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ガス警報器で
顧客保安確保
都市ガス小売全面自由化後も、ガス警報器は顧客の保安を確保する安全機
器として重要だ。今回の警報器特集は、ガス警報器の普及を積極的に進め
ている東京ガスライフバル中野を取材するとともに、ガス警報器工業会
（GKK）の重盛徹志会長にガス警報器を普及させる意義などを聞いた。都市
ガス用警報器の出荷傾向や各都市ガス事業者に対して行ったアンケートの
結果も併せて掲載する。

【 警報器特集 】
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都市ガス用警報器の出荷台数の推移

【 警報器特集 】
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ガスエネルギー新聞が全国 203 の都市ガス事業者にガス警報器の
取り付け台数や普及率についてアンケートを実施し、回答のあった
159 事業者のデータを掲載。ガス警報器普及率の平均は 36.3%。

【 都市ガス警報器アンケート2017 】
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ガスエネルギー新聞が全国 203 の都市ガス事業者にガス警報器の
取り付け台数や普及率についてアンケートを実施し、回答のあった
159 事業者のデータを掲載。ガス警報器普及率の平均は 36.3%。
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【 警報器普及の取り組み 】

東京ガス
　顧客の負担軽減支払メニュー（リース制度）を設定してい
る。顧客の設置情報を管理し、有効期間満了時にお知らせす
るサービスを行っている。

大阪ガス
　家庭用＝供給エリア内の警報器の普及率は約 50％で横ば
い。警報器の普及拡大に向け、有効期限を迎えた警報器の更
新率向上、開栓業務等の業務機会での新規取付、定期保安巡
回時のお勧めに注力。2015 年 5 月に電池式ガス警報器を商
品化。
　業務用＝業務用ガス厨房機器の使用時におけるＣＯ中毒事
故を防止するため、業務機会等を通じて換気励行の安全周知
活動を強化、ＣＯ検知機能を有するガス警報器を勧めてきた。
業務用換気警報器 (ＣＯセンサー）の無償貸与施策を、09年
1月から展開している。

東邦ガス
　開栓や修理などの接点業務機会における警報器設置提案、
有効期限切れ警報器の取り換え促進などの活動を継続して実
施。

西部ガス
　入居開栓や法定点検等の接点機会を利用して新規および取
り換えを促進する。集合分譲住宅管理組合への営業を強化し
ている。

京葉ガス
　キャンペーンの実施（ガス機器との組み合わせ販売促進）、
定期保安巡回や開栓、検針など各種業務機会を通じて顧客に
勧めている。開栓ウェブ受付時における設置希望調査も取り
組み始めている。

北海道ガス
　各種業務機会を利用し普及促進。リース制度の活用。

広島ガス
　顧客宛てに期限切れが近い旨、はがきを送付して事前案内
し、継続設置の提案を行っている。未設置の顧客には、接点
機会を活用し、設置提案を励行している。

仙台市
　更新率向上に向けた有効期限満了前の事前電話連絡で案内
している。開栓や定期保安巡回などの業務機会を活用、ガス
警報器の設置・交換を勧めており、特に開栓時に設置しなかっ
た顧客については、開栓から2カ月後にＤＭによるフォロー
案内を送付し、普及率の向上に努めている。

北陸ガス
　開栓の機会を利用したガスショップによる提案と取付勧
誘。定期保安巡回の機会を利用した提案および取付勧誘。検
針時のＰＲちらし配布。期限切れの需要家に事前にＤＭを送
付、確実な更新を図る。快適ウォッチをＰＲ、警報器を未設
置の需要家に対し、付加価値をアピール。

静岡ガス
　期限満期時の更新、新規獲得、快適ウォッチの普及などの
計画目標を掲げ、警報器営業を行うショップに対し定期ミー
ティングを行うなど積極的に働きかけている。

四国ガス
　訪問機会（開栓、器具販売、故障修理等）において、ちら
しを活用した声がけ運動の徹底を行い警報器設置の重要性を
ＰＲ。更新時も同様に、重要性をＰＲした巡回強化と未更新

の顧客へのフォロー、追跡調査を行い更新率向上に取り組ん
でいる。

東部ガス
　新規設置を目的に、接点機会でＣＯ検知機能の重要性を顧
客に伝え、設置提案を実施。満期交換時にガス警報器からＣ
Ｏ検知機能付きへのグレードアップの徹底を実施。

中部ガス
　例年通り 3月～5月に警報器キャンペーンと称し、家庭用
警報器普及率の維持、業務用警報器の普及率アップを目指す。

武州ガス
　普及率の向上を第一の目標としている。開栓時をはじめ、
定保、機器販売や修理、顧客巡回営業、経年管入替折衝時な
どに必ず一声掛けて設置を勧めている。快適ウォッチの取り
付けも促している。

山口合同ガス
　業務機会を通じ、未設置や期限切れ警報器を設置する顧客
に折衝を行っていく。新規設置や更新時には、複合型警報器
の設置を勧めている。

大多喜ガス
　あらゆる業務機会において、顧客に周知や提案を行い、普
及促進を図っている。

日本ガス
　未設置の顧客を対象にちらしを配送した。サービスショッ
プが継続的に巡回を行っている。

岡山ガス
　警報器取り付けキャンペーンの実施。警報器普及促進ちら
しの作成・配布。開栓時、法定点検時を利用した周知、取り
換え促進。ただし、近年、普及率は50％前後で推移している。
更新率が上がらず、普及率も上がっていない。満期時におけ
る確実な取り換え更新を促進するために、対象の顧客にはが
きを郵送することで取り組む。

東彩ガス
　コールセンターでは全顧客の開栓依頼に対して警報器設置
をＰＲ、開栓を行う社員に対して顧客情報を伝達し設置を促
進している。コールセンターの受け付け部門、実際に取り付
けた社員を対象に半期ごとに表彰する制度を設けている。開
栓業務コンテストを実施。コンテストは、警報器の設置も対
象とし成功事例を共有する。

釧路ガス
　各種接点業務機会で普及を進めていく。警報器の有効期限
が切れる際の継続更新を図る。

旭川ガス
　定期保安点検など訪問機会に新規勧誘や取り換えを実施。
特に開栓、定保では訪問時に点検員が警報器を常備し、その
場で取り付けできる体制をとっている。警報器に関するＰＲ
ちらしを自社制作し活用。

滝川ガス
　あらゆる業務機会で警報器の普及を進める。また、有効期限
満了需要家の警報器交換、再契約を進めて、普及促進に努める。

美唄ガス
　業務機会を通じて警報器の普及促進に努めている。

岩見沢ガス
　開栓時、定期保安巡回時等に顧客と対面する機会を活用し、
警報器の必要性を理解していただき普及させていく。また、
ちらしセールにＰＲ文を掲載してアピールする。

帯広ガス
開栓および修理での訪問時に警報器設置をお願い。業務用
需要家訪問時の換気警報器設置の促進。単体警報器の更新時
に複合型への取り換え促進。

室蘭ガス
警報器期限切れ前月に対象需要家へＤＭ発送し継続契約を
促す。

長万部町
　業務機会に、新規設置・更新を勧めている。

青森ガス
　業務機会を通じ、警報機の新規取付、更新をお願いしている。

十和田ガス
未取り付けの需要家に対し、定期保安巡回他業務機会を通
じて設置をお願いしている。業務用ＣＯ検知機能付きガス漏
れ警報器は対象となる需要家へ無償貸与している。

八戸ガス
入居に伴うガス開栓作業時、定期保安点検作業時等、顧客
宅訪問時、警報器の紹介と設置をお願いする。ガス展等のイ
ベント時に（複合型等）紹介、普及促進を図る。

黒石ガス
普及にはガスメーターとのケーブル連結を勧める。警報器
の連動遮断は、警報器取付数の87.7％。

盛岡ガス
開栓、定保等業務機会の他、有効期限前に更新のお知らせ
を実施。

花巻ガス
既設先での継続率は非常に高いが、未設置先での新規設置
数が少なく、この対策が課題。

東部液化石油
業務機会訪問時やガス器具展示会等で安全性、必要性を説
明し、現金およびリース販売にて取付促進を行っている。

男鹿市
　新規取付を対象に取付作業者への斡旋料の支払い。

由利本荘市
　業務機会を通じ、普及に努める。

酒田天然ガス
新規成約した個人別年間累計を基に社員を対象とした表彰
を行っている。

鶴岡ガス
快適環境お知らせ機能付き警報器を採用し、安心、安全以
外の付加価値による普及率向上を図る。

寒河江ガス
　定期保安調査時にアピールを行っている。

山形ガス
閉栓時、定期保安調査時、顧客の巡回訪問時など、あらゆ
る場面で警報器の取付促進に努めている。業務用ＣＯ警報器
に関しては担当者とのつながりを密にし、メンテナンス訪問
等のあらゆる場面で取り付けをお願いしている。警報器が付
いていて期限切れになっている集合住宅も多いので交換折衝
を進めている。

庄内中部ガス
ガス展時にデモ機による実演。開栓時に警報器の設置のお
願い。ガス機器設置時、器具修理時等でのプラスワン営業。
消費機器調査終了後にガス漏れ警報器の説明。

庄内町
消費機器調査時に各需要家へ警報器設置をお願いしてい
る。企業課の広報誌に警報器を紹介している。

古川ガス
開栓時や定期保安調査巡回時に取り付けを勧めている。業
務用換気警報器の取り付けについては有料取付のため、思う
ように進んでいないが少しずつ普及し始めている。

石巻ガス
災害復興住宅への入居者向けに特別普及促進キャンペーン
を実施。警報器未設置の顧客には定保時、器具修理等の訪問
時に必ず設置をお勧めする。

塩釜ガス
定期保安調査や修理時に複合型警報器の新規取り付け、期
限切れ取り換えを勧める。火災警報器の設置義務化に合わせ
火災・ガス・ＣＯ警報器の設置を推進している。

福島ガス
検針時に広報誌にて、警報器の必要性等について説明し、
普及促進に努めるとともに、警報器更新の顧客には、1～ 2
カ月前に更新案内を送り、周知を図っている。

若松ガス
期限切れが近づいた顧客に、往復はがきを送り連絡のない
顧客には電話をし継続をお願いしている。定期保安検査時に
も継続をお願いしている。

東北ガス
法定点検時やガス機器修理時等の業務機会を利用し、普及
に努める。

常磐共同ガス
開栓時の積極的なアピールの実施。警報器未設置リストを
作成し、検針時に声掛けをして設置を促す。

新発田ガス
業務用厨房の顧客へＣＯ警報器のモニター設置を勧めてい
る。（初回 5 年間のみ。有効期限以後は販売・入れ替え）独り
暮らし高齢者の顧客を対象に定期保安巡回等の際に保安対
策として複合型警報器の無償取り付けをお勧めしている。

越後天然ガス
　定保、修理等の業務機会における普及ＰＲ。

蒲原ガス
定期保安検査時などにＰＲ強化。ガスショップによる警報
器期満交換訪問での継続営業強化と新商品ＰＲ。新築、リ
フォーム等のガス工事見積時での警報器ちらし等によるＰＲ。

見附市
安全型機器の普及で、ガス漏れ発生リスクは以前と比べ減
少したが、高齢者の増加などによる誤使用や誤接続に起因し
たガス漏れ対策は必要。ガス漏れの早期発見に有効である警
報器の普及を図っている。

柏崎市
各種機会（フェア、消費機器調査）を捉え需要家折衝する
とともに、市広報誌などを活用して普及促進している。

小千谷市
新築やガス設備更新、開栓時に警報器設置のお願い。警報
器設置、期限切れ警報器更新など、需要家へＰＲしている。

魚沼市
ガス水道フェアでの展示と紹介。開栓時に設置のお願い、
リース申込書の配布。期限切れ警報器設置施設の再開栓時交
換依頼。内管検査時に未設置需要家にちらし配布。

上越市
16 年 10 月の熱量引き上げに伴い、業務用厨房機器を使
用する需要家を対象に業務用換気警報器の設置の意向を確認
し、事業者負担で設置した。火災・ガス漏れ・不完全燃焼を
1 台で監視できる複合型警報器の普及促進として、ホーム
ページでの紹介やガス水道フェアイベント時の警報器の展示
による設置の促進。

糸魚川市
定期保安検査時、ガス水道フェア等の需要家と接する機会
を利用して、設置を推奨する。

白根ガス
消費機器調査のみならず、ガス展・機器修理・ガス工事時
等あらゆる業務機会を通じてＰＲ活動を行っている。当社、
販売メーカー、リース会社の 3 社契約にて、顧客とリース
契約を導入しており、設置時の負担軽減に努めている。従来
の 3 センサー警報機（ガス、熱、ＣＯ) 以外に、新商品の快
適ウォッチの導入も検討中。

栄ガス消費生活協同組合
定保時、開栓時等あらゆる業務機会を利用しながら顧客に
ＰＲする。

佐渡ガス
　新設時には必ず取り付けている。未取付需要家に対しては、
保安巡回等あらゆる業務機会を通じて取り付けを促進してい
る。

栃木ガス
既に設置済みの顧客を対象に、警報器の有効期限前にダイ
レクトメールを送付。定期保安点検、開栓、修理時等日常業
務機会を活用し顧客へ周知。

北日本ガス
　火災警報器との複合型の設置に力をそそいでおり、開栓時・
警報器の期限到来のおりに必ず声を掛けることとしている。

足利ガス
新築物件については設計段階でガス警報器設置を提案して
いる。既築物件、アパートについては開栓時、定期保安点検
時に設置の提案をしている。業務用換気警報器は対象物件へ
無償で設置している。

佐野ガス
設置ＰＲちらしを作成し、定期保安検査巡回時、業務機会
時に提案をしている。

桐生ガス
一般家庭用は、定期保安巡回時以外に全社を挙げて、直接
顧客と対面する機会に快適ウォッチ等、新型警報器の紹介と
必要性を説明し普及促進を図っている。業務用は、ＣＯ警報
機の更新時期を迎えており、対象需要家について順次取り換
えている。

館林ガス
　業務機会時に提案。機器販売時にセット販売。

伊勢崎ガス
開栓業務、定期保安検査、その他顧客訪問時に新規取付の
お願い、期間切れになる前にダイレクトメールで交換を案内
している。

太田都市ガス
警報器普及率が 3.7％と低く、従来のポスター展示および
ちらしでの推奨等、業務機会を利用したＰＲだけでなく、社
内上げてのキャンペーン等を検討していきたい。

本庄ガス
　官公庁物件には、次年度予算の組み込みをお願いしている。
消費機器検査時にちらしを使ってＰＲ。集合住宅には、管理
者に更新・新規取り付けをお願いしている。

坂戸ガス
ガス漏れ警報器について、ちらしを作成し業務機会やイベ
ントを通じ顧客への安心・安全のＰＲを実施し普及促進を
図っている。業務用換気警報器は、新規のガス使用開始時等
に安心・安全をＰＲしている。

入間ガス
ガス展、機器セール、その他の業務機会を通じてＰＲして
いる（複合型、火報付き、その他付加機能付き）。

鷲宮ガス
期限切れ需要家へのはがき送付による取り換え提案。業務
機会時の提案（コール業務・開栓・定期保安巡回）。集合物
件の管理組合への提案。業務用換気警報器の店舗管理会社・
オーナーへの提案。

