとることが出来る方策も必要か
と？

・改善を進めるべき重要な時期となっていますので、聞いて終わり、話して終わりではなく、改善に向けた取り組みにつながるような懇談会を期待しています。

　　　　・ガイドラインの順守に向けた取り組みについて（参加団体毎の取り組みの検討）

　　　　・消費者が求める安定供給（量の確保、適正価格、安全確保）のための取り組み

　　　　・過疎化や後継者不足など、事業継続困難に対する取り組み

　　　　・参加団体のコラボレーションにつて（一緒にやれることはないか）

　　　　・改善の取り組みの事例交流など（成功事例の水平展開）

・災害時の避難所となる予定の場所へのＬＰガス関係の施設の設置状況や導入の予定の有無など。

・本議題に係る内容で、各県担当課及び各県ＬＰガス協会に寄せられている相談等があれば共有してはよいのではないかと思う。

・料金を他のエネルギーとの競争を促すために、どのように価格を低減していくか。

・テーマ３つは盛沢山すぎた印象あり。

・不要なものは特に感じませんでした。あえて言えば、アイスブレイクのための自己紹介でしょうか。

懇談会で不要また
は改善が必要だと

感じたこと
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消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

その他意見
7

・県の保安行政担当者よりも消費者行政担当者向けの内容に近いと感じた。

・エネ庁目黒補佐の力強いメッセージが心に強く残りました。東北の地域事情も含めてご認識いただけた良い機会であったと思います。ご提案ですが、監督
部主催の北海道東北地区ブロック会議が今回の前の週にありました。連携して一緒に開催できないでしょうか。仙台出張が１回で済めば、担当者としては業
務上効率が良いです。他の県も同様だ（出席率が物語っている）と思います。

・お客様のご意見等の集約を少し早くされて（業界に）伝達されたい。（先方のご都合かもしれないが）。

・消費者委員のみを事前に集めて研修会等を実施したらどうか。ＬＰガスの事をよく判らないと正当な評価ができないのでは。

・１０月の保安講習会・県理事会において、特に生協連の資料を基に検針票・請求書の内容に関してバラツキが無いよう、再度徹底を図る予定。

・１０月開催の理事会にて報告予定。

・後日，メルマガ等で伝達してほしい。協会が会員に伝達しやすい方法を検討してほしい。

・懇談会の復命報告を通して、内容の伝達と共有を行った。

・当懇談会の内容をまとめたもの及び資料を同課の担当者間で回覧している。

・今後、報告書を作成して組織内で回覧し共有する予定です。

懇談会内容の伝達
と共有の予定と時

期
6

・今後も引き続き、有意義な懇談会を企画していただきたい。

・機会を持っていただくことに、感謝してます。

・私に与えられたテーマが先（8/9発）と後（8/23発）で違っていたのでちょっと戸惑いましたが、意見、質問票と共に送付された資料でスムーズに理解できたと
思っている。 しかし、他のテーマについては説明に追いついていくのがやっとで難しい。

・当日は予定時間を大幅に超過してしまい、大変申し訳ございませんでした。
この間取り上げているＬＰガス問題の解決のためには、行政、ＬＰガス事業者、関連団体と消費者団体が、それぞれの立場で取組を進める必要があります。Ｌ
Ｐガスは災害に強く、地方でも利用しやすい大切な家庭用エネルギーとして、維持し発展させていくため、今後も取り組みを進めていきたいと思います。
ＬＰガスの問題に対する消費者側の認知度はまだまだ高くない状態であり、今後も学習会等の開催を進めていきたいと思います。その際は、ＬＰガス協会の
皆様やＬＰガス振興センターの皆様とも協力しながら取り組んでまいりたいと考えていますので、引き続きよろしくお願いいたします。

・初歩的な講習会のようなあんなにのど、身近なことを各県、地域で開催していただきたいと感じました。

・資料の作成について、時期がお盆期間で、かつ期間が短い。何を記述すべきか意味不明な点が多い。（災害対応への期待？）。　アンケート結果は公表し
てください。

・「当て恥」と言えばそれまでだが、ＬＰガス懇談会委員を委嘱している消費者がオール電化であったとは、一般紙が聞きつけたら少々答えに窮するかも？依
頼の段階で条件を付しても問題はないのでは。

・消費者委員はＬＰガス使用者であるべきではないでしょうか。

・東北は、消費者がLPガスの応援団的なところがあり、毎年開催する必要がないのではないでしょうか。

・職場内における本懇談会に係る復命書回付により、速やかに情報共有したい。

・ 内容の理解が薄いため他の方への伝達は難しい。

・地域婦人会のなかで懇談会開催内容を話しました。

・日本生協連北海道･東北地連の県連活動推進会議にて報告し、取り組みの具体化を提案・検討しています。また、2019年2月8日に渋谷のコーププラザで開
催する、日本生協連「家庭用エネルギー学習会」でも報告し、全国的な取り組みとしていくよう呼びかけていきます。
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事業者

行政

消費者

事業者

行政

3

懇談会で不要または
改善が必要だと感じ

たこと

・せっかく行政の方々が出席されているので、県ごとの発表があると良いと感じた。

・県の担当者から熱いものが伝わらなかった。

・行政の立場・事業者の立場・消費者の意見の発表は皆さんの役割の分析は大事な役割と思いましたので良かったと思います。ただ毎年懇談会はいいと思
いますが、一番聞きたいことは事業者間意識の違いを感じました。今後は、皆さんの課題点・各県ごとの料金の違いなどの話も聞いてみたいと思います。透
明化の難しさなど。。

・事前に懇談会でとりあげて頂きたいとの要望があった方が望ましい。

・講師と行政とのプレゼンテーション内容の、事前すり合わせ等が必要でないか。
　今回、講師発言を行政が否定する場面が見られたが、内々（行政と業界）であれば大いに結構であるが、消費者団体を加えたこの様な懇談会席上では、
消費者団体
　の困惑を招くのではないか心配である。
　事前に講師の言わんとしていることと、行政が言わんとしていることとの事前打合せが必要でないか。
　講師（業界）も行政も最終目的は同じであるが、今回のような場合、消費者は行政と業界とが連携できてないと聞こえたのではないか。

・事前にプレゼンテーションを頂いたが、それに対するコメントを求められたが、まとめ方をどうするか、戸惑った。

・県の担当者の出番がなかった。県の方には何を期待、また、どういう役割になっているのかをはっきりさせていただいた方がいいのではないか。

・災害時のプロパンガスについては十分に確認されている。今後は、更なるプロパンガス機器等のPRを進めるべきである。

・行政側委員（特に県の担当者）の意見を述べる場面が必要であると感じた。殆ど発言の機会がない。

・１　日程調整について
　(1) 事前に協会長の日程を確認して頂いたにも関わらず、当県協会長が都合悪い日に決定となったため、協会長は予定していた用務を調整して懇談会に
出席した。経産省の方の都合を日程調整時に優先するならば、今後は経産省の方の都合良い日を複数日確認した上でそれを各県に早めに提示し調整願い
たい。
　　また、当日の午前中は関東高圧ガス保安団体連合会の総会、午後は同連合会の保安大会が入っていたため、北関東ブロックに属する協会専務理事は
総会に出席後、保安大会を欠席し懇談会に駆けつけた。また、該当県の協会長も連合会の総会、保安大会を欠席あるいは副会長と手分けして対応すること
となった。
この保安大会では関東東北産業保安監督部長表彰が行われ、各県協会所属会員の受賞者が出席するため、各県専務理事は受付を含め受賞者の対応を
行っている。この大会の日程はかなり前から決定しており、次回からは専務理事や協会長が出席するこのような経産省関連の大会等の日程について事前確
認の上、重ならないように配慮をお願いしたい。
　(2) 次のⅣの質問にもありますが、今回は各県の協会委員と消費者委員が別なテーマについて意見発表を行ったため違和感があった。各県でＬＰガスを取
り巻く環境等が異なるため、従来通り共通テーマについての意見発表として頂きたい。

・資料のボリュームを考えると、全体的にもう少し説明時間増やしてほしかったと思います。(もう半日程度増やして、合計１日程度)

・資料に記載されている内容だけであれば、読み上げる必要はないし、事前配布で読んできてもらう方が良いと思う。

・ＬＰガス業界も変わろうとしていることを肌で感じた。

・改革、改善にはスピードをもって臨んでほしい。

・消費者もまじまに取り組んでいる業者を見抜く目を持ちたいと思います。

・ＬＰガス災害バルクについても各県ごとに防災対策＆ＢＣＰ強化の話は良かった。

・個人的ですが、ＬＰガスの新たな需要について、パラソルヒーター、モスキートマグネット、ＬＰガス発電機の提示は新鮮でした。また、時節柄、災害時でのＬＰ
ガスの有用性を感じた。

・他県の話を聞くことができ、満足した。

・他県の様子が分かって良かったと思う。資源エネルギー庁・経済産業局・産業保安監督部の方々のお話が聞けて良かった。「ＬＰガスの料金を自由料金設
定でなく、公共料金として捉える消費者が多い場合は」と話された部分が印象に残りました。

・他県消費者団体の意見が聞けたこと。中央官庁（エネ庁）の今後の方針が聞けたこと。

・他県の消費者団体、事業者のご意見、資源エネルギー庁の考えを伺えたこと。一般の販売事業者、特に小規模販売事業者とエネ庁の考え方との間に、
ギャップがあるなと感じた。

･内山教授の内容が良かった。

・消費者側委員及び各県事業者側委員の率直な意見が聞けたこと。学識経験者及び経済産業省の専門的な意見が拝聴できたので参考になった。

・谷企画官の料金透明化等に対する考えを直接聞けたこと。津田氏、角田氏から各テーマについての現状や考え方などを聞けたこと。特に、料金透明化問
題等への取組みや需要開発策の提言など貴重な示唆を頂いた。

・複数の消費者委員から、料金透明化等への取組み、携帯発電機や最新ＬＰガス機器等のＰＲ強化要望等を含め、多数の要望やアドバイス等を頂いたこと。

・各県協会での活動状況、消費者団体の率直な疑問、意見を聞けて良かった。

・消費者及びＬＰ業界の関係者から、料金の透明化・取引適正化に関する忌憚のない意見を聞くことができ、大変有意義でした。

・ＧＨＰという機器を知らなかったため、それを知ることができて良かった。

・国及び事業者の両方の立場から、ＬＰガス料金透明化・公表の考え方について、聞くことが出来良かった。

・業界の取組状況や、今後の動きが把握できた。

・昨年度から消費者団体が代わったため、多様な意見が聞けた。

北関東地方懇談会　記述意見

2
懇談会で得たこと、

良かったこと
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消費者

事業者

　

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

5 議論したいテーマ

・ガス事故件数の少ないことに驚きました（安全に関しては大丈夫かな）。今ＬＰガスをお使いの方がもっと家庭で料理をしていただく（調理人口を増やす）ため
に・・・とか。

・ＬＰガス苦情相談窓口を各県で取り入れてそのテーマに沿った議論なども検討会に議論する。

・消費者被害について。特に、高齢者の被害対策の連携（消費者団体と事業者団体の連携）。地域コミュニティーの構築について。

・消費者からの苦情における、消費者センターと許認可主管課との線引き。

・出来ればＬＰ販売事業者の経営適正化に向けた先進的な取組事例の紹介して頂き、その取組に対して、事業者、消費者、行政のそれぞれの立場から問題
点や改善点等について議論する場を提供して頂きたいと思います。

・山小屋におけるＬＰガス保安（特則承認運用後の現状と課題について、販売事業者及び山小屋それぞれの立場から聞くことができればと思います。（季節
的に山小屋は対応していただけないと思いますが・・・）

消費者委員：5県が参加しているので、ＬＰガス料金の講評状況調査などのように、比較できるデータをいろいろ作って提示していただくと、消費者にも分かり
やすく、話が膨らむし、悪い結果の県は持ち帰りすぐに対応するなど、会議がより有意義なものになると思います。

消費者委員：事前に事業者と消費者とのプロパンガス契約のサンプルを頂き、消費者との契約の内容についての見解を述べさせて頂きたい。

消費者委員：明確で５県が共通するテーマで議論できればと思う。今年はテーマがはっきりしていたので消費者の声を集めやすかった。

・９月２１日茨城県消費者団体連絡会幹事会で報告予定

・９月５日県消防団連役員会です。各地区の役員（９地区）が来ますので情報提供したいと思います。防災対策としてＬＰガスの役割など今回衣類乾燥機が早
く乾くので、話したいと思います。どこで売っているかは話に出なかったようですので、だんだん普及できればと思います。

・8月理事会。当会、機関誌（8月末発行予定）

・県市（自分の地域）には、報告をしています。懇談会に出席することにより、さらに勉強の意欲がわきました。

・8月22日:長野県LPガス協会主催のお客様相談所委員会でお伝えします。各消費者の会の会議で話す予定ですが日時は未定

事業者委員： 現状方法では、他県に配慮（遠慮）して県を超えた論議の展開は難しい。
 初めての会議進め方で、消費者団体の質問に対し、どのタイミングで回答していいか迷った。
　　今回、テーマが二つに分かれているが、質問内容同時に発表されるため、回答内容に困る。（次のテーマで回答か？又は同時に回答か？）

テーマ設定での議論
展開について
（その他案）

4

・プロパンガス業界の方向性について（後継者問題や合理化の問題）。

・今回のテーマを継続して実施してほしい。

・新しい商品がいくつか紹介されました。ＬＰガスの今後求められることは、消費者が「それ使ってみたいと思う」商品を世に出すことだと思います。新ガス器具
の開発が急務のように考えます。

・ＬＰガス需要の負のスパイラル化についての中でお客様から何も言わないので料金を下げる必要はないとか競争がないのだから料金を下げる必要ないと
「タブー欄」にありましたが、私たち消費者としては事業者の考えていることには大変疑問を抱くように思いますので、早く透明化を進める事業になればと思い
ます。経産省の方ももっと積極的に進めてほしいと思いました。

・ＬＰガス事業者の色々なご苦労を聞かせて頂いて、地域密着の一端を伺い知ることが出来たと思います。
　個人的にも、ＬＰガス利用者ですが、普段は、勤務もあって、事業者の方とＬＰガスについての状況や課題について語って頂く機会もなく、漫然と消費してい
るだけでしたが、料金の問題は重要だと思いました。
　消費者からの真の信頼を得るために、ＬＰガス業界が真摯に目を向け、問題点を直視し、改善のためにご尽力をお願いしたい。

・新潟県消費者代表の方が、プロパンガスについて大変勉強していたので感心した。

・懇談会で話された内容については、協会の委員会・理事会・正副会長会等で役員及び 会員に８月下旬から順次開催する会議等で伝達したい。

・１　協会事務局職員への伝達　資料等を回覧すると共に懇談会の概要について既に伝達済み。　２　理事等役員への伝達　今後の役員会開催時等で概要
を伝達予定。

・９月に行われる県協会理事会において内容の共有をしたい。

その他意見

・翌日に復命書作成するとともに、朝の係会議で伝達。

・消防課には、速やかに復命し情報共有する予定です。
　　今回の会議の内容を整理して、必要に応じて、ＬＰガス事業者等が参集する講習会で伝達、また事業者への立入検査時に指導を行いたいと考えておりま
す。

・速やかに、所属内及び相談員に復命の回覧を実施した。

懇談会内容の伝達
と共有の予定と時

期
6

・日程調整をされていたが、なぜこの日を設定されたのかわからない。
　　関東地方では、7月27日は、関東高圧ガス保安団体主催で関東東北産業保安監督部の後援をいただいた関東高圧ガス保安大会がまさしく開催されてい
たものである。この大会は、かなり前から決まっていたものであることを貴センターも知っておられたことでしょう。各県のＬＰガス協会（本県は高圧ガス保安協
会）の会長や専務理事も出席する予定にしていたが、この懇談会を優先して出席をした。どちらも大事なものと認識していますので、日程が先に決まっている
方を優先されるよう、日程調整を十分に行っていただきたい。

・：今回の会議日時の決定について、当協会では関東高圧ガス保安団体連合会総会・表彰式、設備士国家試験、群馬県総合防災訓練の準備会議が重な
り、事務局職員が少ない当協会は事務所を閉めざるを得ない状況になり 会員に不便を掛けてしまう事態が発生した。せめて、関東高圧ガス保安団体連合会
総会及び設備士国家試験と重ならないよう開催日を決定して欲しい。また、開催日が決定したらもう少し早く議題等に関する照会等の事務連絡をお願いした
い。

・１　各県行政担当者の意見発表について　各県の行政担当者が出席しているのに、立入検査時における料金透明化・取引適正化の確認状況等を含め担
当者の意見や考えを聞けず残念であった。今後は、従来通り行政担当者からテーマに沿った意見発表等をお願いしたい。
　２　懇談会終了後のセミナーについて　これは、中小企業庁にお願いすべき話かもしれませんが、今回の懇談会後のセミナーで最低賃金関連の簡単なお
話と協会員への周知依頼がありました。この度の話を周知するのであれば、各県に存在する該当省庁の関係機関や中小企業関係団体等が各県内で説明
会を開催し、中小企業等に直接説明して頂く形の方がより効果的だと感じました。

7
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7 その他意見

行政 ・消費者団体からのLPガス販売業者への評価がまちまちだったことが印象的です。県で立入を実施する際にも感じることですが，事業者の取り組み姿勢をま
さにまちまちです。
　取引の適正化を図るためには，消費者に不利益の生じない適正な自由競争が活性化され，アパートの設備費用を他の需要者に転嫁しているような事業者
が淘汰されることですが，そのような事業者も生活が掛かっているとの側面もあります。
　競争が激しくなった場合でも，料金の透明化を図ることは前提ですが，中小の事業者ならではの付加価値を高めることで，需要を開拓すること可能だと思い
ます。
　非常に努力をされている事業者もおられますが，お客をとられたとの文句ばかりが先行し，消費者に向いた努力を行わない事業者が多いことが残念です。

・消費者団体と関わり合うことが少ないため、時間をとっていただきたかった。

・クールビズでありながら、国関係者は上着着用しており、冷房温度設定が低すぎて全く省電力や環境負荷軽減に寄与していない。参加者のほとんどが凍え
ていたように見える。
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消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

南関東地方懇談会　記述意見

・考えていた以上に、都県ごとにＬＰガスを取り巻く環境が大きく違うことについて実感できました。

・テーマごとに意見を交換したことは良かったと思います。

・他県の消費者、事業者との交流。

・事業者の取組や、現状を知ることが出来て良かった。

・ＬＰガスの自由化により他市での案件相談や問題点を聞いて一般消費者が困っていること改善すべきことが見えて参考になった。

・懇談にあたって、当該ブロックにおけるＬＰガスを取り巻く環境、課題についての問題提起が必要であると感じました。懇談に先立つ説明の時間の中、ある
いは事前の提供資料としていただくことで、理解がすすむのではと考えます。