新日本ガス
定期保安調査時に需要家への設置を推進。ガス展等のイベ
ント時、ＰＲ用ツールを展示。

日高都市ガス
　業務機会に警報器設置について周知活動している。

武蔵野ガス
　ガス展、防災訓練時にＰＲ。

松栄ガス
定期保安巡回時に顧客への安全周知業務の一環としてＰ
Ｒ。業務用需要家への換気警報器の無償貸与の継続実施（交
換を含む）。

大東ガス
マンション管理会社との業務提携（理事会において期限満
了警報器の一斉交換を提案してもらう）。

伊奈都市ガス
リース販売による普及促進、パンフの配布による警報器の
紹介ＰＲ。

堀川産業
　定保時に必ず案内を行い、設置を促す。

角栄ガス
　開栓時、積極的に進めている。

野田ガス
開栓時、定期保安巡回時のＰＲと警報器ちらし配布。販売
促進のため、60% オフで販売。個人で販売目標を決めて活
動している。

銚子ガス
各種業務機会を捉え、警報器の有効性をＰＲ、普及に努め
ている。

総武ガス
定期的な訪問および検針時において、警報機のＰＲ活動し
ている。

大網白里市
　市広報でＰＲしている。

白子町
事務所内のコミュニティセンター等に周知ポスターを掲
示。年1回の周知パンフレット等により需要家に周知。

習志野市
全体の普及率は 2 割程度と低いため、今後も関連会社と
協力し、普及促進に努めていく。

東日本ガス
新規開栓時に必ず警報器（単、複合機）の取り付けを周知
している。業務機会訪問時、定期保安巡回時に周知。地域防
災フェアおよび展示会等において設置の推進を啓蒙している。

京和ガス
有効期限切れ警報器交換提案ＤＭ郵送。警報器リース対応
機種増加。定期保安巡回点検と開栓時、警報器販売とともに
リースパンフレット配布。

長南町
警報器未設置の需要家にちらしによる周知また警報器の役
割を説明するなどで設置を促す。年 1 回開催する規模 500
人程度のフェスティバルの展示ブースで普及促進を図る。

昭島ガス
警報器普及に向けガス展、地域イベント等で警報器のＰＲ
活動を実施、開栓作業時に顧客へパンフレットを配布して普
及促進に努めている。また、集合住宅等には効期切れ前に管
理会社、管理組合へ更新交換のお知らせを郵送して更新交換
を提案。

青梅ガス
「ガスと暮らしの安心」運動およびガス展示会等を利用し
複合型警報器の普及に努めている。

武陽ガス
開栓時、業務接点時に未設置需要家や有効期限切れの需要
家へ提案。ガス機器を購入した顧客がガス警報器の新規リー
ス契約を結ぶと割引している（あんしん割引）。期限切れ前、

はがきと電話で取り換えを勧めている。

長野都市ガス
有効期限切れの警報器所有者への取り換えを勧める活動の
実施や、快適ウォッチの設置お勧め活動により、普及を推進
している。

大町ガス
　新設の場合は、設計時点で見積りに入れるようにしている。
期限切れのフォローを確実に行うように心掛けている。

上田ガス
定期保安巡回等の機会を捉え周知、営業を行う。ガス展等
イベント時での展示ＰＲを行う。

松本ガス
　開栓時および定期保安巡回時に顧客に勧めている。

諏訪ガス
未取付需要家に対し、定保時に必要性を説明。期限切れ需
要家には自社作成のちらしを定保時に手渡し、取り換えを促
進している。業務用需要家で換気センサー未取付需要家に対
し必要性をアピールする。

厚木ガス
顧客に警報器をわかりやすく伝えるため、更新の事前案
内として送るＤＭ内容の検討。集合物件の管理会社・不動
産・オーナーへ安全周知を行い、警報器の一括設置の訴求。
毎月、担当者全員による警報器設置進捗会議の実施。

秦野ガス
　開栓時、定期保安巡回等に普及推進活動を実施する。また、
あらゆる接点業務機会でＰＲを継続してゆく。

小田原ガス
　開栓や修理をはじめとする、各接点業務機会でのＰＲ。

湯河原ガス
開栓、定保などの業務機会やイベント時における周知。集
合住宅については、入居者だけでなく、管理会社および管理
組合へ折衝し設置および更新をお願いしている。

吉田ガス
期限が到来する警報器の取り換えおよび新規取り付けも顧
客の理解を得て設置。

熱海ガス
「快適ウォッチ」の採用による複合型のアピール。業務機
会時の推奨。ガス展等、イベントちらしでの周知。

伊東ガス
　複合型のリースによる設置を勧めている。

下田ガス
　開栓時、保安巡回時等機会あるごとに取り付けを勧める。

島田ガス
開栓時と定期保安巡回時に設置を勧めている。設置情報を
管理し、顧客には取り換え時も必要性を理解してもらい、継
続設置に努めている。

御殿場ガス
新設物件への設置や期限切れ更新を確実に行うとともに、
あらゆる業務機会を通じて未設置需要家への普及を図る。ま
た、快適ウォッチの提案等、従前とは異なるアプローチで普
及率アプローチを図る。

中遠ガス
　任意のガス器具無料点検時の声掛け。

袋井ガス
ガス展、自治体が開催する展示会において警報器を展示、
また公民館、消防署などの施設にポスター、パンフレットを
設置し普及に努めている。開栓、修理訪問等、あらゆる機会
を通じ警報器の設置を積極的に推進し普及率の向上を図る。

東海ガス
開栓時の警報器新規取付と定期保安調査時に未設置の顧客
には設置を、期限切れの顧客には取り換えの交渉を併せて
行っている。業務用に取り付けた業務用換気警報器の設置状
況を定期的に確認している。

犬山ガス
開栓時や定期保安点検などを活用し、ガス警報器の普及に
努めている。

上野都市ガス
新規物件では、ガス工事に含めているので問題はないが、
更新時に苦労をする。
交換期限の当月に、更新を促すＤＭを出し、その後更新の
依頼電話をかけて、更新脱落を防いでいる。集合物件では、
管理会社、オーナーに、更新設置を依頼している。

名張近鉄ガス
火災警報器とのセット割引販売。開栓受付時にガス警報器
のＰＲ。定期保安調査時やガス機器メンテ訪問時などの業務
機会に警報器ちらし配布によるＰＲ。

甲賀協同ガス
全需要家に対し、ガス漏れ警報器の無償貸与による設置を
提案、普及促進を図っている。

大垣ガス
定期保安検査等の機会に、未取付顧客へちらしを手渡し、
取り付けを勧める。期限満期のお知らせ時には、継続を強く
勧める。

日本海ガス
キッチン機器購入時の警報器設置に対して割引を適用。警
報器、セールストークについて勉強会を開催。普及率（設置
台数）の増減を月次で担当ショップ、担当者ごとに「見える化」
し、意識を高める。

高岡ガス
提案ツール（デモ機、ちらし）を各社員が携帯し、開栓・
器具修理・定期保安点検やガス漏洩対応時に警報器未設置
の顧客宅訪問時に積極的に設置提案を実施している。

小松ガス
リース、買い上げを問わず更新時期が近い顧客には地区担
当者による取り換え訪問を実施している。
また定期保安調査やサービス業務等で訪問する際にも更新
時期をお知らせし、顧客に意識してもらうよう心掛けている。
全社的に警報器取付率向上に取り組んでおり、警報器新規
取付け率が高い開栓時の新規取付けを促進するべく、社内研

修会においてそのＰＲ方法、警報器取付けのための知識向上
を盛り込み、各部署で取り換え更新と新規取付け目標台数を
設定し達成に向けて取り組んでいる。

福井市
現在は、広報誌や消費機器調査時に周知やお勧めをしてい
る。今後は、業務用の需要家に対し、業務用換気警報機の取
り付けをちらし等で周知していく。

越前エネライン
ガス展示会にブースを設け警報器設置のＰＲを行ってい
る。また業務用については年 1 回のちらしを配布している。
一般住宅での期限切れ機器の取り換えは進んでいるが、新規
設置の伸びは小さく業務用での普及は進んでいない。

丹後ガス
　顧客訪問時と、建物管理者への取付折衝。

福知山都市ガス
警報器の設置台数に関して、期限切れのものが非常に多く
あり、特に公営施設や公営住宅（市営、府営）に多く集中し
ており、現在取り換え交渉を行っている。
　警報器の設置ととも、当社グループ内での 24 時間保安監
視システムＡＣＵ24の普及も同時に進めている。

長田野ガスセンター
　業務用換気警報器は対象顧客に無償で取り付けている。（対
象＝業務用機器を設置している室）年に 1 回以上作動点検
を実施している。

大津市
　イベント等の開催時にポケットティッシュ（警報器の設置、
交換等を表記）を配布している。また、ポスターを本市の主
要施設、各支所、保育園、幼稚園、小学校等に掲示している。
企業局の広報誌にもポスター内容を掲載し普及促進に努めて
いる。業務用換気警報器の普及促進を図って、ＣＯ中毒事故
防止を目指した取り組みを強化する必要がある。

大和ガス
保安調査、機器の修理等訪問時の声かけの徹底とセールち
らしへの掲載、リース契約の強化中。取り換えについてマン
ション、集合物件等の家主や管理会社との直接交渉にて更新
率アップを目指している。

五条ガス
　火報、ＣＯ検知機能付のリース中心に普及促進。

新宮ガス
　普及率が低迷しているので、開栓時の周知を強化。

大武
開栓業務時には必ず提案。またその他の業務機会でも未取
付顧客宅では必ず提案することを心掛ける。

河内長野ガス
全部署が新規取付目標を設定し顧客に勧めている。期限切
れ更新を確実に実施するため、不在宅へ休日・夜間に電話で
フォローを実施。新規、更新ともに対策状況を毎月会議で報
告し共有している。

豊岡エネルギー
開栓、定期保安点検、機器修繕時等の訪問機会に、警報器
設置により未然に事故を防止できた事例を紹介して警報器を
提案。更新率アップのため、休日や夜間訪問日を設定して更
新活動を実施。

篠山都市ガス
自社で取り組んでいるガス集中監視システムを警報器と連
動設置することを推奨し，顧客に安全と安心を提案すること
で警報器の普及に努めている。ガス開栓、定期保安調査、ガ
ス展等顧客と対面する機会を利用し、警報器の必要性を周知
している。

伊丹産業
電話回線を利用した警報遮断連動型の警報器取り付けを促
進しているが、費用等の理由から取付数が伸びていない。Ｌ
Ｐガス部門の実績と安全性等をアピールし、普及を実施。新
築物件向けも積極的にＰＲ。

津山ガス
あらゆる業務機会を通じ、新規取り付けのお勧め、期限切
れの更新のお願いを実施している。期間を限定し、新規取付
キャンペーンも実施している。

水島ガス
更新率の向上。普及率向上の見込めるリース契約を促進。
電池式や温度・湿度検知つきの機種採用を検討。担当者の設
置意識向上策として、販売ロープレやメーカーによる講習会
を実施。新規取付の促進。新規取付キャンペーンの開催検討。

福山ガス
開栓、定期保安点検時にＰＲを行っている。見積り作成時
には、警報器見積りを同時に行い、従業員で行う販促セール
対象品目にして取り組みを実施し普及に努めている。1 年以
上更新されていない顧客をリスト化し、電話または訪問して
更新を実施している。

因の島ガス
　開栓時やその他の業務機会に設置を勧めている。

米子ガス
　期限切れ警報機の取り換え促進。

松江市
定期保安調査などの機会に、取り付けをお願いしている。
マンションの管理組合等に対して、取り付け・取り換えを提
案している。

出雲ガス
専従者を 1 人配置。検満 5 カ月前リストを発行し更新。
新規については開栓時に 100％設置の心掛け。未設置需要家
については必要性を周知し設置依頼。

浜田ガス
展示会，自社発行誌の配布等あらゆる業務機会において新
規取付のＰＲを実施。継続更新に取り組んでいる。

久留米ガス
開栓受付、作業時および定期保安点検終了時に警報器の案
内を行い警報器の必要性や機能を知っていただくことを心掛
けている。今後は火報ＣＯ検知機能付警報器の一層の普及拡
大を図るとともに引き続き分譲マンションへの一斉取り換え
提案を行うことで普及率向上を目指す。

大牟田ガス
新築物件については、設計段階より警報機設置を案内する
ことで設置率 80％以上を目指す。取り換えについて期限満
期 2～ 3 カ月前から事前連絡を行い取り換え率の向上と普
及率向上を目指す。

筑紫ガス
業務機会に取り付けを促進。有効期限前に周知し、取り換
え巡回を行っている。分譲マンション等には管理組合や管理
会社を通じて、一斉取り換えの協力をお願いしている。業務
用途の顧客へは、巡回の機会に安全周知と事故事例の紹介を
行い、未然に事故防止に努めている。

唐津ガス
ガス漏れ警報器については個別巡回頻度を増し設置促進を
図っている。

佐賀ガス
　普及率アップのため、年一回全需要家へＰＲちらしを配布、
またリース制度を設けている。期限切れ間近の需要家へはお
知らせはがきを送付後、営業係員にて連絡訪問し取り換えを
促進している。

エコア
　定期調査、開栓調査、特別訪問等を利用し取付促進に努め、
普及率100％を目指している。

宮崎ガス
ガス展、防災展等のイベントでの呼びかけや、開栓、定期
保安調査等での、業務機会を通じて普及に取り組んでいる。

南日本ガス
定期保安調査時に取り付け促進。業務用換気警報器設置率
は目標100％達成を目指す。

国分隼人ガス
満期取換周知はがきの投函や電話連絡、保安点検や開栓時
に対応している。

沖縄ガス
新設、リフォーム工事等で警報器の取り付けを提案する。
ガス開栓、消費機器調査の際に取り付けの提案、促進を図っ
ている。
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【 警報器普及の取り組み 】

東京ガス
　顧客の負担軽減支払メニュー（リース制度）を設定してい
る。顧客の設置情報を管理し、有効期間満了時にお知らせす
るサービスを行っている。

大阪ガス
　家庭用＝供給エリア内の警報器の普及率は約 50％で横ば
い。警報器の普及拡大に向け、有効期限を迎えた警報器の更
新率向上、開栓業務等の業務機会での新規取付、定期保安巡
回時のお勧めに注力。2015 年 5 月に電池式ガス警報器を商
品化。
　業務用＝業務用ガス厨房機器の使用時におけるＣＯ中毒事
故を防止するため、業務機会等を通じて換気励行の安全周知
活動を強化、ＣＯ検知機能を有するガス警報器を勧めてきた。
業務用換気警報器 (ＣＯセンサー）の無償貸与施策を、09年
1月から展開している。

東邦ガス
　開栓や修理などの接点業務機会における警報器設置提案、
有効期限切れ警報器の取り換え促進などの活動を継続して実
施。

西部ガス
　入居開栓や法定点検等の接点機会を利用して新規および取
り換えを促進する。集合分譲住宅管理組合への営業を強化し
ている。

京葉ガス
　キャンペーンの実施（ガス機器との組み合わせ販売促進）、
定期保安巡回や開栓、検針など各種業務機会を通じて顧客に
勧めている。開栓ウェブ受付時における設置希望調査も取り
組み始めている。

北海道ガス
　各種業務機会を利用し普及促進。リース制度の活用。

広島ガス
　顧客宛てに期限切れが近い旨、はがきを送付して事前案内
し、継続設置の提案を行っている。未設置の顧客には、接点
機会を活用し、設置提案を励行している。

仙台市
　更新率向上に向けた有効期限満了前の事前電話連絡で案内
している。開栓や定期保安巡回などの業務機会を活用、ガス
警報器の設置・交換を勧めており、特に開栓時に設置しなかっ
た顧客については、開栓から2カ月後にＤＭによるフォロー
案内を送付し、普及率の向上に努めている。