・テーマについての意見交換が、噛み合わない場面があり残念でした。前もって関心のあるテーマの意見を全員に聞いてミスマッチないようにしても良かった
かと思います。

・他県の消費者、事業者との交流する時間がなさすぎる。テーマは2つくらいでもよかったかな。行政からの報告はいらなかった（3番目）。問題提起の後の意
見交換に時間がなさすぎました（そのためには前段の行政からの資料説明はいらない）。

・都市部ではＬＰガスが災害に強いと理解していても準備が進んでいない現状を聞き、事業者側だけでなく行政は真剣に早急に対応することだと感じた。

・ＬＰガスに関する消費者意識や近県の動向を聞けたこと。

・橘川教授の総括の中で、事業のあるべき方向性を聞けたこと。

・普段頻繁にかかわらない業界の方々（特に消費者団体）の貴重な意見が聞けました。電話でのガス料金に関する問い合わせに対する対応が良くないという
現状については、今後県としての課題にもなったので非常に友好的な情報だったと思います。

・消費者の不満内容が具体的に知れた事。

・普段交流のないＬＰガスの一般消費者の方々のご意見を伺えたこと。

・今回の試みとしてのテーマ毎にプレゼンターとコメンテーターが県域を越えた疑問や現状が聞け、分かりやすい構成であった。

・ＬＰガスに関わる違う立場の皆さんの率直な意見と考え方を拝聴することができたことは、非常に良かった。

・議事次第　4．.懇談において、テーマ設定でのやり取りが分かりやすかった。

・他県の事業者や行政の取組み状況が良く理解できました。

・災害時の活用など、ＬＰガスの利点について知見をえることができたこと。

・国、都道府県、協会、消費者団体の各々立場で様々な取り組みがなされていることを実感できました。

・消費者相談が生じる理由、ＬＰガスや業界の実態、災害発生時のＬＰガスの有用性などがよく理解できた。

懇談会で得たこと、
良かったこと

2

懇談会で不要または
改善が必要だと感じ

たこと
3

・今回各県協会の資料が県別であったが、次回はテーマ別にまとめた方がよいと思った。

・懇談会の趣旨が曖昧（不明）に感じた。懇談会の目的が「ＬＰガス取引適正化の観点から、ＬＰガスの諸問題について、消費者団体、事業者団体、自治体、
学識経験者等が一堂に会して意見交換・議論を行い、関係者相互間の理解を深めると共に、ＬＰガス産業の健全な発展に資する。」のであるならば、慣例化
されているとしても開催案内で一々示して貰いたい。

・事業者の見解と、消費者委員の疑問点、答弁があってなかった。消費者の意見、見解に対し、それを検討して、対応する方法論を事業者が発表する形式
がいいのでは？

・行政の発言が少なかった（なかった）。

・各都県の担当官の意見交換発の場も必要だと感じた。

・各県から事前に提出する設問に対する回答資料については、予め統一したフォーマットを決めておいた方が良いように思います。

・テーマ別の進行、時間配分であったこと。

・消費者（代表）・行政・ＬＰガスが一堂に会したこと。

・消費者委員の方の、調査等資料がまとまっていて参考になった（東京都、神奈川県）。

・各県側の立ち入り検査等での指導方針が参考になった。

・消費者団体の独自調査内容が聞けたこと。

・消費者団体と適度な緊張感を保ちつつ、良好な関係を築いている神奈川県の状況等の話が伺えて、（個人的には）大変参考になりました。

・私達のような保安関係の部署の都県職員は、オブザーバーでも良いのでは？と少し感じました（ＬＰ関係の法令や保安の観点におけるやり取りがそんなに
あるよではないので）。あと、自由意見を発言する時間的余裕が少ないように感じました。

・消費者委員からのテーマに対して、事業者委員の回答が一部噛み合ってない点があったように思いました。

・学識経験者の方の発言が、最後のみだったのは残念でした。もう少し議論に加わって頂ければと、思いました。

・まず、内容に対する時間配分については、もう少し検討の余地があるかと思う。また、自身の立場としては、今回の懇談会においては、学識の橘川教授も
述べていたように、液石法ではなく、特商法の話に特した形となったため、意見を述べる機会もなく、単なる傍聴でしかなかった。

・事前に情報提供させていただいた自治体からの相談事例は、今回の議事内容に関連するものがどれくらい割合があるか、そのうち具体事例を紹介するな
ど、議事内容を裏付けるものをお示しすることができればよかったと思いました。事前の情報提供のご依頼の際に詳しいご指示をしていただけると良いと思
いました。
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消費者

事業者

行政

　

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

・テーマが明確であれば、①、②のいずれでも良い。

・昨年までと同様に双方のやり年がいいのでは。

・こうした場での議論に慣れていませんし、そもそも各県でレベルが違いすぎます。

・基本的には都県を超えた議論を促すことは良いことだと思う。ただし、内容の一部に、ローカルな話もあったため、そこは、当然ローカルな立場の中での話し
かできないと思う。

・①県を超えた議論ができて良かった。面白いテーマ進行だったと思います。資料構成もテーマ単位（業種別ではなく）すると参照しやすいかなと思いました。

テーマ設定での議論
展開について

4

・価格の公表をしているかどうか調査しましたが参加の他県の方たちはどのように思ったのか・・・埼玉以外の方たちの意見も聞きたかった。フリーディスカッ
ションをもっと多くしてほしい。

・他県の現状と比べる事が出来て参考になった。

・ＬＰガスを活用した災害対策について（事例、社会的なニーズ）。

・一般消費者の方も交えた保安の確保についての議論はいかがでしょうか。

・ＬＰガス販売における価格決定方法の特殊性といのはどの立場の方々も漠然とわかっているようだが、しっかり整理・共有されていないと思われる。今後、
あるべき販売形態、価格表示を共有するための、最適な価格表示を議論していけばよいと思う。このことが、しいてはブローカーの排除につながるのではな
いのでしょうか？

・現状の設定で良いと思います。

・都内の相談では料金に関する案件が主ですが、橘川教授がお話なされたように、災害時対応やオール電化住宅の補助エネルギーといった観点から議論を
深めることも興味深いと思います。

・切り替え業者（ブローカー）や災害対応バルク。

議論したいテーマ5

・ＬＰガス契約時における消費者への説明方法・内容など。契約における情報提供があります。消費者にとっても、安心した契約ができるようにするために、
努力されている点などについて、伺いたいと思います。

・価格について。どうしたら消費者に選ばれるエネルギーでいられるか。

・公表するという事の意義。法令遵守の意義。

・今回のテーマを引き続き取り上げてください。

おいて、時間をいただき報告をおこないました。

消費者：エネルギー問題研究会の会議にて報告。

消費者：毎月第1木曜に定例があり報告しています。

消費者：7/25定例会にて報告しました。

消費者：消費生活相談員としてＬＰガス業界の現状と対策を知る機会があり、相談員だけでなく消費者に対してどこに問い合わせれば的確かを確認できたの
で集まりや研修時に伝えたいと思う。相談員の役員に研修に活用してもらうように資料を渡した。

・速やかに組織内に内容を伝達し、情報などの共有化を図る。

・会議出席の報告書として作成し、課内関係者に供覧しました。

・復命書を作成して、グループ内職員と課長まで、資料添付の上報告します。

・課内には復命書（開会あいさつ要旨から橘川教授の総括要旨までの記録）及び会議資料を会議開催の翌週に回覧し、伝達と共有に努めた。

・質問の意図が良く分かりません。組織内部への伝達はすぐに実施。外部への伝達とは、何を指すのか？

・消費生活課長まで文書で報告後、課内回覧予定。

・当センター相談課長及び技術支援担当職員。懇談会終了後、課内で資料回覧、打合せ等で共有します。

・当課内で出張に対する復命書を以て近日中に共有予定です。

・復命書により課内で情報共有を行った。

懇談会内容の伝達
と共有の予定と時

期
6

・訪問販売について：訪問販売時にも「標準的な料金メニュー等」の公表することをルール化されることを要望し、このことが当該懇談会で議論され、ルール化
が実現されれば、いわゆる「差別対価」が無くなり、ＬＰガス業界の消費者からの信頼を得られると考えるからです。

・質量販売、ＦＲＰ容器等について。

・取引の適正化。

・ブローカーと特商法。

・現段階では、特にありません。（※残念ながら、こと「取引の適正化」に関しては、本県協内ではまだ十分意識が高まっておらず、ブロック単位とは言え、こう
した全国レベルの会議の場で主体的に問題提起をして議論をリードしていくレベルにありません。）

・業界紙での報道がすでに先行しているので、私も現在他者と共有をすすめている。

・消費者が感じているＬＰガスについての生の声を、機会があるごとに業界関係者に伝えてたいと思います。

・当協会支部長会

・理事会で報告。

・懇談会後、定期的に開催している正副会長及び3支部長で構成する会議の場で、一応の報告はしてあります。
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南関東地方懇談会　記述意見
消費者

事業者

行政 ・有意義な懇談会であると思います。ＬＰ業界の発展と消費者の快適な生活を目指し、今後もより良い情報交換の場となるよう継続していただけると幸いで
す。

・県の同じ部署から複数参加する場合に、座席については、すぐ後ろに設置するなどまとめていただくと助言しやすいので、宜しくお願い致します。

・国、地方自治他、学識経験者、消費者団体事業者が一同に集まる本懇談会は、大変貴重な機会であると考えます。ＬＰガスについてもっと理解を深め、可
搬式であることや保存可能であることなど、災害時の活用の有用性について周知して参りたいと思います。今後とも懇談会に参加させていただき、ＬＰガスの
状況について情報提供を頂けますとありがたく存じます。