北陸ガス
　開栓の機会を利用したガスショップによる提案と取付勧
誘。定期保安巡回の機会を利用した提案および取付勧誘。検
針時のＰＲちらし配布。期限切れの需要家に事前にＤＭを送
付、確実な更新を図る。快適ウォッチをＰＲ、警報器を未設
置の需要家に対し、付加価値をアピール。

静岡ガス
　期限満期時の更新、新規獲得、快適ウォッチの普及などの
計画目標を掲げ、警報器営業を行うショップに対し定期ミー
ティングを行うなど積極的に働きかけている。

四国ガス
　訪問機会（開栓、器具販売、故障修理等）において、ちら
しを活用した声がけ運動の徹底を行い警報器設置の重要性を
ＰＲ。更新時も同様に、重要性をＰＲした巡回強化と未更新

の顧客へのフォロー、追跡調査を行い更新率向上に取り組ん
でいる。

東部ガス
　新規設置を目的に、接点機会でＣＯ検知機能の重要性を顧
客に伝え、設置提案を実施。満期交換時にガス警報器からＣ
Ｏ検知機能付きへのグレードアップの徹底を実施。

中部ガス
　例年通り 3月～5月に警報器キャンペーンと称し、家庭用
警報器普及率の維持、業務用警報器の普及率アップを目指す。

武州ガス
　普及率の向上を第一の目標としている。開栓時をはじめ、
定保、機器販売や修理、顧客巡回営業、経年管入替折衝時な
どに必ず一声掛けて設置を勧めている。快適ウォッチの取り
付けも促している。

山口合同ガス
　業務機会を通じ、未設置や期限切れ警報器を設置する顧客
に折衝を行っていく。新規設置や更新時には、複合型警報器
の設置を勧めている。

大多喜ガス
　あらゆる業務機会において、顧客に周知や提案を行い、普
及促進を図っている。

日本ガス
　未設置の顧客を対象にちらしを配送した。サービスショッ
プが継続的に巡回を行っている。

岡山ガス
　警報器取り付けキャンペーンの実施。警報器普及促進ちら
しの作成・配布。開栓時、法定点検時を利用した周知、取り
換え促進。ただし、近年、普及率は50％前後で推移している。
更新率が上がらず、普及率も上がっていない。満期時におけ
る確実な取り換え更新を促進するために、対象の顧客にはが
きを郵送することで取り組む。

東彩ガス
　コールセンターでは全顧客の開栓依頼に対して警報器設置
をＰＲ、開栓を行う社員に対して顧客情報を伝達し設置を促
進している。コールセンターの受け付け部門、実際に取り付
けた社員を対象に半期ごとに表彰する制度を設けている。開
栓業務コンテストを実施。コンテストは、警報器の設置も対
象とし成功事例を共有する。

釧路ガス
　各種接点業務機会で普及を進めていく。警報器の有効期限
が切れる際の継続更新を図る。

旭川ガス
　定期保安点検など訪問機会に新規勧誘や取り換えを実施。
特に開栓、定保では訪問時に点検員が警報器を常備し、その
場で取り付けできる体制をとっている。警報器に関するＰＲ
ちらしを自社制作し活用。

滝川ガス
　あらゆる業務機会で警報器の普及を進める。また、有効期限
満了需要家の警報器交換、再契約を進めて、普及促進に努める。

美唄ガス
　業務機会を通じて警報器の普及促進に努めている。

岩見沢ガス
　開栓時、定期保安巡回時等に顧客と対面する機会を活用し、
警報器の必要性を理解していただき普及させていく。また、
ちらしセールにＰＲ文を掲載してアピールする。

帯広ガス
　開栓および修理での訪問時に警報器設置をお願い。業務用
需要家訪問時の換気警報器設置の促進。単体警報器の更新時
に複合型への取り換え促進。

室蘭ガス
　警報器期限切れ前月に対象需要家へＤＭ発送し継続契約を
促す。

長万部町
　業務機会に、新規設置・更新を勧めている。

青森ガス
　業務機会を通じ、警報機の新規取付、更新をお願いしている。

十和田ガス
　未取り付けの需要家に対し、定期保安巡回他業務機会を通
じて設置をお願いしている。業務用ＣＯ検知機能付きガス漏
れ警報器は対象となる需要家へ無償貸与している。

八戸ガス
　入居に伴うガス開栓作業時、定期保安点検作業時等、顧客
宅訪問時、警報器の紹介と設置をお願いする。ガス展等のイ
ベント時に（複合型等）紹介、普及促進を図る。

黒石ガス
　普及にはガスメーターとのケーブル連結を勧める。警報器
の連動遮断は、警報器取付数の87.7％。

盛岡ガス
　開栓、定保等業務機会の他、有効期限前に更新のお知らせ
を実施。

花巻ガス
　既設先での継続率は非常に高いが、未設置先での新規設置
数が少なく、この対策が課題。

東部液化石油
　業務機会訪問時やガス器具展示会等で安全性、必要性を説
明し、現金およびリース販売にて取付促進を行っている。

男鹿市
　新規取付を対象に取付作業者への斡旋料の支払い。

由利本荘市
　業務機会を通じ、普及に努める。

酒田天然ガス
　新規成約した個人別年間累計を基に社員を対象とした表彰
を行っている。

鶴岡ガス
　快適環境お知らせ機能付き警報器を採用し、安心、安全以
外の付加価値による普及率向上を図る。

寒河江ガス
　定期保安調査時にアピールを行っている。

山形ガス
　閉栓時、定期保安調査時、顧客の巡回訪問時など、あらゆ
る場面で警報器の取付促進に努めている。業務用ＣＯ警報器
に関しては担当者とのつながりを密にし、メンテナンス訪問
等のあらゆる場面で取り付けをお願いしている。警報器が付
いていて期限切れになっている集合住宅も多いので交換折衝
を進めている。

庄内中部ガス
　ガス展時にデモ機による実演。開栓時に警報器の設置のお
願い。ガス機器設置時、器具修理時等でのプラスワン営業。
消費機器調査終了後にガス漏れ警報器の説明。

庄内町
　消費機器調査時に各需要家へ警報器設置をお願いしてい
る。企業課の広報誌に警報器を紹介している。

古川ガス
　開栓時や定期保安調査巡回時に取り付けを勧めている。業
務用換気警報器の取り付けについては有料取付のため、思う
ように進んでいないが少しずつ普及し始めている。

石巻ガス
　災害復興住宅への入居者向けに特別普及促進キャンペーン
を実施。警報器未設置の顧客には定保時、器具修理等の訪問
時に必ず設置をお勧めする。

塩釜ガス
　定期保安調査や修理時に複合型警報器の新規取り付け、期
限切れ取り換えを勧める。火災警報器の設置義務化に合わせ
火災・ガス・ＣＯ警報器の設置を推進している。

福島ガス
　検針時に広報誌にて、警報器の必要性等について説明し、
普及促進に努めるとともに、警報器更新の顧客には、1～ 2
カ月前に更新案内を送り、周知を図っている。

若松ガス
　期限切れが近づいた顧客に、往復はがきを送り連絡のない
顧客には電話をし継続をお願いしている。定期保安検査時に
も継続をお願いしている。

東北ガス
　法定点検時やガス機器修理時等の業務機会を利用し、普及
に努める。

常磐共同ガス
　開栓時の積極的なアピールの実施。警報器未設置リストを
作成し、検針時に声掛けをして設置を促す。

新発田ガス
　業務用厨房の顧客へＣＯ警報器のモニター設置を勧めてい
る。（初回 5 年間のみ。有効期限以後は販売・入れ替え）独り
暮らし高齢者の顧客を対象に定期保安巡回等の際に保安対
策として複合型警報器の無償取り付けをお勧めしている。

越後天然ガス
　定保、修理等の業務機会における普及ＰＲ。

蒲原ガス
　定期保安検査時などにＰＲ強化。ガスショップによる警報
器期満交換訪問での継続営業強化と新商品ＰＲ。新築、リ
フォーム等のガス工事見積時での警報器ちらし等によるＰＲ。

見附市
　安全型機器の普及で、ガス漏れ発生リスクは以前と比べ減
少したが、高齢者の増加などによる誤使用や誤接続に起因し
たガス漏れ対策は必要。ガス漏れの早期発見に有効である警
報器の普及を図っている。

柏崎市
　各種機会（フェア、消費機器調査）を捉え需要家折衝する
とともに、市広報誌などを活用して普及促進している。

小千谷市
　新築やガス設備更新、開栓時に警報器設置のお願い。警報
器設置、期限切れ警報器更新など、需要家へＰＲしている。

魚沼市
　ガス水道フェアでの展示と紹介。開栓時に設置のお願い、
リース申込書の配布。期限切れ警報器設置施設の再開栓時交
換依頼。内管検査時に未設置需要家にちらし配布。

上越市
　16 年 10 月の熱量引き上げに伴い、業務用厨房機器を使
用する需要家を対象に業務用換気警報器の設置の意向を確認
し、事業者負担で設置した。火災・ガス漏れ・不完全燃焼を
1 台で監視できる複合型警報器の普及促進として、ホーム
ページでの紹介やガス水道フェアイベント時の警報器の展示
による設置の促進。

糸魚川市
　定期保安検査時、ガス水道フェア等の需要家と接する機会
を利用して、設置を推奨する。

白根ガス
　消費機器調査のみならず、ガス展・機器修理・ガス工事時
等あらゆる業務機会を通じてＰＲ活動を行っている。当社、
販売メーカー、リース会社の 3 社契約にて、顧客とリース
契約を導入しており、設置時の負担軽減に努めている。従来
の 3 センサー警報機（ガス、熱、ＣＯ) 以外に、新商品の快
適ウォッチの導入も検討中。

栄ガス消費生活協同組合
　定保時、開栓時等あらゆる業務機会を利用しながら顧客に
ＰＲする。

佐渡ガス
　新設時には必ず取り付けている。未取付需要家に対しては、
保安巡回等あらゆる業務機会を通じて取り付けを促進してい
る。

栃木ガス
　既に設置済みの顧客を対象に、警報器の有効期限前にダイ
レクトメールを送付。定期保安点検、開栓、修理時等日常業
務機会を活用し顧客へ周知。

北日本ガス
　火災警報器との複合型の設置に力をそそいでおり、開栓時・
警報器の期限到来のおりに必ず声を掛けることとしている。

足利ガス
　新築物件については設計段階でガス警報器設置を提案して
いる。既築物件、アパートについては開栓時、定期保安点検
時に設置の提案をしている。業務用換気警報器は対象物件へ
無償で設置している。

佐野ガス
　設置ＰＲちらしを作成し、定期保安検査巡回時、業務機会
時に提案をしている。

桐生ガス
　一般家庭用は、定期保安巡回時以外に全社を挙げて、直接
顧客と対面する機会に快適ウォッチ等、新型警報器の紹介と
必要性を説明し普及促進を図っている。業務用は、ＣＯ警報
機の更新時期を迎えており、対象需要家について順次取り換
えている。

館林ガス
　業務機会時に提案。機器販売時にセット販売。

伊勢崎ガス
　開栓業務、定期保安検査、その他顧客訪問時に新規取付の
お願い、期間切れになる前にダイレクトメールで交換を案内
している。

太田都市ガス
　警報器普及率が 3.7％と低く、従来のポスター展示および
ちらしでの推奨等、業務機会を利用したＰＲだけでなく、社
内上げてのキャンペーン等を検討していきたい。

本庄ガス
　官公庁物件には、次年度予算の組み込みをお願いしている。
消費機器検査時にちらしを使ってＰＲ。集合住宅には、管理
者に更新・新規取り付けをお願いしている。

坂戸ガス
　ガス漏れ警報器について、ちらしを作成し業務機会やイベ
ントを通じ顧客への安心・安全のＰＲを実施し普及促進を
図っている。業務用換気警報器は、新規のガス使用開始時等
に安心・安全をＰＲしている。

入間ガス
　ガス展、機器セール、その他の業務機会を通じてＰＲして
いる（複合型、火報付き、その他付加機能付き）。

鷲宮ガス
　期限切れ需要家へのはがき送付による取り換え提案。業務
機会時の提案（コール業務・開栓・定期保安巡回）。集合物
件の管理組合への提案。業務用換気警報器の店舗管理会社・
オーナーへの提案。

新日本ガス
　定期保安調査時に需要家への設置を推進。ガス展等のイベ
ント時、ＰＲ用ツールを展示。

日高都市ガス
　業務機会に警報器設置について周知活動している。

武蔵野ガス
　ガス展、防災訓練時にＰＲ。

松栄ガス
　定期保安巡回時に顧客への安全周知業務の一環としてＰ
Ｒ。業務用需要家への換気警報器の無償貸与の継続実施（交
換を含む）。

大東ガス
　マンション管理会社との業務提携（理事会において期限満
了警報器の一斉交換を提案してもらう）。

伊奈都市ガス
　リース販売による普及促進、パンフの配布による警報器の
紹介ＰＲ。

堀川産業
　定保時に必ず案内を行い、設置を促す。

角栄ガス
　開栓時、積極的に進めている。

野田ガス
　開栓時、定期保安巡回時のＰＲと警報器ちらし配布。販売
促進のため、60% オフで販売。個人で販売目標を決めて活
動している。

銚子ガス
　各種業務機会を捉え、警報器の有効性をＰＲ、普及に努め
ている。

総武ガス
　定期的な訪問および検針時において、警報機のＰＲ活動し
ている。

大網白里市
　市広報でＰＲしている。

白子町
　事務所内のコミュニティセンター等に周知ポスターを掲
示。年1回の周知パンフレット等により需要家に周知。

習志野市
　全体の普及率は 2 割程度と低いため、今後も関連会社と
協力し、普及促進に努めていく。

東日本ガス
　新規開栓時に必ず警報器（単、複合機）の取り付けを周知
している。業務機会訪問時、定期保安巡回時に周知。地域防
災フェアおよび展示会等において設置の推進を啓蒙している。

京和ガス
　有効期限切れ警報器交換提案ＤＭ郵送。警報器リース対応
機種増加。定期保安巡回点検と開栓時、警報器販売とともに
リースパンフレット配布。

長南町
　警報器未設置の需要家にちらしによる周知また警報器の役
割を説明するなどで設置を促す。年 1 回開催する規模 500
人程度のフェスティバルの展示ブースで普及促進を図る。

昭島ガス
　警報器普及に向けガス展、地域イベント等で警報器のＰＲ
活動を実施、開栓作業時に顧客へパンフレットを配布して普
及促進に努めている。また、集合住宅等には効期切れ前に管
理会社、管理組合へ更新交換のお知らせを郵送して更新交換
を提案。

青梅ガス
　「ガスと暮らしの安心」運動およびガス展示会等を利用し
複合型警報器の普及に努めている。

武陽ガス
　開栓時、業務接点時に未設置需要家や有効期限切れの需要
家へ提案。ガス機器を購入した顧客がガス警報器の新規リー
ス契約を結ぶと割引している（あんしん割引）。期限切れ前、

はがきと電話で取り換えを勧めている。

長野都市ガス
　有効期限切れの警報器所有者への取り換えを勧める活動の
実施や、快適ウォッチの設置お勧め活動により、普及を推進
している。

大町ガス
　新設の場合は、設計時点で見積りに入れるようにしている。
期限切れのフォローを確実に行うように心掛けている。

上田ガス
　定期保安巡回等の機会を捉え周知、営業を行う。ガス展等
イベント時での展示ＰＲを行う。

松本ガス
　開栓時および定期保安巡回時に顧客に勧めている。

諏訪ガス
　未取付需要家に対し、定保時に必要性を説明。期限切れ需
要家には自社作成のちらしを定保時に手渡し、取り換えを促
進している。業務用需要家で換気センサー未取付需要家に対
し必要性をアピールする。