・大勢の関係者が集う貴重な会合で良かったです。事前準備や開催にあたり事務局の皆様に御礼申し上げます。

・自治体担当者は、積極的に議題に参加できるような立場ではないようにに感じたので、オブザーバー的な立場での参加でもよいのではないか。

その他意見
7

・貴重なお時間をありがとうございました。

・自由料金制について。適正価格とＣＭする事業者がいますが、自由料金制では？

・オブザーバーの事業者が発言されていたが、発言内容の趣旨が良く分からなかった。そもそも、オブザーバーは発言できるのですか？

・懇談会には、業界代表委員として会長が出席する都県協会が多いので、都県協会長が出席を予定している経済産業省の行事と、日程が重複しないように
ご配慮いただけると幸いです。

・本年度のテーマ1と2は、密接に関係している内容であるし、今井委員の資料にもありましたが、平成27年5月の「液化石油ガス流通ワーキンググループ報
告」、昨年の「液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律施工規則の一部を改正する省令」等の制定では、問題点をＬＰガスの契約の時期毎
に捉えて報告書をまとめ、規則等の制定が行われたと考えています。今後懇談会は、ＬＰガス契約の「どの時期のどの様な事項をテーマにするのか」明確に
すべきと感じました。

・資料提出までに時間が欲しい。

・国や先進的な県協、また業界紙誌等で持たれている「問題意識やその対応への議論」等のレベルで、一律に投げ掛けをされると、良し悪しの問題は当然あ
りますが、対応等に苦慮されている県協（特に事務方）も多いのではないでしょうか。
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消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

・良かったと思う、判り易く活発な意見交換で、良かった。

中部地方懇談会　記述意見

・他県の協会の取り組み、消費者の取り組みを知ることが出来、とても参考になりました。国の考えをはじめ、立場の違いを超えてＬＰガスの未来について意
見交換が出来たこと。

・いろんな意見が聞けて良かった。

・はじめての出席でしたのでわかりませんが勉強になりました。

・色々なＬＰガス関連の話が聞けて良かった。新たな発見もあり、良い学習が出来ました。

・今回は昨年度までの県ごとの1問1答ではなく、テーマを設けての意見交換ができ懇談が深められたと感じた。

2
懇談会で得たこと、
良かったこと

・消費者の方と本当に理解し合える事ができた。

・消費者の皆様のお考えを素直にお聞きできたこと。

・国の説明時間が短くなり、意見交換の時間が増えたこと。

・三重県以外の消費者団体からのご意見、質問は時に斬新であり、参考になりました。特に石川県生活協同組合連合会の青海専務理事のお話には昨年同
様、考えさせられることが多々ありました。また、行政サイドからのお話についてもフレッシュな話題もあり、大変ためになったと感じました。

・今までにない本音の話ができた。

・北海道における料金公表における情報。

・取引適正化（大家からの申し出）における民民取引の考え方など国の考え方を聞くことができた。

・エネ庁からの報告や、各県協の状況を聞くことができた。

・消費者が抱いている疑問点の解消に寄与したと思われること。

・消費者の立場からの話は、県にとっても参考になったし、事業者にとって消費者が何を分かっていて何が分からないか知る良い機会となったと思う。

・各県協会の活動内容、特に愛知県LPガス協会のBCP策定について、詳細を聞くことができた。

・資源エネルギー庁から今後の方針や情報を得ることができた。

・消費者の意見を聞けたこと、各県の協会の取組を聞けたこと。

・中部地方のＬＰガス協会の会長が一堂に集まるだけでなく、各県の消費者代表や、国及び地方公共団体が集まる貴重な機会であり、国の最新情報や消費
者からの意見について、今後の消費者行政推進に活かすことができると考える。

・消費者委員からの率直な意見を伺うことができたこと

・協会全体の取り組み姿勢が感じられたこと

3

懇談会で不要また
は改善が必要だと

感じたこと

・時間が限られているので、否定ではなく、司会者が方向の違う話をされている発言者を上手に止めることが出来たらよいと思いました。

・良い点をどんどんＰＲしてほしい。

・今回は良かった。

・配布資料の概要紹介、せっかく参加いただいた各県からの報告もあるとよかった。

・私達の説明の話がまだ長すぎるような気がする。

・行政（県）担当者の意見・考え方が聞けなかったこと。

・LPガスの事故件数の推移の説明。

・今後の高齢化と人口減少社会におけるＬＰガスの方向性についてヒントを頂きたいと思います。特に過疎化が著しい地方におけるＬＰガスのあり方（価格競
争が存在しない、ガス屋さんが居てくれてよかった。）について議論があっても良いのではないか。

・料金に関しては、事業者委員より輸入価格も含めた説明があり良かったが、県内での意見交換でも同じような内容が話し合われているように思う。

・難しいかもしれないが、消費者側に２０～３０代くらいの方もいると良いと感じた。

・消費者委員の方からは、都市ガスとの料金比較や具体性のない意見、LPガスと関係のない話などばかりで、液化石油ガスの“保安の確保”や“取引の適正
化”に関して、有益な情報が得られなかった。いずれも、事前に消費者委員の方に情報提供するなどして、業界の状況や液石法について理解していただいた
上での消費者目線の意見や提案について議論するべきではないか。

・行政からの規制（保安、取引適正化とも）について、各県協会と各自治体・国が意見交換できる場があればいいと思う。

・もう少し時間を短縮して頂けるとありがたい。

テーマ設定での議論
展開について
（その他案）

4

・テーマの内容について検討が必要ではないか。

・委員今回初めて参加したので昨年の様子はわかりませんが、県別でのやり取りでは、一堂に会する必要は少ないように思います。

・どちらでもよい。
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中部地方懇談会　記述意見

　

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

7
その他意見

・いろいろな県での実践を耳にして、我が県においても伝達したい。各県の方々からも意見を聞きたいです。県の防災課の皆様からも。

・各県ごとに複数の消費者団体が参加しての懇談会が開催されるよう望みます。青山学院大学の内山隆教授の総括がやや価格面に偏重しておられたよう
に感じた。エネルギー政策等の専門家のお話も聞きたい。

・今回は今迄で一番良い懇談会だったと思う。

・三重県だけではないかと思いますが、消費者団体の構成年齢が高齢化しており、子供さんと同居世代のお客様意見、ニーズを吸い上げる機会に乏しいよう
に感じています。大手、中堅ガス販売事業者の様々な営業活動から情報等を吸い上げ、横展開をしていきたいと感じています。

・全国での懇談会の内容を精査して頂き、その中で良いと思われるテーマ（全国共通のテーマかもしれませんが）や、議論の進め方を参考にして中部地域の
懇談会で実施して頂きたい。

・せっかく中部５県から集まるので、行政からの報告も受けながら、なるべく大きなテーマで意見交換ができれば良いかと思います。事業者側からのＰＲ的な
時間も、もう少し取れれば良いと思います。テーマの設定は難しいと思いますが、各県内で行っている懇談とは違う内容でないと、参加の意義が高まらないよ
うに感じます。

・11/19理事会にて報告予定。

・簡単な報告については１０月２２日に開かれた理事会にて行っており、さらには１１月１５日に開催予定の需要開発委員会例会、卸売協議会例会にてご紹
介するとともにつっこんだ議論ができればと考えております。

・県協会の理事会（来年１月）では、懇談会の内容を各理事に報告したい。

・県協会の理事会等は年明けまで開けないので、そのタイミングになるかと思います。

・懇談会の状況については速やかに情報の共有を図っている。

・懇談会終了後に課内で共有。

・懇談会終了後に課内で要旨と資料を回覧。

・何をどう答えてよいかわかりませんが、出欠の案内は日程が決まってからの方がいいと思います。また、すでに課内で資料を回覧済みです。

・懇談会後、速やかに課内で共有している。

・資料を所属内で回覧。

・：会議資料を復命書に添付して供覧。

懇談会内容の伝達
と共有の予定と時

期
6

・災害時において、避難所だけでなく、自宅レベルで使用できるＬＰガスについて。

・各県でのイベント、実践など聞きたい。

・災害関係のＬＰガス対応や対策など、もっと聞きたい。

・私たちのサービスについて消費者の方の意見、おもに変えてもらいたい点。

・今にあった議題であった。

・ＬＰガス業界に期待すること、要望など、これからも選択されるエネルギーになるために消費者側の意見をお聞きした。
・消費者から見たＬＰガス販売事業者への要望、ニーズと販売事業者側からのサービス提供にズレがないか、お客様がガス販売事業者を選択するにあたっ
て、何を最も重要視しているのか等フリートーキングのような意見交換も良いのでは。

・多発した今年の災害（大阪北部地震、北海道ブラックアウトでの停電、西日本豪雨など）では、エルピーガスがどのように活躍したのか。ＧＨＰが稼働した北
海道でのケース（どのような施設でどのように稼働したのか。）など、実際にあったケースを検証しながら、ＬＰガスの災害対応能力を再確認する。

・消費者側から見たＬＰガス業界への要望や期待など、大きなテーマでざっくばらんな意見交換ができれば良いかと思います。

・月例会で報告。

・報告します。

・防災勉強会を各支部ごとにして行きたいのですが、貴協会でご希望があれば、ご指示下さい。よろしくおねがいします。

・定例会に於いて簡単に報告する予定です。10/30の予定。

・生活協同組合連合会　企画運営委員会（11/20）、理事会（12/5）、消費者支援ネットワークいしかわ　消費者部会(12/6)などで報告を行った。

・既に役員会などで報告した。

議論したいテーマ5

・消費者起因事故について。

・災害対策以外の保安面について.

・ＬＰガスの安全性に関すること。
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消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

・テーマは１つか２つにして、各県の議論の差を知りたい。

・県を超えた議論ができたという積極的な印象は持てませんでしたが、従来の県業者×県消費者という不要な図式がなくなったことはよかったです。

テーマ設定での議論
展開について
（その他案）

4

・府県が事前に報告した内容について、口頭で説明する機会がほしい。

近畿地方懇談会　記述意見

2
懇談会で得たこと、

良かったこと

・災害バルクの設置の取り組み（補助金対象）特に大阪府ＬＰガス協会の取り組み、避難所に指定されている学校の体育館へのエアコンを整備は素晴らし
い。福井県でも進められたらと思いました。

・ＬＰガス料金は妥当なのか？疑問を持ってます。日本生協連の調査からも都市ガスの1.7～1.8倍の価格設定など分りました。消費者は都市ガスの恩恵に預
かれない地域では、事業者を選ぶ事しかできない。

・国やＬＰガス協会で、取引適正化ガイドラインの中で標準料金メニューを示すと良いのではないでしょうか。

・年に1回ではありますが、このように定期的に懇談の場を持つことは今後も続けていただきたいと再認識しました。

・色々の交流で情報が得れて、よかった。

・取引適正化ガイドラインが出来、料金の公表が一定進んだことを知れた。災害時に対応されていること。

・ＬＰガス事業者の地域貢献の事例。ＬＰガス災害バルク導入事例（経済産業省補助事業である事）。

・他県の取り組み。特に地域にあった活動されている事が聞けた。

・消費者の方々は、ＬＰガスと都市ガス料金の差をあまりきにしていない。価格差を理解している模様。

・消費者の方のＬＰガスに対するイメージがわかってよかった。

・消費者代表の意見が聞けて、今後の協会運営に役立てることが良い。

・各府県の団体の取り組み状況や消費者の視点などが共有できたこと。

・消費者の生の声を聴けたこと。

・消費者の考えが聞けたこと。

・他県での取り組みや、販売店と消費者団体の認識の差を知ることができた。

・LPガス料金の不透明な実態と関係業界の動向について知ることができ、大変参考になりました。

・ＬＰガスの料金透明化が進んでいるとのことであり、引き続き、関係事業者への説明会等、働き掛けを進めていきたい。

・通常業務ではなかなか把握しづらい一般消費者からの意見、要望について、知ることが出来たことが良かった。

・他府県や団体の意見が聞けてよかった。

・ＬＰガスが災害に強いエネルギーであることを知ったことは勉強になりました。

3

懇談会で不要または
改善が必要だと感じ

たこと

・意見交換の時間が足りない。午前中から開催できないか？消費者の意見に対してコメントが欲しかった。

・タイムキーパーの役割を置いてください。とくに各県の業者のコメントはもっと要点をまとめて端的にお話ししていただきたいです。

・時間厳守が必要ではないか。司会進行の工夫がほしい。

・質疑応答の時間がほとんどなかったこと。

・ガス料金についての話し合いより、利便性の方向での話し合いの方が消費者に受け入れ易いと思いますが？

・消費者センターの話は１か所で良い。販売事業者の話が長い。短縮する必要がある。

・題材が多すぎて的を得ない。

・事業者委員の説明の時間配分の徹底が必要と感じました。※当日の資料にも時間配分表を配付する。

・テーマ数は、発言者数と時間を考慮すれば、１～２テーマで良いのでないか。

・産業保安監督部に説明を求めるのであれば、ある程度時間を確保し、消費者原因の事故などについて説明したほうが、消費者も関心が持てるのでない
か。

・テーマを１つにして懇談会をすると良いと思う。（テーマが多すぎて一つ一つが消化不良）。

・時間の制限等から意見を出す人が限られていたため、幅広い情報交換ができなかった。

・自治体への照会結果は、懇談上も特に必要なかったと考えます。

・都道府県にどのような役割が期待されているのか不明。

・各府県の参加者については、口頭で報告したり発言する機会がなかったことから、今後もこのような内容ならば、あえて参加することもないと思われるので、
この点を改善してほしい。

・徒らに発表時間が長すぎる方々については、「しかたがない」ということではなく、注意を発してほしかったです。各府県庁からの出席者に発言の機会がな
かったのは残念でした。
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近畿地方懇談会　記述意見

　

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

議論したいテーマ5

・消費者が具体的に求めている情報は何なのか。料金等なのか。この際、どのような情報を付加すれば、消費者の満足感が得られ、ＬＰガスがエネルギーと
して選定されることとなるのか。

・料金の透明化・取引の適正化について、もっと議論を深めたかったです。

・適正な料金について。

・消費者のところでエルピーガスについてどのような問題や疑問が発生しているか、ということをもっとクローズアップしてほしいです。

・世界のエネルギー事情。震災時のエネルギー問題。

・料金の透明化（特に賃貸集合住宅）。

・販売事業者の実績向上事例。

・災害に強いＬＰガスについて。

・災害にも強いＬＰガスの公共施設や避難所等での平時からの利用の推進方法等に関する内容（例えば消費者団体との連携など）

・消費者に愛されるＬＰガス業界になるために（消費者の意見・要望からみる）

・ＬＰガスの特徴と災害対応ＬＰガス機器の導入事例の好事例。直接・間接を問わず、消費者団体とのコラボ好事例があればベスト。

・料金公表の浸透度。お客様に選ばれるＬＰガス事業者とは。

・府県からは保安関係の部署から出席されていますが、消費者担当部署からの参加も必要だと思います(文書提出で済ませるのではなく）。土佐先生の報告
のなかにいきなり適格消費者団体のことが出てきましたが理解しがたく、それよりはまず、消費者センターでどのような声を集約しているかということが先では
ないかと思います。適格消費者団体が扱うほど、エルピーガスに関連した「被害」が多発しているのであれば、消費者センターも事案を多数集約しているもの
と思います。

・販売店が地元に有り、小さい疑問やこまり事など、アドバイスを受けられる状態です。事業者と消費者の信頼関係が大切だと感じています。

・本当に家計が苦しい時、節約するライフラインの順番が知りたい。　（ライフラインの位置づけ）

・時間がなかったことから、消費者代表や講評が少なくなったものと思われる。事業者委員の説明の時間配分を徹底し、余裕を持つことにより、より多くの消
費者代表の意見や詳細な講評が聞けるものと思われる。

・テーマ方式による進め方は良い。今回のテーマは適切であったが、テーマ数が多かった。
    議論が先鋭化するようなテーマは避けるとして、消費者の疑問、質問を中心にテーマ設定するのか、ＬＰガス業界として消費者に理解を得たいテーマにす
るのかにより、テーマの設定や議事の進め方が異なってくると考えられる。

・消費者委員は、ＬＰガス業界に対し懐疑的な意見と肯定的な意見を述べられているのを興味をもって聴いていた。地域性が相当影響していると思われる。

・理事会等で随時報告。

・役員会で今回の懇談会の内容を説明する予定。

・１０日程前、提出資料の作成に係る課題については、協会の行事が多い時期でもあるので、２ヶ月程前に提示頂き、提出まで３週間程の余裕を頂きたい。

・全体内容を特別に伝達する機会はない。内容に応じて得た情報を適宜事業の中に反映できるものは反映していく。例えば、大阪府協会の災害対応ＬＰガス
機器の導入要望等の取り組み事例など。

・会議概要は、他のブロックで事例があるように、振興センターで概要をまとめられたうえ、公表していただければ、それをもって広報することは可能。

・検討中。

・執行役員会（１２月中旬開催予定）で懇談会内容を伝達。和歌山県お客様相談所委員会（１月開催予定）で他の消費者委員と懇談。

6
懇談会内容の伝達
と共有の予定と時

期

・課内には、資料により懇談会の内容を共有した。

・懇談会内容は、保安担当および上司への復命をすることで共有します。

・職場内では速やかに報告しているが、ＬＰガス販売事業者等に対しては、10月の高圧ガス保安活動促進週間を中心に府内5カ所で説明会を開催している。

・課員については、翌日に復命により内容を伝達している。

・復命書にて課内回覧済み。

・「復命書」という形の報告書を作成して課長まで決裁を仰いでいます。

その他意見
7

・会場が、駅から近かったので利便がよかった。

・盛り沢山の内容は良かったとは思うが、懇談の輪があまり広がらなかった。

・都道府県は何のために出席しているのか意義が全く不明。

・会議の時間を1時間程度長くしてはいかがでしょうか。

・次回理事会に伝えます。

・役員への周知をします。

・10月理事会での報告。　奈良県消費者連合会へ報告。
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消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

・消費者委員に適宜、発言の機会があったので、特に改善点は感じていない。

・テーマ設定に対して，消費者側の一部出席者の議題に対する意識が低かったと思う。もう少し，設定テーマに対してしっかりとした意見が出ないと，会議の
意義が薄れるのではないか。（ＳＩセンサー・焼きナスの話題があったが，懇談会の場でなく，各地域のＬＰ協への相談で済む内容と思われる。）