厚木ガス
　顧客に警報器をわかりやすく伝えるため、更新の事前案
内として送るＤＭ内容の検討。集合物件の管理会社・不動
産・オーナーへ安全周知を行い、警報器の一括設置の訴求。
毎月、担当者全員による警報器設置進捗会議の実施。

秦野ガス
　開栓時、定期保安巡回等に普及推進活動を実施する。また、
あらゆる接点業務機会でＰＲを継続してゆく。

小田原ガス
　開栓や修理をはじめとする、各接点業務機会でのＰＲ。

湯河原ガス
　開栓、定保などの業務機会やイベント時における周知。集
合住宅については、入居者だけでなく、管理会社および管理
組合へ折衝し設置および更新をお願いしている。

吉田ガス
　期限が到来する警報器の取り換えおよび新規取り付けも顧
客の理解を得て設置。

熱海ガス
　「快適ウォッチ」の採用による複合型のアピール。業務機
会時の推奨。ガス展等、イベントちらしでの周知。

伊東ガス
　複合型のリースによる設置を勧めている。

下田ガス
　開栓時、保安巡回時等機会あるごとに取り付けを勧める。

島田ガス
　開栓時と定期保安巡回時に設置を勧めている。設置情報を
管理し、顧客には取り換え時も必要性を理解してもらい、継
続設置に努めている。

御殿場ガス
　新設物件への設置や期限切れ更新を確実に行うとともに、
あらゆる業務機会を通じて未設置需要家への普及を図る。ま
た、快適ウォッチの提案等、従前とは異なるアプローチで普
及率アプローチを図る。

中遠ガス
　任意のガス器具無料点検時の声掛け。

袋井ガス
　ガス展、自治体が開催する展示会において警報器を展示、
また公民館、消防署などの施設にポスター、パンフレットを
設置し普及に努めている。開栓、修理訪問等、あらゆる機会
を通じ警報器の設置を積極的に推進し普及率の向上を図る。

東海ガス
　開栓時の警報器新規取付と定期保安調査時に未設置の顧客
には設置を、期限切れの顧客には取り換えの交渉を併せて
行っている。業務用に取り付けた業務用換気警報器の設置状
況を定期的に確認している。

犬山ガス
　開栓時や定期保安点検などを活用し、ガス警報器の普及に
努めている。

上野都市ガス
　新規物件では、ガス工事に含めているので問題はないが、
更新時に苦労をする。
　交換期限の当月に、更新を促すＤＭを出し、その後更新の
依頼電話をかけて、更新脱落を防いでいる。集合物件では、
管理会社、オーナーに、更新設置を依頼している。

名張近鉄ガス
　火災警報器とのセット割引販売。開栓受付時にガス警報器
のＰＲ。定期保安調査時やガス機器メンテ訪問時などの業務
機会に警報器ちらし配布によるＰＲ。

甲賀協同ガス
　全需要家に対し、ガス漏れ警報器の無償貸与による設置を
提案、普及促進を図っている。

大垣ガス
　定期保安検査等の機会に、未取付顧客へちらしを手渡し、
取り付けを勧める。期限満期のお知らせ時には、継続を強く
勧める。

日本海ガス
　キッチン機器購入時の警報器設置に対して割引を適用。警
報器、セールストークについて勉強会を開催。普及率（設置
台数）の増減を月次で担当ショップ、担当者ごとに「見える化」
し、意識を高める。

高岡ガス
　提案ツール（デモ機、ちらし）を各社員が携帯し、開栓・
器具修理・定期保安点検やガス漏洩対応時に警報器未設置
の顧客宅訪問時に積極的に設置提案を実施している。

小松ガス
　リース、買い上げを問わず更新時期が近い顧客には地区担
当者による取り換え訪問を実施している。
　また定期保安調査やサービス業務等で訪問する際にも更新
時期をお知らせし、顧客に意識してもらうよう心掛けている。
　全社的に警報器取付率向上に取り組んでおり、警報器新規
取付け率が高い開栓時の新規取付けを促進するべく、社内研

修会においてそのＰＲ方法、警報器取付けのための知識向上
を盛り込み、各部署で取り換え更新と新規取付け目標台数を
設定し達成に向けて取り組んでいる。

福井市
　現在は、広報誌や消費機器調査時に周知やお勧めをしてい
る。今後は、業務用の需要家に対し、業務用換気警報機の取
り付けをちらし等で周知していく。

越前エネライン
　ガス展示会にブースを設け警報器設置のＰＲを行ってい
る。また業務用については年 1 回のちらしを配布している。
一般住宅での期限切れ機器の取り換えは進んでいるが、新規
設置の伸びは小さく業務用での普及は進んでいない。

丹後ガス
　顧客訪問時と、建物管理者への取付折衝。

福知山都市ガス
　警報器の設置台数に関して、期限切れのものが非常に多く
あり、特に公営施設や公営住宅（市営、府営）に多く集中し
ており、現在取り換え交渉を行っている。
　警報器の設置ととも、当社グループ内での 24 時間保安監
視システムＡＣＵ24の普及も同時に進めている。

長田野ガスセンター
　業務用換気警報器は対象顧客に無償で取り付けている。（対
象＝業務用機器を設置している室）年に 1 回以上作動点検
を実施している。

大津市
　イベント等の開催時にポケットティッシュ（警報器の設置、
交換等を表記）を配布している。また、ポスターを本市の主
要施設、各支所、保育園、幼稚園、小学校等に掲示している。
企業局の広報誌にもポスター内容を掲載し普及促進に努めて
いる。業務用換気警報器の普及促進を図って、ＣＯ中毒事故
防止を目指した取り組みを強化する必要がある。

大和ガス
　保安調査、機器の修理等訪問時の声かけの徹底とセールち
らしへの掲載、リース契約の強化中。取り換えについてマン
ション、集合物件等の家主や管理会社との直接交渉にて更新
率アップを目指している。

五条ガス
　火報、ＣＯ検知機能付のリース中心に普及促進。

新宮ガス
　普及率が低迷しているので、開栓時の周知を強化。

大武
　開栓業務時には必ず提案。またその他の業務機会でも未取
付顧客宅では必ず提案することを心掛ける。

河内長野ガス
　全部署が新規取付目標を設定し顧客に勧めている。期限切
れ更新を確実に実施するため、不在宅へ休日・夜間に電話で
フォローを実施。新規、更新ともに対策状況を毎月会議で報
告し共有している。

豊岡エネルギー
　開栓、定期保安点検、機器修繕時等の訪問機会に、警報器
設置により未然に事故を防止できた事例を紹介して警報器を
提案。更新率アップのため、休日や夜間訪問日を設定して更
新活動を実施。

篠山都市ガス
　自社で取り組んでいるガス集中監視システムを警報器と連
動設置することを推奨し，顧客に安全と安心を提案すること
で警報器の普及に努めている。ガス開栓、定期保安調査、ガ
ス展等顧客と対面する機会を利用し、警報器の必要性を周知
している。

伊丹産業
　電話回線を利用した警報遮断連動型の警報器取り付けを促
進しているが、費用等の理由から取付数が伸びていない。Ｌ
Ｐガス部門の実績と安全性等をアピールし、普及を実施。新
築物件向けも積極的にＰＲ。

津山ガス
　あらゆる業務機会を通じ、新規取り付けのお勧め、期限切
れの更新のお願いを実施している。期間を限定し、新規取付
キャンペーンも実施している。

水島ガス
　更新率の向上。普及率向上の見込めるリース契約を促進。
電池式や温度・湿度検知つきの機種採用を検討。担当者の設
置意識向上策として、販売ロープレやメーカーによる講習会
を実施。新規取付の促進。新規取付キャンペーンの開催検討。

福山ガス
　開栓、定期保安点検時にＰＲを行っている。見積り作成時
には、警報器見積りを同時に行い、従業員で行う販促セール
対象品目にして取り組みを実施し普及に努めている。1 年以
上更新されていない顧客をリスト化し、電話または訪問して
更新を実施している。

因の島ガス
　開栓時やその他の業務機会に設置を勧めている。

米子ガス
　期限切れ警報機の取り換え促進。

松江市
　定期保安調査などの機会に、取り付けをお願いしている。
マンションの管理組合等に対して、取り付け・取り換えを提
案している。

出雲ガス
　専従者を 1 人配置。検満 5 カ月前リストを発行し更新。
新規については開栓時に 100％設置の心掛け。未設置需要家
については必要性を周知し設置依頼。

浜田ガス
　展示会，自社発行誌の配布等あらゆる業務機会において新
規取付のＰＲを実施。継続更新に取り組んでいる。

久留米ガス
　開栓受付、作業時および定期保安点検終了時に警報器の案
内を行い警報器の必要性や機能を知っていただくことを心掛
けている。今後は火報ＣＯ検知機能付警報器の一層の普及拡
大を図るとともに引き続き分譲マンションへの一斉取り換え
提案を行うことで普及率向上を目指す。

大牟田ガス
　新築物件については、設計段階より警報機設置を案内する
ことで設置率 80％以上を目指す。取り換えについて期限満
期 2～ 3 カ月前から事前連絡を行い取り換え率の向上と普
及率向上を目指す。

筑紫ガス
　業務機会に取り付けを促進。有効期限前に周知し、取り換
え巡回を行っている。分譲マンション等には管理組合や管理
会社を通じて、一斉取り換えの協力をお願いしている。業務
用途の顧客へは、巡回の機会に安全周知と事故事例の紹介を
行い、未然に事故防止に努めている。

唐津ガス
　ガス漏れ警報器については個別巡回頻度を増し設置促進を
図っている。

佐賀ガス
　普及率アップのため、年一回全需要家へＰＲちらしを配布、
またリース制度を設けている。期限切れ間近の需要家へはお
知らせはがきを送付後、営業係員にて連絡訪問し取り換えを
促進している。

エコア
　定期調査、開栓調査、特別訪問等を利用し取付促進に努め、
普及率100％を目指している。

宮崎ガス
　ガス展、防災展等のイベントでの呼びかけや、開栓、定期
保安調査等での、業務機会を通じて普及に取り組んでいる。

南日本ガス
　定期保安調査時に取り付け促進。業務用換気警報器設置率
は目標100％達成を目指す。

国分隼人ガス
　満期取換周知はがきの投函や電話連絡、保安点検や開栓時
に対応している。

沖縄ガス
　新設、リフォーム工事等で警報器の取り付けを提案する。
ガス開栓、消費機器調査の際に取り付けの提案、促進を図っ
ている。
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【 警報器普及の取り組み 】

東京ガス
　顧客の負担軽減支払メニュー（リース制度）を設定してい
る。顧客の設置情報を管理し、有効期間満了時にお知らせす
るサービスを行っている。

大阪ガス
　家庭用＝供給エリア内の警報器の普及率は約 50％で横ば
い。警報器の普及拡大に向け、有効期限を迎えた警報器の更
新率向上、開栓業務等の業務機会での新規取付、定期保安巡
回時のお勧めに注力。2015 年 5 月に電池式ガス警報器を商
品化。
　業務用＝業務用ガス厨房機器の使用時におけるＣＯ中毒事
故を防止するため、業務機会等を通じて換気励行の安全周知
活動を強化、ＣＯ検知機能を有するガス警報器を勧めてきた。
業務用換気警報器 (ＣＯセンサー）の無償貸与施策を、09年
1月から展開している。

東邦ガス
　開栓や修理などの接点業務機会における警報器設置提案、
有効期限切れ警報器の取り換え促進などの活動を継続して実
施。

西部ガス
　入居開栓や法定点検等の接点機会を利用して新規および取
り換えを促進する。集合分譲住宅管理組合への営業を強化し
ている。

京葉ガス
　キャンペーンの実施（ガス機器との組み合わせ販売促進）、
定期保安巡回や開栓、検針など各種業務機会を通じて顧客に
勧めている。開栓ウェブ受付時における設置希望調査も取り
組み始めている。

北海道ガス
　各種業務機会を利用し普及促進。リース制度の活用。

広島ガス
　顧客宛てに期限切れが近い旨、はがきを送付して事前案内
し、継続設置の提案を行っている。未設置の顧客には、接点
機会を活用し、設置提案を励行している。

仙台市
　更新率向上に向けた有効期限満了前の事前電話連絡で案内
している。開栓や定期保安巡回などの業務機会を活用、ガス
警報器の設置・交換を勧めており、特に開栓時に設置しなかっ
た顧客については、開栓から2カ月後にＤＭによるフォロー
案内を送付し、普及率の向上に努めている。

北陸ガス
　開栓の機会を利用したガスショップによる提案と取付勧
誘。定期保安巡回の機会を利用した提案および取付勧誘。検
針時のＰＲちらし配布。期限切れの需要家に事前にＤＭを送
付、確実な更新を図る。快適ウォッチをＰＲ、警報器を未設
置の需要家に対し、付加価値をアピール。

静岡ガス
　期限満期時の更新、新規獲得、快適ウォッチの普及などの
計画目標を掲げ、警報器営業を行うショップに対し定期ミー
ティングを行うなど積極的に働きかけている。

四国ガス
　訪問機会（開栓、器具販売、故障修理等）において、ちら
しを活用した声がけ運動の徹底を行い警報器設置の重要性を
ＰＲ。更新時も同様に、重要性をＰＲした巡回強化と未更新

の顧客へのフォロー、追跡調査を行い更新率向上に取り組ん
でいる。

東部ガス
　新規設置を目的に、接点機会でＣＯ検知機能の重要性を顧
客に伝え、設置提案を実施。満期交換時にガス警報器からＣ
Ｏ検知機能付きへのグレードアップの徹底を実施。

中部ガス
　例年通り 3月～5月に警報器キャンペーンと称し、家庭用
警報器普及率の維持、業務用警報器の普及率アップを目指す。

武州ガス
　普及率の向上を第一の目標としている。開栓時をはじめ、
定保、機器販売や修理、顧客巡回営業、経年管入替折衝時な
どに必ず一声掛けて設置を勧めている。快適ウォッチの取り
付けも促している。

山口合同ガス
　業務機会を通じ、未設置や期限切れ警報器を設置する顧客
に折衝を行っていく。新規設置や更新時には、複合型警報器
の設置を勧めている。

大多喜ガス
　あらゆる業務機会において、顧客に周知や提案を行い、普
及促進を図っている。

日本ガス
　未設置の顧客を対象にちらしを配送した。サービスショッ
プが継続的に巡回を行っている。

岡山ガス
　警報器取り付けキャンペーンの実施。警報器普及促進ちら
しの作成・配布。開栓時、法定点検時を利用した周知、取り
換え促進。ただし、近年、普及率は50％前後で推移している。
更新率が上がらず、普及率も上がっていない。満期時におけ
る確実な取り換え更新を促進するために、対象の顧客にはが
きを郵送することで取り組む。

東彩ガス
　コールセンターでは全顧客の開栓依頼に対して警報器設置
をＰＲ、開栓を行う社員に対して顧客情報を伝達し設置を促
進している。コールセンターの受け付け部門、実際に取り付
けた社員を対象に半期ごとに表彰する制度を設けている。開
栓業務コンテストを実施。コンテストは、警報器の設置も対
象とし成功事例を共有する。