・懇談会で消費者委員から出された意見等への対応が見えてこない。

・各県職員が出席していましたが、ほぼ議論を聴いているだけでした。テーマ次第では、議論に絡めると思いますので、来年度以降の検討事項としていただ
きたいと思います。

・ 行政（消費者行政）の出席は必要でしょうか。

テーマ設定での議
論展開について

（その他案）
4

・上記の意見（※）に沿った形での議論展開をお願いします。

・②以外の方法が良いと思います。

・②県別に消費者／事業者が順次やりとりするのも良い（答えがほしいだろうから）更にコージネーターが他県に振る。

・県別の話では、県単位での話として完結し、話の広がりが無いように感じている。5県の消費者の様々な業界に対する要望をいただき、業界の課題としてと
してどのよう対応していくか話を進める意見交換の在り方が良いと思います。

・消費生活相談の事例を発表し、事業者に考え方や対応を聞かせていただく時間を十分にとった方がよかった。

・テーマ別に県域を越えての意見交換は試みとして良かった。 豪雨、土砂災害、雪害等の自然災害に際し地域でLPガスを活用した被災者支援を行って来ら
れた状況を簡単な冊子にしていただければ研修等で活用できると思う。

中国地方懇談会　記述意見

・会議の目的、テーマの趣旨をあまりに理解されずに意見を述べられる委員の方もおられたように感じました。議題に沿った建設的な意見ができるような具体
的な設問を考えてもらいたい。（※）

・都道府県の担当者も話す機会があった方が良いと感じました。

・余りにも、料金問題にとらわれすぎているようにも思われた。

・同じ消費者代表であっても広島県生活協同組合連合会とその他消費者代表のご意見は違う。一つの消費者代表の意見を中心に議論が進められるのはい
かがか。
取引の適正化と料金の透明化については、業界としてできることはしている。反面、まだ徹底されないところがあるのも事実だが、この問題については、もは
や業界としての取組の進め方や業界と行政との話かと思う。そろそろこの問題での懇談会は終わりにしてもよいのではないでしょうか。何時まで経っても平行
線の話が続きます。

・消費者の声は大事だが。基本的な知識や感じ方の面であまりギャップがあると、話がかみ合わないことになるので、人選や進め方等について改善が必要と
思う。また、各県ごとの状況や感じ方の違いにも配慮する方が話し合いがスムーズにいくように思う。

・②については、県ＬＰガス協会の懇談会が開催されているところでは、その場で解決できるのであるが、課題や情報を共有するためには。中国ＬＰガスの場
でのやり取りも必要と思える。しかし、重きを置くのは①ではないでしょうか。十分に議論できる時間を設定して頂けると、課題が深まると思います。

・他の県の事が聞けて良かった。

・災害時にＬＰガスが、復旧の速さや被災地でのエネルギー供給の要であることを改めて知れた。

・いろいろなところによって意見が違うことがわかった。

・昨年度課題を提起させていただいた事案に真摯にご回答いただいたこと（消費者へのていていな説明に関するアンケート）。

・ＬＰガスの課題について共有できたこと。国からの報告があったこと。ＬＰガスの有用性について学習できたこと。

・消費者委員から災害に対する対応について意見・要望を頂いた事。

・最後の総括で北野教授が世代によって情報発信の方法が違うとの趣旨の話や、この会議は非難ではなく建設的な意見を述べる場であるべきとの話が非常
に良かった。

・北野先生（広島経済大学）の総括の話が参考になりました。

・他県の消費者団体の責任者からも、ＬＰガスに関する生の声がきけたこと。

・消費者の皆さんの考えや感じていることがわかってよかったと思う。

・今のところ満足。

・私達生活者は、安定、安価、適正な情報公開を率直な意見交換の場を求めています。

・自由化に伴うもっと積極的でオープンな市場づくりへの対応。

懇談会で得たこと、
良かったこと

2

・他県のＬＰ協の活動実績や重点的な取り組みについて確認できた。

・経済産業局，産業保安監督部からのＨ29省令改正（料金透明化関係）に係る概要説明は消費者団体側も理解されたと思う。

・他県の状況が知れてよかった。

・鳥取県では、ＬＰガスの事業者に関する苦情等があまり寄せられておらず、ＬＰガス協会が力を入れているＬＰガス料金の透明化について、担当者として認
識が低かった。また、災害に強いエネルギーだとの認識を改めて持つことができた。

・現在の問題点や問題点の解決に向けて、実態調査をするなどの事業者の取組みがよく分かりました。

・災害時のLPガスの有効性、安全性について再認識できたこと。

・行政としては特にないが，消費者と事業者が直接話す機会は貴重と感じた。

懇談会で不要また
は改善が必要だと

感じたこと
3
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消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

その他意見
7

・毎年実施する必要性について検討してもらいたい。（今回初めて出席したが，特に取り上げる議題が無い場合，隔年実施でもよいのではないかと思う。）

・ガス消費機器が不便だといった、懇親会のテーマと異なる内容を消費者委員が言っていたので、消費機器メーカーと消費者との懇談会を開催してはどう
か。

・関係者が意見交換できる貴重な機会だと思われますので、是非、来年度以降も継続していただきたいと思います。

・「ＬＰガス産業の活性化を図るためには何が必要なのか」をテーマに懇談を進めていただきたいと思います。ここ数年、例えば14条書面の交付状況など『各
論』がメインテーマのように懇談会が進められているような気がします。開催目的を明確にするとともに、出席される各委員にも開催趣旨をはっきりと伝えた
上で、懇談会を開催して頂きたいと思います。よろしくお願い致します。

・消費者委員が日頃疑問に感じている点等について。

・バルク貯槽の20年検査対策について。

・ＨＰによる料金公表の推進。

・料金設定についての情報提供の促進。

・からのトラブルの報告についての情報共有。

・災害に強いLPガスガス―その有効な活用―

議論したいテーマ5

・帰庁後、課員に対し復命書により内容の伝達を行った。

・課員への復命（懇談会の概要伝達）　済。

・懇親会の翌週に復命書を作成し、課内供覧した。

・12月中に復命書を供覧します。

・帰庁後、報告書を作成して、課内で情報共有を図りました。

・翌日に復命書を回覧した。

懇談会内容の伝達
と共有の予定と時

期
6

・郡の会長会で話した。

・協会の時期に合わせる。

・消費者からみて、まだまだ自由化のメリット感や市場メカニズムの適正化が必要だと思います。

・山口県のバルク設置が1ｹ所でした。県のＬＰガス協会の説明によると2ｹ所（資料に掲載されている所とは別ですが・・・）です。どちらにしても、さらに県内に
バルクを設置していただけるように、団体として働きかけてまいります。来年度は、バルク、ＬＰガスの災害についての学習を、各地域の団体が行政に働きか
ける手だてとしたと思います。

・今年ほど、全国各地で災害が発生したことは無かったと思う。LPガスの被災地での復旧の早さ、避難場所でのエネルギー供給の多様性や重要性を具体的
に消費者に伝えることが大切だと思います。今回の「災害対応の現状と課題」というテーマはとても良かったです。消費者にＰＲをどんどんしてください。大変、
勉強をさせていただきました。参加させていただき、ありがとうございました。

・消費者のニーズ（消費者目線）に応じた情報公開について。

・自由化に伴うもっと多くの消費者の生の声をどうすれば反映できるか。

・消費者が業界へ一番望む事は？（価格以外）。

・消費者が今後どの様なエネルギーを望むのか？。

・「ＬＰガス産業の活性化」を推進するためのテーマでお願いします。

・今後のＬＰガスの進むべき方向、目指すところ、今後のあり方等ＬＰガスの振興にもっと役立つことに重点を置いた意見交換の場にしてもらいたい。

・少子高齢化、人口減少社会における、山間部、島嶼部の安定供給の確保と、消費者がＬＰガス業界に期待するもの。

・（振興センターの会議であるから、）機器やサービス（メンテナンス等）について、困っていることや要望を正面からとらえていくことも大事ではないかと思う。

・次回の理事会・総務委員会。次回の県消費者懇談会。

・今のところ予定はありません。

・未定。

・総会。役員会で様子を伝えている。

・消費者の方のご意見は、将来の業界の在り方を示すものであり、協会活動に反映していきたい。

・1月お客様叢書委員会で紹介。2月～委員会、理事会等で紹介。
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消費者
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四国地方懇談会　記述意見

・今回初めて出席でしたが、業会、国等の取組の現状がよく理解できた。特に、今回の懇談会は、国、業会の重点取り組みと、消費者の方に強く啓発を図っ
てほしい事がほしかった（重点事項）。

・報告に対する意見交換の時間をもっと確保してほしいし、消費者側の委員をもっと増やしても良いのでは。

・消費者との懇談が無かったように思えた。各県の担当者はいるだけで意見等が聞けなかったことが残念です。

・時間に制約があるため、テーマを絞ったほうが良いと感じました。

・今年から会議の名称の「液化石油ガス」が「ＬＰガス」となり消費者委員にも何の会議かわかりやすくなったと思います。ただ、説明の中で、「シリンダー」とい
う用語が出てきましたが、消費者委員で意味がわからない方もいたのではないかと思います。専門用語は、できるだけ一般的な用語に置き換えるか、説明を
付すかすべきと思います。県担当者にも意見を求める場面があってもいいのではと思いますが、現状ではスケジュールが非常にタイトですので、全ての出席
者が自分の持ち時間を理解して、他の委員の説明の時間を削ることがないよう協力をいただきたくことが必要かと思います。

・スケジュール的に考えても①になるのは仕方がない。

・原発に頼らないエネルギー資源について。

・災害に強いＬＰガスの啓発を県ＬＰガス協会と連携してやってゆける様にしたい。

・安全性。プロパンガス独特の料金システムについて。災害時の役立ちについて。

・懇親会の目的はＬＰガス業界の問題を協会、行政、消費者等が集まって意見交換する事で状況を知り、解決していく為のものだと思うので、来年度について
も料金の透明性と公正な商取引を実現する為の課題を掘り下げていく為のテーマ設定だと思う。実際にＬＰガスの事業を営んでいる方を招いても良いので
は。