釧路ガス
　各種接点業務機会で普及を進めていく。警報器の有効期限
が切れる際の継続更新を図る。

旭川ガス
　定期保安点検など訪問機会に新規勧誘や取り換えを実施。
特に開栓、定保では訪問時に点検員が警報器を常備し、その
場で取り付けできる体制をとっている。警報器に関するＰＲ
ちらしを自社制作し活用。

滝川ガス
　あらゆる業務機会で警報器の普及を進める。また、有効期限
満了需要家の警報器交換、再契約を進めて、普及促進に努める。

美唄ガス
　業務機会を通じて警報器の普及促進に努めている。

岩見沢ガス
　開栓時、定期保安巡回時等に顧客と対面する機会を活用し、
警報器の必要性を理解していただき普及させていく。また、
ちらしセールにＰＲ文を掲載してアピールする。

帯広ガス
　開栓および修理での訪問時に警報器設置をお願い。業務用
需要家訪問時の換気警報器設置の促進。単体警報器の更新時
に複合型への取り換え促進。

室蘭ガス
　警報器期限切れ前月に対象需要家へＤＭ発送し継続契約を
促す。

長万部町
　業務機会に、新規設置・更新を勧めている。

青森ガス
　業務機会を通じ、警報機の新規取付、更新をお願いしている。

十和田ガス
　未取り付けの需要家に対し、定期保安巡回他業務機会を通
じて設置をお願いしている。業務用ＣＯ検知機能付きガス漏
れ警報器は対象となる需要家へ無償貸与している。

八戸ガス
　入居に伴うガス開栓作業時、定期保安点検作業時等、顧客
宅訪問時、警報器の紹介と設置をお願いする。ガス展等のイ
ベント時に（複合型等）紹介、普及促進を図る。

黒石ガス
　普及にはガスメーターとのケーブル連結を勧める。警報器
の連動遮断は、警報器取付数の87.7％。

盛岡ガス
　開栓、定保等業務機会の他、有効期限前に更新のお知らせ
を実施。

花巻ガス
　既設先での継続率は非常に高いが、未設置先での新規設置
数が少なく、この対策が課題。

東部液化石油
　業務機会訪問時やガス器具展示会等で安全性、必要性を説
明し、現金およびリース販売にて取付促進を行っている。

男鹿市
　新規取付を対象に取付作業者への斡旋料の支払い。

由利本荘市
　業務機会を通じ、普及に努める。

酒田天然ガス
　新規成約した個人別年間累計を基に社員を対象とした表彰
を行っている。

鶴岡ガス
　快適環境お知らせ機能付き警報器を採用し、安心、安全以
外の付加価値による普及率向上を図る。

寒河江ガス
　定期保安調査時にアピールを行っている。

山形ガス
　閉栓時、定期保安調査時、顧客の巡回訪問時など、あらゆ
る場面で警報器の取付促進に努めている。業務用ＣＯ警報器
に関しては担当者とのつながりを密にし、メンテナンス訪問
等のあらゆる場面で取り付けをお願いしている。警報器が付
いていて期限切れになっている集合住宅も多いので交換折衝
を進めている。

庄内中部ガス
　ガス展時にデモ機による実演。開栓時に警報器の設置のお
願い。ガス機器設置時、器具修理時等でのプラスワン営業。
消費機器調査終了後にガス漏れ警報器の説明。

庄内町
　消費機器調査時に各需要家へ警報器設置をお願いしてい
る。企業課の広報誌に警報器を紹介している。

古川ガス
　開栓時や定期保安調査巡回時に取り付けを勧めている。業
務用換気警報器の取り付けについては有料取付のため、思う
ように進んでいないが少しずつ普及し始めている。

石巻ガス
　災害復興住宅への入居者向けに特別普及促進キャンペーン
を実施。警報器未設置の顧客には定保時、器具修理等の訪問
時に必ず設置をお勧めする。

塩釜ガス
　定期保安調査や修理時に複合型警報器の新規取り付け、期
限切れ取り換えを勧める。火災警報器の設置義務化に合わせ
火災・ガス・ＣＯ警報器の設置を推進している。

福島ガス
　検針時に広報誌にて、警報器の必要性等について説明し、
普及促進に努めるとともに、警報器更新の顧客には、1～ 2
カ月前に更新案内を送り、周知を図っている。

若松ガス
　期限切れが近づいた顧客に、往復はがきを送り連絡のない
顧客には電話をし継続をお願いしている。定期保安検査時に
も継続をお願いしている。

東北ガス
　法定点検時やガス機器修理時等の業務機会を利用し、普及
に努める。

常磐共同ガス
　開栓時の積極的なアピールの実施。警報器未設置リストを
作成し、検針時に声掛けをして設置を促す。

新発田ガス
　業務用厨房の顧客へＣＯ警報器のモニター設置を勧めてい
る。（初回 5 年間のみ。有効期限以後は販売・入れ替え）独り
暮らし高齢者の顧客を対象に定期保安巡回等の際に保安対
策として複合型警報器の無償取り付けをお勧めしている。

越後天然ガス
　定保、修理等の業務機会における普及ＰＲ。

蒲原ガス
　定期保安検査時などにＰＲ強化。ガスショップによる警報
器期満交換訪問での継続営業強化と新商品ＰＲ。新築、リ
フォーム等のガス工事見積時での警報器ちらし等によるＰＲ。

見附市
　安全型機器の普及で、ガス漏れ発生リスクは以前と比べ減
少したが、高齢者の増加などによる誤使用や誤接続に起因し
たガス漏れ対策は必要。ガス漏れの早期発見に有効である警
報器の普及を図っている。

柏崎市
　各種機会（フェア、消費機器調査）を捉え需要家折衝する
とともに、市広報誌などを活用して普及促進している。

小千谷市
　新築やガス設備更新、開栓時に警報器設置のお願い。警報
器設置、期限切れ警報器更新など、需要家へＰＲしている。

魚沼市
　ガス水道フェアでの展示と紹介。開栓時に設置のお願い、
リース申込書の配布。期限切れ警報器設置施設の再開栓時交
換依頼。内管検査時に未設置需要家にちらし配布。

上越市
　16 年 10 月の熱量引き上げに伴い、業務用厨房機器を使
用する需要家を対象に業務用換気警報器の設置の意向を確認
し、事業者負担で設置した。火災・ガス漏れ・不完全燃焼を
1 台で監視できる複合型警報器の普及促進として、ホーム
ページでの紹介やガス水道フェアイベント時の警報器の展示
による設置の促進。

糸魚川市
　定期保安検査時、ガス水道フェア等の需要家と接する機会
を利用して、設置を推奨する。

白根ガス
　消費機器調査のみならず、ガス展・機器修理・ガス工事時
等あらゆる業務機会を通じてＰＲ活動を行っている。当社、
販売メーカー、リース会社の 3 社契約にて、顧客とリース
契約を導入しており、設置時の負担軽減に努めている。従来
の 3 センサー警報機（ガス、熱、ＣＯ) 以外に、新商品の快
適ウォッチの導入も検討中。

栄ガス消費生活協同組合
　定保時、開栓時等あらゆる業務機会を利用しながら顧客に
ＰＲする。

佐渡ガス
　新設時には必ず取り付けている。未取付需要家に対しては、
保安巡回等あらゆる業務機会を通じて取り付けを促進してい
る。

栃木ガス
　既に設置済みの顧客を対象に、警報器の有効期限前にダイ
レクトメールを送付。定期保安点検、開栓、修理時等日常業
務機会を活用し顧客へ周知。

北日本ガス
　火災警報器との複合型の設置に力をそそいでおり、開栓時・
警報器の期限到来のおりに必ず声を掛けることとしている。

足利ガス
　新築物件については設計段階でガス警報器設置を提案して
いる。既築物件、アパートについては開栓時、定期保安点検
時に設置の提案をしている。業務用換気警報器は対象物件へ
無償で設置している。

佐野ガス
　設置ＰＲちらしを作成し、定期保安検査巡回時、業務機会
時に提案をしている。

桐生ガス
　一般家庭用は、定期保安巡回時以外に全社を挙げて、直接
顧客と対面する機会に快適ウォッチ等、新型警報器の紹介と
必要性を説明し普及促進を図っている。業務用は、ＣＯ警報
機の更新時期を迎えており、対象需要家について順次取り換
えている。

館林ガス
　業務機会時に提案。機器販売時にセット販売。

伊勢崎ガス
　開栓業務、定期保安検査、その他顧客訪問時に新規取付の
お願い、期間切れになる前にダイレクトメールで交換を案内
している。

太田都市ガス
　警報器普及率が 3.7％と低く、従来のポスター展示および
ちらしでの推奨等、業務機会を利用したＰＲだけでなく、社
内上げてのキャンペーン等を検討していきたい。

本庄ガス
　官公庁物件には、次年度予算の組み込みをお願いしている。
消費機器検査時にちらしを使ってＰＲ。集合住宅には、管理
者に更新・新規取り付けをお願いしている。

坂戸ガス
　ガス漏れ警報器について、ちらしを作成し業務機会やイベ
ントを通じ顧客への安心・安全のＰＲを実施し普及促進を
図っている。業務用換気警報器は、新規のガス使用開始時等
に安心・安全をＰＲしている。

入間ガス
　ガス展、機器セール、その他の業務機会を通じてＰＲして
いる（複合型、火報付き、その他付加機能付き）。

鷲宮ガス
　期限切れ需要家へのはがき送付による取り換え提案。業務
機会時の提案（コール業務・開栓・定期保安巡回）。集合物
件の管理組合への提案。業務用換気警報器の店舗管理会社・
オーナーへの提案。

新日本ガス
　定期保安調査時に需要家への設置を推進。ガス展等のイベ
ント時、ＰＲ用ツールを展示。

日高都市ガス
　業務機会に警報器設置について周知活動している。

武蔵野ガス
　ガス展、防災訓練時にＰＲ。

松栄ガス
　定期保安巡回時に顧客への安全周知業務の一環としてＰ
Ｒ。業務用需要家への換気警報器の無償貸与の継続実施（交
換を含む）。

大東ガス
　マンション管理会社との業務提携（理事会において期限満
了警報器の一斉交換を提案してもらう）。

伊奈都市ガス
　リース販売による普及促進、パンフの配布による警報器の
紹介ＰＲ。

堀川産業
　定保時に必ず案内を行い、設置を促す。

角栄ガス
　開栓時、積極的に進めている。

野田ガス
　開栓時、定期保安巡回時のＰＲと警報器ちらし配布。販売
促進のため、60% オフで販売。個人で販売目標を決めて活
動している。

銚子ガス
　各種業務機会を捉え、警報器の有効性をＰＲ、普及に努め
ている。

総武ガス
　定期的な訪問および検針時において、警報機のＰＲ活動し
ている。

大網白里市
　市広報でＰＲしている。

白子町
　事務所内のコミュニティセンター等に周知ポスターを掲
示。年1回の周知パンフレット等により需要家に周知。

習志野市
　全体の普及率は 2 割程度と低いため、今後も関連会社と
協力し、普及促進に努めていく。

東日本ガス
　新規開栓時に必ず警報器（単、複合機）の取り付けを周知
している。業務機会訪問時、定期保安巡回時に周知。地域防
災フェアおよび展示会等において設置の推進を啓蒙している。

京和ガス
　有効期限切れ警報器交換提案ＤＭ郵送。警報器リース対応
機種増加。定期保安巡回点検と開栓時、警報器販売とともに
リースパンフレット配布。

長南町
　警報器未設置の需要家にちらしによる周知また警報器の役
割を説明するなどで設置を促す。年 1 回開催する規模 500
人程度のフェスティバルの展示ブースで普及促進を図る。

昭島ガス
　警報器普及に向けガス展、地域イベント等で警報器のＰＲ
活動を実施、開栓作業時に顧客へパンフレットを配布して普
及促進に努めている。また、集合住宅等には効期切れ前に管
理会社、管理組合へ更新交換のお知らせを郵送して更新交換
を提案。

青梅ガス
　「ガスと暮らしの安心」運動およびガス展示会等を利用し
複合型警報器の普及に努めている。

武陽ガス
　開栓時、業務接点時に未設置需要家や有効期限切れの需要
家へ提案。ガス機器を購入した顧客がガス警報器の新規リー
ス契約を結ぶと割引している（あんしん割引）。期限切れ前、

はがきと電話で取り換えを勧めている。

長野都市ガス
　有効期限切れの警報器所有者への取り換えを勧める活動の
実施や、快適ウォッチの設置お勧め活動により、普及を推進
している。

大町ガス
　新設の場合は、設計時点で見積りに入れるようにしている。
期限切れのフォローを確実に行うように心掛けている。

上田ガス
　定期保安巡回等の機会を捉え周知、営業を行う。ガス展等
イベント時での展示ＰＲを行う。

松本ガス
　開栓時および定期保安巡回時に顧客に勧めている。

諏訪ガス
　未取付需要家に対し、定保時に必要性を説明。期限切れ需
要家には自社作成のちらしを定保時に手渡し、取り換えを促
進している。業務用需要家で換気センサー未取付需要家に対
し必要性をアピールする。

厚木ガス
　顧客に警報器をわかりやすく伝えるため、更新の事前案
内として送るＤＭ内容の検討。集合物件の管理会社・不動
産・オーナーへ安全周知を行い、警報器の一括設置の訴求。
毎月、担当者全員による警報器設置進捗会議の実施。

秦野ガス
　開栓時、定期保安巡回等に普及推進活動を実施する。また、
あらゆる接点業務機会でＰＲを継続してゆく。

小田原ガス
　開栓や修理をはじめとする、各接点業務機会でのＰＲ。

湯河原ガス
　開栓、定保などの業務機会やイベント時における周知。集
合住宅については、入居者だけでなく、管理会社および管理
組合へ折衝し設置および更新をお願いしている。

吉田ガス
　期限が到来する警報器の取り換えおよび新規取り付けも顧
客の理解を得て設置。

熱海ガス
　「快適ウォッチ」の採用による複合型のアピール。業務機
会時の推奨。ガス展等、イベントちらしでの周知。

伊東ガス
　複合型のリースによる設置を勧めている。

下田ガス
　開栓時、保安巡回時等機会あるごとに取り付けを勧める。

島田ガス
　開栓時と定期保安巡回時に設置を勧めている。設置情報を
管理し、顧客には取り換え時も必要性を理解してもらい、継
続設置に努めている。

御殿場ガス
　新設物件への設置や期限切れ更新を確実に行うとともに、
あらゆる業務機会を通じて未設置需要家への普及を図る。ま
た、快適ウォッチの提案等、従前とは異なるアプローチで普
及率アプローチを図る。

中遠ガス
　任意のガス器具無料点検時の声掛け。

袋井ガス
　ガス展、自治体が開催する展示会において警報器を展示、
また公民館、消防署などの施設にポスター、パンフレットを
設置し普及に努めている。開栓、修理訪問等、あらゆる機会
を通じ警報器の設置を積極的に推進し普及率の向上を図る。

東海ガス
　開栓時の警報器新規取付と定期保安調査時に未設置の顧客
には設置を、期限切れの顧客には取り換えの交渉を併せて
行っている。業務用に取り付けた業務用換気警報器の設置状
況を定期的に確認している。

犬山ガス
　開栓時や定期保安点検などを活用し、ガス警報器の普及に
努めている。

上野都市ガス
　新規物件では、ガス工事に含めているので問題はないが、
更新時に苦労をする。
　交換期限の当月に、更新を促すＤＭを出し、その後更新の
依頼電話をかけて、更新脱落を防いでいる。集合物件では、
管理会社、オーナーに、更新設置を依頼している。

名張近鉄ガス
　火災警報器とのセット割引販売。開栓受付時にガス警報器
のＰＲ。定期保安調査時やガス機器メンテ訪問時などの業務
機会に警報器ちらし配布によるＰＲ。

甲賀協同ガス
　全需要家に対し、ガス漏れ警報器の無償貸与による設置を
提案、普及促進を図っている。

大垣ガス
　定期保安検査等の機会に、未取付顧客へちらしを手渡し、
取り付けを勧める。期限満期のお知らせ時には、継続を強く
勧める。

日本海ガス
　キッチン機器購入時の警報器設置に対して割引を適用。警
報器、セールストークについて勉強会を開催。普及率（設置
台数）の増減を月次で担当ショップ、担当者ごとに「見える化」
し、意識を高める。

高岡ガス
　提案ツール（デモ機、ちらし）を各社員が携帯し、開栓・
器具修理・定期保安点検やガス漏洩対応時に警報器未設置
の顧客宅訪問時に積極的に設置提案を実施している。

小松ガス
　リース、買い上げを問わず更新時期が近い顧客には地区担
当者による取り換え訪問を実施している。
　また定期保安調査やサービス業務等で訪問する際にも更新
時期をお知らせし、顧客に意識してもらうよう心掛けている。
　全社的に警報器取付率向上に取り組んでおり、警報器新規
取付け率が高い開栓時の新規取付けを促進するべく、社内研

修会においてそのＰＲ方法、警報器取付けのための知識向上
を盛り込み、各部署で取り換え更新と新規取付け目標台数を
設定し達成に向けて取り組んでいる。

福井市
　現在は、広報誌や消費機器調査時に周知やお勧めをしてい
る。今後は、業務用の需要家に対し、業務用換気警報機の取
り付けをちらし等で周知していく。

越前エネライン
　ガス展示会にブースを設け警報器設置のＰＲを行ってい
る。また業務用については年 1 回のちらしを配布している。
一般住宅での期限切れ機器の取り換えは進んでいるが、新規
設置の伸びは小さく業務用での普及は進んでいない。

丹後ガス
　顧客訪問時と、建物管理者への取付折衝。

福知山都市ガス
　警報器の設置台数に関して、期限切れのものが非常に多く
あり、特に公営施設や公営住宅（市営、府営）に多く集中し
ており、現在取り換え交渉を行っている。
　警報器の設置ととも、当社グループ内での 24 時間保安監
視システムＡＣＵ24の普及も同時に進めている。

長田野ガスセンター
　業務用換気警報器は対象顧客に無償で取り付けている。（対
象＝業務用機器を設置している室）年に 1 回以上作動点検
を実施している。

大津市
　イベント等の開催時にポケットティッシュ（警報器の設置、
交換等を表記）を配布している。また、ポスターを本市の主
要施設、各支所、保育園、幼稚園、小学校等に掲示している。
企業局の広報誌にもポスター内容を掲載し普及促進に努めて
いる。業務用換気警報器の普及促進を図って、ＣＯ中毒事故
防止を目指した取り組みを強化する必要がある。

大和ガス
　保安調査、機器の修理等訪問時の声かけの徹底とセールち
らしへの掲載、リース契約の強化中。取り換えについてマン
ション、集合物件等の家主や管理会社との直接交渉にて更新
率アップを目指している。

五条ガス
　火報、ＣＯ検知機能付のリース中心に普及促進。

新宮ガス
　普及率が低迷しているので、開栓時の周知を強化。

大武
　開栓業務時には必ず提案。またその他の業務機会でも未取
付顧客宅では必ず提案することを心掛ける。

河内長野ガス
　全部署が新規取付目標を設定し顧客に勧めている。期限切
れ更新を確実に実施するため、不在宅へ休日・夜間に電話で
フォローを実施。新規、更新ともに対策状況を毎月会議で報
告し共有している。

豊岡エネルギー
　開栓、定期保安点検、機器修繕時等の訪問機会に、警報器
設置により未然に事故を防止できた事例を紹介して警報器を
提案。更新率アップのため、休日や夜間訪問日を設定して更
新活動を実施。

篠山都市ガス
　自社で取り組んでいるガス集中監視システムを警報器と連
動設置することを推奨し，顧客に安全と安心を提案すること
で警報器の普及に努めている。ガス開栓、定期保安調査、ガ
ス展等顧客と対面する機会を利用し、警報器の必要性を周知
している。

伊丹産業
　電話回線を利用した警報遮断連動型の警報器取り付けを促
進しているが、費用等の理由から取付数が伸びていない。Ｌ
Ｐガス部門の実績と安全性等をアピールし、普及を実施。新
築物件向けも積極的にＰＲ。

津山ガス
　あらゆる業務機会を通じ、新規取り付けのお勧め、期限切
れの更新のお願いを実施している。期間を限定し、新規取付
キャンペーンも実施している。

水島ガス
　更新率の向上。普及率向上の見込めるリース契約を促進。
電池式や温度・湿度検知つきの機種採用を検討。担当者の設
置意識向上策として、販売ロープレやメーカーによる講習会
を実施。新規取付の促進。新規取付キャンペーンの開催検討。

福山ガス
　開栓、定期保安点検時にＰＲを行っている。見積り作成時
には、警報器見積りを同時に行い、従業員で行う販促セール
対象品目にして取り組みを実施し普及に努めている。1 年以
上更新されていない顧客をリスト化し、電話または訪問して
更新を実施している。

因の島ガス
　開栓時やその他の業務機会に設置を勧めている。

米子ガス
　期限切れ警報機の取り換え促進。

松江市
　定期保安調査などの機会に、取り付けをお願いしている。
マンションの管理組合等に対して、取り付け・取り換えを提
案している。

出雲ガス
　専従者を 1 人配置。検満 5 カ月前リストを発行し更新。
新規については開栓時に 100％設置の心掛け。未設置需要家
については必要性を周知し設置依頼。

浜田ガス
　展示会，自社発行誌の配布等あらゆる業務機会において新
規取付のＰＲを実施。継続更新に取り組んでいる。

久留米ガス
　開栓受付、作業時および定期保安点検終了時に警報器の案
内を行い警報器の必要性や機能を知っていただくことを心掛
けている。今後は火報ＣＯ検知機能付警報器の一層の普及拡
大を図るとともに引き続き分譲マンションへの一斉取り換え
提案を行うことで普及率向上を目指す。

大牟田ガス
　新築物件については、設計段階より警報機設置を案内する
ことで設置率 80％以上を目指す。取り換えについて期限満
期 2～ 3 カ月前から事前連絡を行い取り換え率の向上と普
及率向上を目指す。

筑紫ガス
　業務機会に取り付けを促進。有効期限前に周知し、取り換
え巡回を行っている。分譲マンション等には管理組合や管理
会社を通じて、一斉取り換えの協力をお願いしている。業務
用途の顧客へは、巡回の機会に安全周知と事故事例の紹介を
行い、未然に事故防止に努めている。

唐津ガス
　ガス漏れ警報器については個別巡回頻度を増し設置促進を
図っている。

佐賀ガス
　普及率アップのため、年一回全需要家へＰＲちらしを配布、
またリース制度を設けている。期限切れ間近の需要家へはお
知らせはがきを送付後、営業係員にて連絡訪問し取り換えを
促進している。

エコア
　定期調査、開栓調査、特別訪問等を利用し取付促進に努め、
普及率100％を目指している。

宮崎ガス
　ガス展、防災展等のイベントでの呼びかけや、開栓、定期
保安調査等での、業務機会を通じて普及に取り組んでいる。

南日本ガス
　定期保安調査時に取り付け促進。業務用換気警報器設置率
は目標100％達成を目指す。

国分隼人ガス
　満期取換周知はがきの投函や電話連絡、保安点検や開栓時
に対応している。

沖縄ガス
　新設、リフォーム工事等で警報器の取り付けを提案する。
ガス開栓、消費機器調査の際に取り付けの提案、促進を図っ
ている。
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【 警報器普及の取り組み 】

東京ガス
　顧客の負担軽減支払メニュー（リース制度）を設定してい
る。顧客の設置情報を管理し、有効期間満了時にお知らせす
るサービスを行っている。

大阪ガス
　家庭用＝供給エリア内の警報器の普及率は約 50％で横ば
い。警報器の普及拡大に向け、有効期限を迎えた警報器の更
新率向上、開栓業務等の業務機会での新規取付、定期保安巡
回時のお勧めに注力。2015 年 5 月に電池式ガス警報器を商
品化。
　業務用＝業務用ガス厨房機器の使用時におけるＣＯ中毒事
故を防止するため、業務機会等を通じて換気励行の安全周知
活動を強化、ＣＯ検知機能を有するガス警報器を勧めてきた。
業務用換気警報器 (ＣＯセンサー）の無償貸与施策を、09年
1月から展開している。

東邦ガス
　開栓や修理などの接点業務機会における警報器設置提案、
有効期限切れ警報器の取り換え促進などの活動を継続して実
施。

西部ガス
　入居開栓や法定点検等の接点機会を利用して新規および取
り換えを促進する。集合分譲住宅管理組合への営業を強化し
ている。

京葉ガス
　キャンペーンの実施（ガス機器との組み合わせ販売促進）、
定期保安巡回や開栓、検針など各種業務機会を通じて顧客に
勧めている。開栓ウェブ受付時における設置希望調査も取り
組み始めている。

北海道ガス
　各種業務機会を利用し普及促進。リース制度の活用。

広島ガス
　顧客宛てに期限切れが近い旨、はがきを送付して事前案内
し、継続設置の提案を行っている。未設置の顧客には、接点
機会を活用し、設置提案を励行している。

仙台市
　更新率向上に向けた有効期限満了前の事前電話連絡で案内
している。開栓や定期保安巡回などの業務機会を活用、ガス
警報器の設置・交換を勧めており、特に開栓時に設置しなかっ
た顧客については、開栓から2カ月後にＤＭによるフォロー
案内を送付し、普及率の向上に努めている。

北陸ガス
　開栓の機会を利用したガスショップによる提案と取付勧
誘。定期保安巡回の機会を利用した提案および取付勧誘。検
針時のＰＲちらし配布。期限切れの需要家に事前にＤＭを送
付、確実な更新を図る。快適ウォッチをＰＲ、警報器を未設
置の需要家に対し、付加価値をアピール。

静岡ガス
　期限満期時の更新、新規獲得、快適ウォッチの普及などの
計画目標を掲げ、警報器営業を行うショップに対し定期ミー
ティングを行うなど積極的に働きかけている。

四国ガス
　訪問機会（開栓、器具販売、故障修理等）において、ちら
しを活用した声がけ運動の徹底を行い警報器設置の重要性を
ＰＲ。更新時も同様に、重要性をＰＲした巡回強化と未更新

の顧客へのフォロー、追跡調査を行い更新率向上に取り組ん
でいる。

東部ガス
　新規設置を目的に、接点機会でＣＯ検知機能の重要性を顧
客に伝え、設置提案を実施。満期交換時にガス警報器からＣ
Ｏ検知機能付きへのグレードアップの徹底を実施。

中部ガス
　例年通り 3月～5月に警報器キャンペーンと称し、家庭用
警報器普及率の維持、業務用警報器の普及率アップを目指す。

武州ガス
　普及率の向上を第一の目標としている。開栓時をはじめ、
定保、機器販売や修理、顧客巡回営業、経年管入替折衝時な
どに必ず一声掛けて設置を勧めている。快適ウォッチの取り
付けも促している。

山口合同ガス
　業務機会を通じ、未設置や期限切れ警報器を設置する顧客
に折衝を行っていく。新規設置や更新時には、複合型警報器
の設置を勧めている。

大多喜ガス
　あらゆる業務機会において、顧客に周知や提案を行い、普
及促進を図っている。

日本ガス
　未設置の顧客を対象にちらしを配送した。サービスショッ
プが継続的に巡回を行っている。

岡山ガス
　警報器取り付けキャンペーンの実施。警報器普及促進ちら
しの作成・配布。開栓時、法定点検時を利用した周知、取り
換え促進。ただし、近年、普及率は50％前後で推移している。
更新率が上がらず、普及率も上がっていない。満期時におけ
る確実な取り換え更新を促進するために、対象の顧客にはが
きを郵送することで取り組む。

東彩ガス
　コールセンターでは全顧客の開栓依頼に対して警報器設置
をＰＲ、開栓を行う社員に対して顧客情報を伝達し設置を促
進している。コールセンターの受け付け部門、実際に取り付
けた社員を対象に半期ごとに表彰する制度を設けている。開
栓業務コンテストを実施。コンテストは、警報器の設置も対
象とし成功事例を共有する。

釧路ガス
　各種接点業務機会で普及を進めていく。警報器の有効期限
が切れる際の継続更新を図る。

旭川ガス
　定期保安点検など訪問機会に新規勧誘や取り換えを実施。
特に開栓、定保では訪問時に点検員が警報器を常備し、その
場で取り付けできる体制をとっている。警報器に関するＰＲ
ちらしを自社制作し活用。

滝川ガス
　あらゆる業務機会で警報器の普及を進める。また、有効期限
満了需要家の警報器交換、再契約を進めて、普及促進に努める。

美唄ガス
　業務機会を通じて警報器の普及促進に努めている。

岩見沢ガス
　開栓時、定期保安巡回時等に顧客と対面する機会を活用し、
警報器の必要性を理解していただき普及させていく。また、
ちらしセールにＰＲ文を掲載してアピールする。

帯広ガス
　開栓および修理での訪問時に警報器設置をお願い。業務用
需要家訪問時の換気警報器設置の促進。単体警報器の更新時
に複合型への取り換え促進。

室蘭ガス
　警報器期限切れ前月に対象需要家へＤＭ発送し継続契約を
促す。

長万部町
　業務機会に、新規設置・更新を勧めている。

青森ガス
　業務機会を通じ、警報機の新規取付、更新をお願いしている。

十和田ガス
　未取り付けの需要家に対し、定期保安巡回他業務機会を通
じて設置をお願いしている。業務用ＣＯ検知機能付きガス漏
れ警報器は対象となる需要家へ無償貸与している。

八戸ガス
　入居に伴うガス開栓作業時、定期保安点検作業時等、顧客
宅訪問時、警報器の紹介と設置をお願いする。ガス展等のイ
ベント時に（複合型等）紹介、普及促進を図る。

黒石ガス
　普及にはガスメーターとのケーブル連結を勧める。警報器
の連動遮断は、警報器取付数の87.7％。

盛岡ガス
　開栓、定保等業務機会の他、有効期限前に更新のお知らせ
を実施。

花巻ガス
　既設先での継続率は非常に高いが、未設置先での新規設置
数が少なく、この対策が課題。

東部液化石油
　業務機会訪問時やガス器具展示会等で安全性、必要性を説
明し、現金およびリース販売にて取付促進を行っている。

男鹿市
　新規取付を対象に取付作業者への斡旋料の支払い。

由利本荘市
　業務機会を通じ、普及に努める。

酒田天然ガス
　新規成約した個人別年間累計を基に社員を対象とした表彰
を行っている。

鶴岡ガス
　快適環境お知らせ機能付き警報器を採用し、安心、安全以
外の付加価値による普及率向上を図る。

寒河江ガス
　定期保安調査時にアピールを行っている。

山形ガス
　閉栓時、定期保安調査時、顧客の巡回訪問時など、あらゆ
る場面で警報器の取付促進に努めている。業務用ＣＯ警報器
に関しては担当者とのつながりを密にし、メンテナンス訪問
等のあらゆる場面で取り付けをお願いしている。警報器が付
いていて期限切れになっている集合住宅も多いので交換折衝
を進めている。