・高齢化していく消費世帯においてのエネルギー選択についての意見。島嶼部におけるエネルキー選択について。取引適正化によって消費者の対応等。

・公共施設等への「災害に強いＬＰガス」常設化の必要性を消費者に理解してもらえるような内容。

・やはり、保安が基本であるので、保安対策、災害対策も説明できれば良いと思う。

・今回のようにその時々の重要な、また、話題となった事柄でよいと思います。

・ガス放出防止装置の設置促進への取組状況。

テーマ設定での議
論展開について
（その他案）

4

・料金透明化及び取引適正化の問題への取組みのこれまでの考え方や、今後のＬＰ業界としての対応の方向性について理解を深めることができた。

・液化石油ガスの取引適正化に関して立入検査等の必要性を再確認できた。

・行政（国）のスタンス、各協会の取組、消費者側の現在の認識や意見が聞けました。

・料金透明化やＬＰガスの災害時の活用などについて学ぶことができた。

懇談会で得たこと、
良かったこと

2

懇談会で不要また
は改善が必要だと

感じたこと
3

・特にありません。議題からしてこれ以上効率的な会にすることはなかなか難しいと思います。時間があってそれぞれの議題に対してそれぞれが発表できれ
ばもっといい会議になるのではと思います。

・消費者問題についての部分が少なかったので，もう少しそういった部分を増やしてもらいたい。

・消費者団体に入会したお蔭で、今回のような懇談会に参加でき、LPガスの利点やLPガス業界の抱える課題や取り組みについて知ることができました。特
に、災害時に威力を発揮するLPガス災害バルクの情報は興味深いものでした。

・西日本豪雨でのＬＰガス協会の対応。

・料金透明化の取組（省令の一部改正外）。

・災害時対応が早いことなど、災害に強い事。

・ＬＰガスについての基本的なことや災害時の有効性等を知ると共に、業界全体の様々な今日的な課題について、これまで何の問題意識も持っていなかった
が、懇談会に参加する事で理解できた。

・石油流通課目黒氏の有意義な話が聞けたこと。

・愛媛県ＬＰガス協会の災害対応事例から、報告様式の簡略化や、マスコミ対応等、より実践的なマニュアル作成の必要性を痛感した。

・業界が抱えている課題について、各県協会が取り組んでいる状況が良くわかりました。

・高知県協会の取組みを説明する良い機会となった。

・消費者団体の代表者と直接意見を交わす貴重な機会であると同時に、消費者がＬＰガス、販売事業者、ＬＰガス業界をどう受け止めているか知る機会となり
ました。また、行政担当者の説明により、ＬＰガスの良さを知っていただく機会にもなったと思います。

・一般的な話で特別な話が無かった。時間的な関係で消費者に対するやり取りがあまりなかった。
・ＬＰガス保安行政、料金透明化・適性化対応、災害対応と一方的な話となってしまい、活発な議論にはならなかったと思います。

・会議では、高知県の消費者委員と意見交換ができなかったが、休憩と会議後に会話を交わすことができた。

・今回のようにテーマを複数設けていただくことも良いと思いますが、事業者委員の説明に対する消費者委員の感想、意見には、やはり、消費者委員の県の
事業者が対応する方が議論が活発になるのではないかと思いました。

議論したいテーマ5

・料金公表の事例の紹介など。

・賃貸集合のオーナーと入居者間のトラブルやその対策などを具体的に聞きたいと感じた。
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消費者

事業者

行政

消費者

事業者

7
その他意見

・この度は懇談会に参加させていただき、ありがとうございました。私は、６０歳まで医療現場で診療報酬と看護師不足の問題に明け暮れ、それ以外のことを
知らず過ごしてきましたが、化学物質過敏症の発症を機に消費者団体に入会したことで、今回のような貴重な体験ができ、新しい情報に出会えることが楽しく
なってきました。今後ともよろしくお願いいたします。
小売店の皆さんには、顔と顔が見える信頼関係を大切に、見守り活動や災害時の支援で活躍されますよう期待しています。

・いつどこで発生するかわからない災害。ＬＰガスは災害後の復旧が早いので、その利点を十分周知すると共に、価格の透明化により、事業者、消費者の相
互理解のもと安心、安全に使用できるように努めて頂きたいと思います。

・他の自治体のお話が聞けて勉強になりました。まだまだわからない事ばかりです。これからしっかり勉強していかなければならないと思います。貴重なな時
間をありがとうございました。

・報告の中で最終的には消費者の意識の変化が必要不可欠という見解があったが、その為にはガス業界の全体及び個別事業者の情報の徹底した公開が
前提であると感じました。

・消費者懇談会となっているが、行政等の説明がほとんどを占めており、消費者、各県担当者の議論することが少ない。また、消費者側についてもＬＰガスの
知識のない人が見受けられたことは残念と思う。意見については個人ではなく消費者団体からの意見を求める必要があるのかもわからない。
例えば取引適正化について消費者団体、事業者、各県担当者全てから意見を求める。やり方をしてテーマーについても２つ程度として時間調整を行う方法の
方が、懇談と言えると思う。

・2月10日　香川県消費者団体連絡協議会役員会にて報告。12月中旬　　小豆島消費者友の会役員会にて報告。

・（一財）エルピーガス振興センターへ「ＬＰガス講習会」を依頼し、会員が幅広い知識を得ていただける様にしたい。

・今後の会議や総会等で話し合いを持ちたいと思います。

・当生協連の１１月開催の理事会や常任理事会で参加報告を行い、意見交換を行います。

・本年は本県の消費担当部署も出席したため、現時点では予定無し。

・所属内で直ちに復命するとともに事業者に対しては立入検査・指導説明会等において周知したい。

・ＬＰガス担当へ周知し、平成31年度の立入検査で料金透明化の調査項目を設定するため、法令等を踏まえたレクを行っていきたいと思います。

・所属内において，報告書を回した。

・５月の支部説明会において内容について説明予定。

・協会役員間での情報共有。

・高知県ＬＰガスお客様相談所委員会議にて高知県の消費者団体代表に会議の内容を報告したい。今後の高知県協会の会議に報告し、会員と情報を共有
したい。

・１２月５日の高知県ＬＰガスお客様相談所委員会議、１２月１８日開催の理事会に報告し、他県の取組み状況、消費者の意見、要望等を共有する予定。

懇談会内容の伝達
と共有の予定と時

期
6
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消費者

事業者

行政

消費者

事業者

行政

九州・沖縄地方懇談会　記述意見

・他県の消費者の動向や考え方などの情報を得られたこと。また、各県協会の方々の取り組み内容や重点的な活動についても知ることが出来たのが良かっ
た。

・他県の意見が聞けてよかった。事業者の活動がわかりやすかった。

・他県の活動がわかった事。

・事前のプレゼンを実施したこと（内容は、やや消化不良でしたが・・・）は、参加意識もでき良かったです。

・各県のかかえる問題や取り組み等。災害地の生の声等聴けるのは◎。

・各県の報告に於いて、料金の不透明感に対する指摘は共通のご意見であり、「見える化」「健全化」「適正化」が喫緊の課題であることを知ることができた。

・災害時バルクユニットは被災者、遭難者にとって大変役立つと思います。国の補助事業をとしてあるとの事ですので、頑張って下さい。

・ＬＰガスに関して広く知識を得ること出来た。

・谷企画官から消費者団体委員の方に、昨今の災害時を例にとってＬＰガスの必要性や貢献度について直接訴えて頂いた事は、説得力があり大変有難かっ
た。

・各県の消費者委員の意見が聞けること。

・官民の委員が揃うところ。

・熊地震でＬＰガスが非常に役立ったこと（但し、説明が長すぎる）。

・今回、３つのテーマで議論が進められたが、消費者サイド、業界サイド、行政としての回答が行われ、テーマごとの取組みや課題点が出てきたことがよかっ
たと思われる。

・谷企画官の災害時にＬＰガスの必要性についての説明。特に、避難所等へのＬＰガスのＧＨＰの設置の必要性。

・他県の消費者代表の方々のご意見が聞けたこと。

・谷企画官の話を直接聞けたこと、消費者代表からＬＰガスに対する良い評価を聞けたこと。（※※）

・消費者団体からの業界に対する評価の声が聴けたのは良かった。

・資源エネルギー庁谷企画官のLP業界に対するLPガスに対する期待と叱咤を強く感じられ、沖縄LP業界としても、もっと業務に精励せねばならないと多いに
感じております。

3

懇談会で不要または
改善が必要だと感じ

たこと

・毎年開催しているのであれば、やはりその時その時の情勢（協会の重点課題や消費者が知りたがっていることなど）にテーマを絞った方が、より内容の濃い
意見交換ができると思います。

・はじめての参加で満足でした。

・各県段階で消費者側、事業者、行政との意見交換会を実施した方が効率的。懇談会の場では大局的な原油国～流通～合理化等についての意見交換の
時間をもう少し設けてほしい。資料は帰宅後一読しましたが、折角の参考資料に質問の時間がなく残念でした。

・事前に意見報告しているので、会の中での5分は同じ報告はしなく良いのでは？時短にもなるし、会場で感じた感想や疑問の発言が出るのではないか。

・消費者委員の報告（発言）を受けて事業者委員が答弁（回答）する議事進行上、全体交流の時間を確保するのは難しいと思う。双方向で意見交換できる工
夫と時間確保をお願いしたい。