庄内中部ガス
　ガス展時にデモ機による実演。開栓時に警報器の設置のお
願い。ガス機器設置時、器具修理時等でのプラスワン営業。
消費機器調査終了後にガス漏れ警報器の説明。

庄内町
　消費機器調査時に各需要家へ警報器設置をお願いしてい
る。企業課の広報誌に警報器を紹介している。

古川ガス
　開栓時や定期保安調査巡回時に取り付けを勧めている。業
務用換気警報器の取り付けについては有料取付のため、思う
ように進んでいないが少しずつ普及し始めている。

石巻ガス
　災害復興住宅への入居者向けに特別普及促進キャンペーン
を実施。警報器未設置の顧客には定保時、器具修理等の訪問
時に必ず設置をお勧めする。

塩釜ガス
　定期保安調査や修理時に複合型警報器の新規取り付け、期
限切れ取り換えを勧める。火災警報器の設置義務化に合わせ
火災・ガス・ＣＯ警報器の設置を推進している。

福島ガス
　検針時に広報誌にて、警報器の必要性等について説明し、
普及促進に努めるとともに、警報器更新の顧客には、1～ 2
カ月前に更新案内を送り、周知を図っている。

若松ガス
　期限切れが近づいた顧客に、往復はがきを送り連絡のない
顧客には電話をし継続をお願いしている。定期保安検査時に
も継続をお願いしている。

東北ガス
　法定点検時やガス機器修理時等の業務機会を利用し、普及
に努める。

常磐共同ガス
　開栓時の積極的なアピールの実施。警報器未設置リストを
作成し、検針時に声掛けをして設置を促す。

新発田ガス
　業務用厨房の顧客へＣＯ警報器のモニター設置を勧めてい
る。（初回 5 年間のみ。有効期限以後は販売・入れ替え）独り
暮らし高齢者の顧客を対象に定期保安巡回等の際に保安対
策として複合型警報器の無償取り付けをお勧めしている。

越後天然ガス
　定保、修理等の業務機会における普及ＰＲ。

蒲原ガス
　定期保安検査時などにＰＲ強化。ガスショップによる警報
器期満交換訪問での継続営業強化と新商品ＰＲ。新築、リ
フォーム等のガス工事見積時での警報器ちらし等によるＰＲ。

見附市
　安全型機器の普及で、ガス漏れ発生リスクは以前と比べ減
少したが、高齢者の増加などによる誤使用や誤接続に起因し
たガス漏れ対策は必要。ガス漏れの早期発見に有効である警
報器の普及を図っている。

柏崎市
　各種機会（フェア、消費機器調査）を捉え需要家折衝する
とともに、市広報誌などを活用して普及促進している。

小千谷市
　新築やガス設備更新、開栓時に警報器設置のお願い。警報
器設置、期限切れ警報器更新など、需要家へＰＲしている。

魚沼市
　ガス水道フェアでの展示と紹介。開栓時に設置のお願い、
リース申込書の配布。期限切れ警報器設置施設の再開栓時交
換依頼。内管検査時に未設置需要家にちらし配布。

上越市
　16 年 10 月の熱量引き上げに伴い、業務用厨房機器を使
用する需要家を対象に業務用換気警報器の設置の意向を確認
し、事業者負担で設置した。火災・ガス漏れ・不完全燃焼を
1 台で監視できる複合型警報器の普及促進として、ホーム
ページでの紹介やガス水道フェアイベント時の警報器の展示
による設置の促進。

糸魚川市
　定期保安検査時、ガス水道フェア等の需要家と接する機会
を利用して、設置を推奨する。

白根ガス
　消費機器調査のみならず、ガス展・機器修理・ガス工事時
等あらゆる業務機会を通じてＰＲ活動を行っている。当社、
販売メーカー、リース会社の 3 社契約にて、顧客とリース
契約を導入しており、設置時の負担軽減に努めている。従来
の 3 センサー警報機（ガス、熱、ＣＯ) 以外に、新商品の快
適ウォッチの導入も検討中。

栄ガス消費生活協同組合
　定保時、開栓時等あらゆる業務機会を利用しながら顧客に
ＰＲする。

佐渡ガス
　新設時には必ず取り付けている。未取付需要家に対しては、
保安巡回等あらゆる業務機会を通じて取り付けを促進してい
る。

栃木ガス
　既に設置済みの顧客を対象に、警報器の有効期限前にダイ
レクトメールを送付。定期保安点検、開栓、修理時等日常業
務機会を活用し顧客へ周知。

北日本ガス
　火災警報器との複合型の設置に力をそそいでおり、開栓時・
警報器の期限到来のおりに必ず声を掛けることとしている。

足利ガス
　新築物件については設計段階でガス警報器設置を提案して
いる。既築物件、アパートについては開栓時、定期保安点検
時に設置の提案をしている。業務用換気警報器は対象物件へ
無償で設置している。

佐野ガス
　設置ＰＲちらしを作成し、定期保安検査巡回時、業務機会
時に提案をしている。

桐生ガス
　一般家庭用は、定期保安巡回時以外に全社を挙げて、直接
顧客と対面する機会に快適ウォッチ等、新型警報器の紹介と
必要性を説明し普及促進を図っている。業務用は、ＣＯ警報
機の更新時期を迎えており、対象需要家について順次取り換
えている。

館林ガス
　業務機会時に提案。機器販売時にセット販売。

伊勢崎ガス
　開栓業務、定期保安検査、その他顧客訪問時に新規取付の
お願い、期間切れになる前にダイレクトメールで交換を案内
している。

太田都市ガス
　警報器普及率が 3.7％と低く、従来のポスター展示および
ちらしでの推奨等、業務機会を利用したＰＲだけでなく、社
内上げてのキャンペーン等を検討していきたい。

本庄ガス
　官公庁物件には、次年度予算の組み込みをお願いしている。
消費機器検査時にちらしを使ってＰＲ。集合住宅には、管理
者に更新・新規取り付けをお願いしている。

坂戸ガス
　ガス漏れ警報器について、ちらしを作成し業務機会やイベ
ントを通じ顧客への安心・安全のＰＲを実施し普及促進を
図っている。業務用換気警報器は、新規のガス使用開始時等
に安心・安全をＰＲしている。

入間ガス
　ガス展、機器セール、その他の業務機会を通じてＰＲして
いる（複合型、火報付き、その他付加機能付き）。

鷲宮ガス
　期限切れ需要家へのはがき送付による取り換え提案。業務
機会時の提案（コール業務・開栓・定期保安巡回）。集合物
件の管理組合への提案。業務用換気警報器の店舗管理会社・
オーナーへの提案。

新日本ガス
　定期保安調査時に需要家への設置を推進。ガス展等のイベ
ント時、ＰＲ用ツールを展示。

日高都市ガス
　業務機会に警報器設置について周知活動している。

武蔵野ガス
　ガス展、防災訓練時にＰＲ。

松栄ガス
　定期保安巡回時に顧客への安全周知業務の一環としてＰ
Ｒ。業務用需要家への換気警報器の無償貸与の継続実施（交
換を含む）。

大東ガス
　マンション管理会社との業務提携（理事会において期限満
了警報器の一斉交換を提案してもらう）。

伊奈都市ガス
　リース販売による普及促進、パンフの配布による警報器の
紹介ＰＲ。

堀川産業
　定保時に必ず案内を行い、設置を促す。

角栄ガス
　開栓時、積極的に進めている。

野田ガス
　開栓時、定期保安巡回時のＰＲと警報器ちらし配布。販売
促進のため、60% オフで販売。個人で販売目標を決めて活
動している。

銚子ガス
　各種業務機会を捉え、警報器の有効性をＰＲ、普及に努め
ている。

総武ガス
　定期的な訪問および検針時において、警報機のＰＲ活動し
ている。

大網白里市
　市広報でＰＲしている。

白子町
　事務所内のコミュニティセンター等に周知ポスターを掲
示。年1回の周知パンフレット等により需要家に周知。

習志野市
　全体の普及率は 2 割程度と低いため、今後も関連会社と
協力し、普及促進に努めていく。

東日本ガス
　新規開栓時に必ず警報器（単、複合機）の取り付けを周知
している。業務機会訪問時、定期保安巡回時に周知。地域防
災フェアおよび展示会等において設置の推進を啓蒙している。

京和ガス
　有効期限切れ警報器交換提案ＤＭ郵送。警報器リース対応
機種増加。定期保安巡回点検と開栓時、警報器販売とともに
リースパンフレット配布。

長南町
　警報器未設置の需要家にちらしによる周知また警報器の役
割を説明するなどで設置を促す。年 1 回開催する規模 500
人程度のフェスティバルの展示ブースで普及促進を図る。

昭島ガス
　警報器普及に向けガス展、地域イベント等で警報器のＰＲ
活動を実施、開栓作業時に顧客へパンフレットを配布して普
及促進に努めている。また、集合住宅等には効期切れ前に管
理会社、管理組合へ更新交換のお知らせを郵送して更新交換
を提案。

青梅ガス
　「ガスと暮らしの安心」運動およびガス展示会等を利用し
複合型警報器の普及に努めている。

武陽ガス
　開栓時、業務接点時に未設置需要家や有効期限切れの需要
家へ提案。ガス機器を購入した顧客がガス警報器の新規リー
ス契約を結ぶと割引している（あんしん割引）。期限切れ前、

はがきと電話で取り換えを勧めている。

長野都市ガス
　有効期限切れの警報器所有者への取り換えを勧める活動の
実施や、快適ウォッチの設置お勧め活動により、普及を推進
している。

大町ガス
　新設の場合は、設計時点で見積りに入れるようにしている。
期限切れのフォローを確実に行うように心掛けている。

上田ガス
　定期保安巡回等の機会を捉え周知、営業を行う。ガス展等
イベント時での展示ＰＲを行う。

松本ガス
　開栓時および定期保安巡回時に顧客に勧めている。

諏訪ガス
　未取付需要家に対し、定保時に必要性を説明。期限切れ需
要家には自社作成のちらしを定保時に手渡し、取り換えを促
進している。業務用需要家で換気センサー未取付需要家に対
し必要性をアピールする。

厚木ガス
　顧客に警報器をわかりやすく伝えるため、更新の事前案
内として送るＤＭ内容の検討。集合物件の管理会社・不動
産・オーナーへ安全周知を行い、警報器の一括設置の訴求。
毎月、担当者全員による警報器設置進捗会議の実施。

秦野ガス
　開栓時、定期保安巡回等に普及推進活動を実施する。また、
あらゆる接点業務機会でＰＲを継続してゆく。

小田原ガス
　開栓や修理をはじめとする、各接点業務機会でのＰＲ。

湯河原ガス
　開栓、定保などの業務機会やイベント時における周知。集
合住宅については、入居者だけでなく、管理会社および管理
組合へ折衝し設置および更新をお願いしている。

吉田ガス
　期限が到来する警報器の取り換えおよび新規取り付けも顧
客の理解を得て設置。

熱海ガス
　「快適ウォッチ」の採用による複合型のアピール。業務機
会時の推奨。ガス展等、イベントちらしでの周知。

伊東ガス
　複合型のリースによる設置を勧めている。

下田ガス
　開栓時、保安巡回時等機会あるごとに取り付けを勧める。

島田ガス
　開栓時と定期保安巡回時に設置を勧めている。設置情報を
管理し、顧客には取り換え時も必要性を理解してもらい、継
続設置に努めている。

御殿場ガス
　新設物件への設置や期限切れ更新を確実に行うとともに、
あらゆる業務機会を通じて未設置需要家への普及を図る。ま
た、快適ウォッチの提案等、従前とは異なるアプローチで普
及率アプローチを図る。

中遠ガス
　任意のガス器具無料点検時の声掛け。

袋井ガス
　ガス展、自治体が開催する展示会において警報器を展示、
また公民館、消防署などの施設にポスター、パンフレットを
設置し普及に努めている。開栓、修理訪問等、あらゆる機会
を通じ警報器の設置を積極的に推進し普及率の向上を図る。

東海ガス
　開栓時の警報器新規取付と定期保安調査時に未設置の顧客
には設置を、期限切れの顧客には取り換えの交渉を併せて
行っている。業務用に取り付けた業務用換気警報器の設置状
況を定期的に確認している。

犬山ガス
　開栓時や定期保安点検などを活用し、ガス警報器の普及に
努めている。

上野都市ガス
　新規物件では、ガス工事に含めているので問題はないが、
更新時に苦労をする。
　交換期限の当月に、更新を促すＤＭを出し、その後更新の
依頼電話をかけて、更新脱落を防いでいる。集合物件では、
管理会社、オーナーに、更新設置を依頼している。

名張近鉄ガス
　火災警報器とのセット割引販売。開栓受付時にガス警報器
のＰＲ。定期保安調査時やガス機器メンテ訪問時などの業務
機会に警報器ちらし配布によるＰＲ。

甲賀協同ガス
　全需要家に対し、ガス漏れ警報器の無償貸与による設置を
提案、普及促進を図っている。

大垣ガス
　定期保安検査等の機会に、未取付顧客へちらしを手渡し、
取り付けを勧める。期限満期のお知らせ時には、継続を強く
勧める。

日本海ガス
　キッチン機器購入時の警報器設置に対して割引を適用。警
報器、セールストークについて勉強会を開催。普及率（設置
台数）の増減を月次で担当ショップ、担当者ごとに「見える化」
し、意識を高める。

高岡ガス
　提案ツール（デモ機、ちらし）を各社員が携帯し、開栓・
器具修理・定期保安点検やガス漏洩対応時に警報器未設置
の顧客宅訪問時に積極的に設置提案を実施している。

小松ガス
　リース、買い上げを問わず更新時期が近い顧客には地区担
当者による取り換え訪問を実施している。
　また定期保安調査やサービス業務等で訪問する際にも更新
時期をお知らせし、顧客に意識してもらうよう心掛けている。
　全社的に警報器取付率向上に取り組んでおり、警報器新規
取付け率が高い開栓時の新規取付けを促進するべく、社内研

修会においてそのＰＲ方法、警報器取付けのための知識向上
を盛り込み、各部署で取り換え更新と新規取付け目標台数を
設定し達成に向けて取り組んでいる。

福井市
　現在は、広報誌や消費機器調査時に周知やお勧めをしてい
る。今後は、業務用の需要家に対し、業務用換気警報機の取
り付けをちらし等で周知していく。

越前エネライン
　ガス展示会にブースを設け警報器設置のＰＲを行ってい
る。また業務用については年 1 回のちらしを配布している。
一般住宅での期限切れ機器の取り換えは進んでいるが、新規
設置の伸びは小さく業務用での普及は進んでいない。

丹後ガス
　顧客訪問時と、建物管理者への取付折衝。

福知山都市ガス
　警報器の設置台数に関して、期限切れのものが非常に多く
あり、特に公営施設や公営住宅（市営、府営）に多く集中し
ており、現在取り換え交渉を行っている。
　警報器の設置ととも、当社グループ内での 24 時間保安監
視システムＡＣＵ24の普及も同時に進めている。