・２年に１度の出席でよくないでしょうか？（８県を２つに分けて）。

・消費者委員の方々へは、もっと早くテーマを周知願い、それを事前リサーチしてもらわないと、委員個人のお話しか聞けなくて、本当の現状が不明で、要改
善ですかね。

・テーマが多い割に時間が少ない。

・消費者委員に共働き世代の主婦も入れるべき。

・各県から行政担当も出席しているので、意見を聞くべき。

・せっかくの消費者との会合であるため、メインは消費者側からのＬＰガス業界に対する要望や課題点についてお話をいただき、ＬＰガス業界から回答を行うと
いうことをメインに進めていただきたい。その後に業界側のお知らせしたいこと等を説明すると懇談会としての役割が明確になると思われる。（※）

・谷企画官の現状についての説明をお伺いして、それに対する消費者代表の意見と業界代表者の回答という内容に改善してはどうでしょうか。

・上記と相反するが（※※）、ＬＰガスに対する苦情、要望も率直に言える雰囲気が不足していたのでは？高い評価もありがたいが、辛口の意見もあった方が
参考になる面もある。懇談会の場では直接言いにくいと思うので、匿名での意見としての紹介でも良いのでは？（県名、氏名非公表で）。

・資料が多すぎるので少なめにしてポイントを絞りたい。テーマを絞ってはいるがもっとシンプルにしてもよいのではないか。例えば　消費者団体から業界に望
むことを明確にあげてもらいそれに回答する形で。

・本当は座談会形式で案件に対しフリートークしたほうが、内容が濃くなるとは思いますが。テーマごとに発言の担当を決めて広く皆様に発言の期会を作るこ
とも良しと思いますので、このパターンで良いのではないでしょうか。

・テーマに対する意見を先に収集して議論する形にしてもよいのではないか、と感じた。行政側からの発言があまり無かったのは、事前に準備できていない
事もあるではないか、と思われる。

懇談会で得たこと、
良かったこと

2

・他県の需要開拓の取組が知れて良かった。他県の防災への取組を知れて良かった。

・源エネルギー庁の谷企画官から北海道胆振東部地震後の被災地等において非常用ＬＰガス発電機が役立ったことなど，災害対応の現状についての説明
があり参考になった。

・県外との比較や、県外の事業者の活動内容はあまり情報が入らないため、その内容が聞けたことはよかった。

・各県ＬＰ協会の取引適正化に関する取り組み状況。
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消費者

事業者

　

消費者

事業者

行政

消費者

事業者

・フリーディスカッション。パネルディスカッション。

・※のように変更したほうがよいのではないか。

・発言が長すぎて、ポイントがわかりにくい発言もあったので、制限が必要。

・もっと自由な意見交換の形がとれないか。

テーマ設定での議
論展開について
（その他案）

4

・長年のテーマとなっている、消費者の価格に対する理解度の低さを具体的にどのような手法で改善していくのか、または改善され、どの程度結果が現れた
のかについて議論してもらいたい。また、事業者側の本音が聞きたい。（現状として改善は難しいのか、メリットを感じていないのか、など）

・ＬＰガスの取引適正化・保安行政に対し、消費者、県ＬＰ協会が望む事について。

議論したいテーマ5

・レゼンの内容をもう少し掘り下げての意見交換。

・各県ごとに消費者アンケートを実施し、懇談会に持ち寄って議論する場も必要ではないでしょうか。（難しいとは思いますが）、グループ形式で議論できると
より深まると思います。

・直近でいうと、やはり指針改定について、事業者と消費者それぞれにどのような変化があったのか。またそれが結果として消費者の支持（利用拡大）につな
がったのか、具体的な事例と数値をもとに議論していきたい。

・ＬＰガスは燃料としては価格は高いと思っている。昨日値上げの通知が来た。しかし燃料としての価値はあると思う。現在は災害に強いことだけを伝えている
が、もっと利点があることを知りたい。

・防災関係。

・原油輸入について世界情勢（米国、サウジ、イラン他）現状と今後の見通し。災害時の対応（具体的に今年は実例が多く参考委資料の提供を期待）。

・消費者に選ばれるＬＰガスとは　～身近な暮らしのエネルギーをめざして～

・学校のエアコン設置もなされていきますが、電気との比較はどうでしょうか。ＬＰガス用ＦＲＰ容器の販売は地方ではいつ頃で購入方法は？

・今後、地球温暖化の悪化が懸念されていますが、ＬＰガス振興センターがこの件に関して寄与出来ることはあるのでしょうか？そのようなテーマでお話が聞
けるといいです。

・今まで何回も懇談会を経て周知している料金体系でも、これだけ温度差というか認知度の違いというか、ありえないような返答や質問に困惑しました。消費
者側と業界側や行政側と同一レベルで議論できるテーマが見出せますかね。なかなか難しいですね。

・取引の適正化について。販売店の移動について。

・特に決める必要はないと思う。

・消費者からの業界に対する要望等について。

・他エネルギーとの価格比較でなく、ＬＰガスへの優位性・利便性等について。

・どのように展開すれば、消費者の方々にＬＰガスの理解が深めることができるか。

・小中学校に対するＧＨＰ空調設置の件、ＬＰガス機器の利便性。消費者代表の中には不確実な知識を持たれている方もあったので。

・消費者団体から見た業界と、今後取り組んでもらいたいこと。

・大規模事業者と小規模事業者の取組のギャップをどうやって解消するか。社員老齢化と人手不足、働き方改革による業務改善策。世代交代による技術の
伝承をどうやって行っていくか。

・今回の懇談会の内容については、エフコープと北九州市消団連内ではすでに報告済です。反面、地域消費者への情報提供については、今後場を設定して
いきたいと考えています（時期は未定）。

・1月15日（火）幹事会に於いて、グループの代表の方に当懇談会の報告をする。

・平成30年12月4日県婦人会時（理事会）において、会議内容を発表しました。

・11/27～11/28全国生活学校のリーダー研修（九州地区と他地区との比較及び情報交換）。12/5、12/11と県単位のフォーラム、役員会、研修会（他団体へ
の伝達、啓発、情報交換）。

・役員会での報告（11月2日）。学習会の開催（婦人団体対象）（31年1月予定）。町広報（回覧版）「婦協便り」にて（11月号に告知）。

・１１月理事会で報告予定。１月～３月にかけて組合員向けＬＰガス学習会開催予定。

・昨年11月に27日に開催された県大会に於いて、ＬＰガス（特に災害時における役割）に関し学習を行った。また、今後、各地域においての災害時活用に関
し、研修（6月～9月）の中に入れる予定です。

・年内の理事会等の予定。

・適宜。

・随時行って欲しい。

・特にありませんが、各県担当官の参加が無ければ、懇談会開催の意味がないのではないか。

・今年度中に各地区での会合等で、消費者代表の意見等を伝達する。

・復命書を作成し、事務所内で回覧した。

・まずは協会事務局内での資料の回覧（すぐに）。消費者相談所委員会での概要報告（年1回の機会に）。

・弊社内では１１月７日に開催する責任者会議にて報告いたします。また、協会内では１１月２６日に開催するLP部会委員会にて報告いたします。

懇談会内容の伝達
と共有の予定と時

期
6
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6
懇談会内容の伝達
と共有の予定と時
期

行政

消費者

事業者

行政 ・各自治体からは，保安担当のみでなく消費者行政担当の参加があってもいいのではと思いました。

・懇談会終了後、部署内で資料回覧を実施した。

その他意見
7

・中小事業者が多いLPガス協会としては、各事業者への情報と実施の周知徹底は難しいと考えますが、将来へ向けても必要なLPガスは、消費者のくらしに
欠かせないものであるので、何よりも消費者からの信頼と支持を得る必要があると考えます。

・同じ県の役員の方とは年2回の委員会で意見の交流がある。前回までは同じ意見の繰り返しのようなものであったが、今回のように問題がしぼられ、他県
の方の意見が聞けてよかった。

・阿蘇市でも九州北部豪雨（51日間）と熊本地震（57日間）において、活動しました。報告できる機会があったら伝えたい事もあります。

・各県事業者提供の資料、もう少し形式を整えての説明を希望。行政関係者の発言資料の添付は無理なのか。プレゼンの方との意見交換が無理で少々残
念でした。

・委員になったことで色々と学ぶチャンスを頂いてます。生活に身近な電気と共に消費者として知らない部分が多い事に気付きました。賢く付き合うには相手
を知らなくては・・・・・。

・事業者側への事前に問われた「災害対応」というテーマですが、複数の捉え方や意味があり、回答に戸惑った。
1.災害後に業者側がとった（とるべき）被災者への対応（避難所等への支援対応）
2.災害直後に業者側がとった（とるべき）被害状況等確認対応、二次被害防止対応
3.訓練や普段から行う（べき）災害対応
　どれが正解だったのか？どちらも重要な事ですが、回答もまちまち、今後はもう少し明確にしてほしい。

・消費者の若い人達と業界の若手経験者との懇談会の方が議論が活性化すると思う。

・消費者代表の方の温度差があると感じたので、県レベルでなく他エネルギー全体を見渡した議論をすべきと思います。

・笹川教授の総括はいつもながら的確で感心した。

・見初めての参加でしたが、谷企画官のユーモアあるリードで和やかに懇話できたと思います。

・すでに所属内で共有済みです。

・帰着後復命を行っている。

・懇談会終了後の11月初旬に当課内にて情報共有済。

・復命書にて課内で供覧済。
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