長田野ガスセンター
　業務用換気警報器は対象顧客に無償で取り付けている。（対
象＝業務用機器を設置している室）年に 1 回以上作動点検
を実施している。

大津市
　イベント等の開催時にポケットティッシュ（警報器の設置、
交換等を表記）を配布している。また、ポスターを本市の主
要施設、各支所、保育園、幼稚園、小学校等に掲示している。
企業局の広報誌にもポスター内容を掲載し普及促進に努めて
いる。業務用換気警報器の普及促進を図って、ＣＯ中毒事故
防止を目指した取り組みを強化する必要がある。

大和ガス
　保安調査、機器の修理等訪問時の声かけの徹底とセールち
らしへの掲載、リース契約の強化中。取り換えについてマン
ション、集合物件等の家主や管理会社との直接交渉にて更新
率アップを目指している。

五条ガス
　火報、ＣＯ検知機能付のリース中心に普及促進。

新宮ガス
　普及率が低迷しているので、開栓時の周知を強化。

大武
　開栓業務時には必ず提案。またその他の業務機会でも未取
付顧客宅では必ず提案することを心掛ける。

河内長野ガス
　全部署が新規取付目標を設定し顧客に勧めている。期限切
れ更新を確実に実施するため、不在宅へ休日・夜間に電話で
フォローを実施。新規、更新ともに対策状況を毎月会議で報
告し共有している。

豊岡エネルギー
　開栓、定期保安点検、機器修繕時等の訪問機会に、警報器
設置により未然に事故を防止できた事例を紹介して警報器を
提案。更新率アップのため、休日や夜間訪問日を設定して更
新活動を実施。

篠山都市ガス
　自社で取り組んでいるガス集中監視システムを警報器と連
動設置することを推奨し，顧客に安全と安心を提案すること
で警報器の普及に努めている。ガス開栓、定期保安調査、ガ
ス展等顧客と対面する機会を利用し、警報器の必要性を周知
している。

伊丹産業
　電話回線を利用した警報遮断連動型の警報器取り付けを促
進しているが、費用等の理由から取付数が伸びていない。Ｌ
Ｐガス部門の実績と安全性等をアピールし、普及を実施。新
築物件向けも積極的にＰＲ。

津山ガス
　あらゆる業務機会を通じ、新規取り付けのお勧め、期限切
れの更新のお願いを実施している。期間を限定し、新規取付
キャンペーンも実施している。

水島ガス
　更新率の向上。普及率向上の見込めるリース契約を促進。
電池式や温度・湿度検知つきの機種採用を検討。担当者の設
置意識向上策として、販売ロープレやメーカーによる講習会
を実施。新規取付の促進。新規取付キャンペーンの開催検討。

福山ガス
　開栓、定期保安点検時にＰＲを行っている。見積り作成時
には、警報器見積りを同時に行い、従業員で行う販促セール
対象品目にして取り組みを実施し普及に努めている。1 年以
上更新されていない顧客をリスト化し、電話または訪問して
更新を実施している。

因の島ガス
　開栓時やその他の業務機会に設置を勧めている。

米子ガス
　期限切れ警報機の取り換え促進。

松江市
　定期保安調査などの機会に、取り付けをお願いしている。
マンションの管理組合等に対して、取り付け・取り換えを提
案している。

出雲ガス
　専従者を 1 人配置。検満 5 カ月前リストを発行し更新。
新規については開栓時に 100％設置の心掛け。未設置需要家
については必要性を周知し設置依頼。

浜田ガス
　展示会，自社発行誌の配布等あらゆる業務機会において新
規取付のＰＲを実施。継続更新に取り組んでいる。

久留米ガス
　開栓受付、作業時および定期保安点検終了時に警報器の案
内を行い警報器の必要性や機能を知っていただくことを心掛
けている。今後は火報ＣＯ検知機能付警報器の一層の普及拡
大を図るとともに引き続き分譲マンションへの一斉取り換え
提案を行うことで普及率向上を目指す。

大牟田ガス
　新築物件については、設計段階より警報機設置を案内する
ことで設置率 80％以上を目指す。取り換えについて期限満
期 2～ 3 カ月前から事前連絡を行い取り換え率の向上と普
及率向上を目指す。

筑紫ガス
　業務機会に取り付けを促進。有効期限前に周知し、取り換
え巡回を行っている。分譲マンション等には管理組合や管理
会社を通じて、一斉取り換えの協力をお願いしている。業務
用途の顧客へは、巡回の機会に安全周知と事故事例の紹介を
行い、未然に事故防止に努めている。

唐津ガス
　ガス漏れ警報器については個別巡回頻度を増し設置促進を
図っている。

佐賀ガス
　普及率アップのため、年一回全需要家へＰＲちらしを配布、
またリース制度を設けている。期限切れ間近の需要家へはお
知らせはがきを送付後、営業係員にて連絡訪問し取り換えを
促進している。

エコア
　定期調査、開栓調査、特別訪問等を利用し取付促進に努め、
普及率100％を目指している。

宮崎ガス
　ガス展、防災展等のイベントでの呼びかけや、開栓、定期
保安調査等での、業務機会を通じて普及に取り組んでいる。

南日本ガス
　定期保安調査時に取り付け促進。業務用換気警報器設置率
は目標100％達成を目指す。

国分隼人ガス
　満期取換周知はがきの投函や電話連絡、保安点検や開栓時
に対応している。

沖縄ガス
　新設、リフォーム工事等で警報器の取り付けを提案する。
ガス開栓、消費機器調査の際に取り付けの提案、促進を図っ
ている。
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【 警報器普及の取り組み 】

東京ガス
　顧客の負担軽減支払メニュー（リース制度）を設定してい
る。顧客の設置情報を管理し、有効期間満了時にお知らせす
るサービスを行っている。

大阪ガス
　家庭用＝供給エリア内の警報器の普及率は約 50％で横ば
い。警報器の普及拡大に向け、有効期限を迎えた警報器の更
新率向上、開栓業務等の業務機会での新規取付、定期保安巡
回時のお勧めに注力。2015 年 5 月に電池式ガス警報器を商
品化。
　業務用＝業務用ガス厨房機器の使用時におけるＣＯ中毒事
故を防止するため、業務機会等を通じて換気励行の安全周知
活動を強化、ＣＯ検知機能を有するガス警報器を勧めてきた。
業務用換気警報器 (ＣＯセンサー）の無償貸与施策を、09年
1月から展開している。

東邦ガス
　開栓や修理などの接点業務機会における警報器設置提案、
有効期限切れ警報器の取り換え促進などの活動を継続して実
施。

西部ガス
　入居開栓や法定点検等の接点機会を利用して新規および取
り換えを促進する。集合分譲住宅管理組合への営業を強化し
ている。

京葉ガス
　キャンペーンの実施（ガス機器との組み合わせ販売促進）、
定期保安巡回や開栓、検針など各種業務機会を通じて顧客に
勧めている。開栓ウェブ受付時における設置希望調査も取り
組み始めている。

北海道ガス
　各種業務機会を利用し普及促進。リース制度の活用。

広島ガス
　顧客宛てに期限切れが近い旨、はがきを送付して事前案内
し、継続設置の提案を行っている。未設置の顧客には、接点
機会を活用し、設置提案を励行している。

仙台市
　更新率向上に向けた有効期限満了前の事前電話連絡で案内
している。開栓や定期保安巡回などの業務機会を活用、ガス
警報器の設置・交換を勧めており、特に開栓時に設置しなかっ
た顧客については、開栓から2カ月後にＤＭによるフォロー
案内を送付し、普及率の向上に努めている。

北陸ガス
　開栓の機会を利用したガスショップによる提案と取付勧
誘。定期保安巡回の機会を利用した提案および取付勧誘。検
針時のＰＲちらし配布。期限切れの需要家に事前にＤＭを送
付、確実な更新を図る。快適ウォッチをＰＲ、警報器を未設
置の需要家に対し、付加価値をアピール。

静岡ガス
　期限満期時の更新、新規獲得、快適ウォッチの普及などの
計画目標を掲げ、警報器営業を行うショップに対し定期ミー
ティングを行うなど積極的に働きかけている。

四国ガス
　訪問機会（開栓、器具販売、故障修理等）において、ちら
しを活用した声がけ運動の徹底を行い警報器設置の重要性を
ＰＲ。更新時も同様に、重要性をＰＲした巡回強化と未更新

の顧客へのフォロー、追跡調査を行い更新率向上に取り組ん
でいる。

東部ガス
　新規設置を目的に、接点機会でＣＯ検知機能の重要性を顧
客に伝え、設置提案を実施。満期交換時にガス警報器からＣ
Ｏ検知機能付きへのグレードアップの徹底を実施。

中部ガス
　例年通り 3月～5月に警報器キャンペーンと称し、家庭用
警報器普及率の維持、業務用警報器の普及率アップを目指す。

武州ガス
　普及率の向上を第一の目標としている。開栓時をはじめ、
定保、機器販売や修理、顧客巡回営業、経年管入替折衝時な
どに必ず一声掛けて設置を勧めている。快適ウォッチの取り
付けも促している。

山口合同ガス
　業務機会を通じ、未設置や期限切れ警報器を設置する顧客
に折衝を行っていく。新規設置や更新時には、複合型警報器
の設置を勧めている。

大多喜ガス
　あらゆる業務機会において、顧客に周知や提案を行い、普
及促進を図っている。

日本ガス
　未設置の顧客を対象にちらしを配送した。サービスショッ
プが継続的に巡回を行っている。

岡山ガス
　警報器取り付けキャンペーンの実施。警報器普及促進ちら
しの作成・配布。開栓時、法定点検時を利用した周知、取り
換え促進。ただし、近年、普及率は50％前後で推移している。
更新率が上がらず、普及率も上がっていない。満期時におけ
る確実な取り換え更新を促進するために、対象の顧客にはが
きを郵送することで取り組む。

東彩ガス
　コールセンターでは全顧客の開栓依頼に対して警報器設置
をＰＲ、開栓を行う社員に対して顧客情報を伝達し設置を促
進している。コールセンターの受け付け部門、実際に取り付
けた社員を対象に半期ごとに表彰する制度を設けている。開
栓業務コンテストを実施。コンテストは、警報器の設置も対
象とし成功事例を共有する。

釧路ガス
　各種接点業務機会で普及を進めていく。警報器の有効期限
が切れる際の継続更新を図る。

旭川ガス
　定期保安点検など訪問機会に新規勧誘や取り換えを実施。
特に開栓、定保では訪問時に点検員が警報器を常備し、その
場で取り付けできる体制をとっている。警報器に関するＰＲ
ちらしを自社制作し活用。

滝川ガス
　あらゆる業務機会で警報器の普及を進める。また、有効期限
満了需要家の警報器交換、再契約を進めて、普及促進に努める。

美唄ガス
　業務機会を通じて警報器の普及促進に努めている。

岩見沢ガス
　開栓時、定期保安巡回時等に顧客と対面する機会を活用し、
警報器の必要性を理解していただき普及させていく。また、
ちらしセールにＰＲ文を掲載してアピールする。

帯広ガス
　開栓および修理での訪問時に警報器設置をお願い。業務用
需要家訪問時の換気警報器設置の促進。単体警報器の更新時
に複合型への取り換え促進。

室蘭ガス
　警報器期限切れ前月に対象需要家へＤＭ発送し継続契約を
促す。

長万部町
　業務機会に、新規設置・更新を勧めている。

青森ガス
　業務機会を通じ、警報機の新規取付、更新をお願いしている。

十和田ガス
　未取り付けの需要家に対し、定期保安巡回他業務機会を通
じて設置をお願いしている。業務用ＣＯ検知機能付きガス漏
れ警報器は対象となる需要家へ無償貸与している。

八戸ガス
　入居に伴うガス開栓作業時、定期保安点検作業時等、顧客
宅訪問時、警報器の紹介と設置をお願いする。ガス展等のイ
ベント時に（複合型等）紹介、普及促進を図る。

黒石ガス
　普及にはガスメーターとのケーブル連結を勧める。警報器
の連動遮断は、警報器取付数の87.7％。

盛岡ガス
　開栓、定保等業務機会の他、有効期限前に更新のお知らせ
を実施。

花巻ガス
　既設先での継続率は非常に高いが、未設置先での新規設置
数が少なく、この対策が課題。

東部液化石油
　業務機会訪問時やガス器具展示会等で安全性、必要性を説
明し、現金およびリース販売にて取付促進を行っている。

男鹿市
　新規取付を対象に取付作業者への斡旋料の支払い。

由利本荘市
　業務機会を通じ、普及に努める。

酒田天然ガス
　新規成約した個人別年間累計を基に社員を対象とした表彰
を行っている。

鶴岡ガス
　快適環境お知らせ機能付き警報器を採用し、安心、安全以
外の付加価値による普及率向上を図る。

寒河江ガス
　定期保安調査時にアピールを行っている。

山形ガス
　閉栓時、定期保安調査時、顧客の巡回訪問時など、あらゆ
る場面で警報器の取付促進に努めている。業務用ＣＯ警報器
に関しては担当者とのつながりを密にし、メンテナンス訪問
等のあらゆる場面で取り付けをお願いしている。警報器が付
いていて期限切れになっている集合住宅も多いので交換折衝
を進めている。

庄内中部ガス
　ガス展時にデモ機による実演。開栓時に警報器の設置のお
願い。ガス機器設置時、器具修理時等でのプラスワン営業。
消費機器調査終了後にガス漏れ警報器の説明。

庄内町
　消費機器調査時に各需要家へ警報器設置をお願いしてい
る。企業課の広報誌に警報器を紹介している。

古川ガス
　開栓時や定期保安調査巡回時に取り付けを勧めている。業
務用換気警報器の取り付けについては有料取付のため、思う
ように進んでいないが少しずつ普及し始めている。

石巻ガス
　災害復興住宅への入居者向けに特別普及促進キャンペーン
を実施。警報器未設置の顧客には定保時、器具修理等の訪問
時に必ず設置をお勧めする。

塩釜ガス
　定期保安調査や修理時に複合型警報器の新規取り付け、期
限切れ取り換えを勧める。火災警報器の設置義務化に合わせ
火災・ガス・ＣＯ警報器の設置を推進している。

福島ガス
　検針時に広報誌にて、警報器の必要性等について説明し、
普及促進に努めるとともに、警報器更新の顧客には、1～ 2
カ月前に更新案内を送り、周知を図っている。

若松ガス
　期限切れが近づいた顧客に、往復はがきを送り連絡のない
顧客には電話をし継続をお願いしている。定期保安検査時に
も継続をお願いしている。

東北ガス
　法定点検時やガス機器修理時等の業務機会を利用し、普及
に努める。

常磐共同ガス
　開栓時の積極的なアピールの実施。警報器未設置リストを
作成し、検針時に声掛けをして設置を促す。

新発田ガス
　業務用厨房の顧客へＣＯ警報器のモニター設置を勧めてい
る。（初回 5 年間のみ。有効期限以後は販売・入れ替え）独り
暮らし高齢者の顧客を対象に定期保安巡回等の際に保安対
策として複合型警報器の無償取り付けをお勧めしている。

越後天然ガス
　定保、修理等の業務機会における普及ＰＲ。

蒲原ガス
　定期保安検査時などにＰＲ強化。ガスショップによる警報
器期満交換訪問での継続営業強化と新商品ＰＲ。新築、リ
フォーム等のガス工事見積時での警報器ちらし等によるＰＲ。

見附市
　安全型機器の普及で、ガス漏れ発生リスクは以前と比べ減
少したが、高齢者の増加などによる誤使用や誤接続に起因し
たガス漏れ対策は必要。ガス漏れの早期発見に有効である警
報器の普及を図っている。

柏崎市
　各種機会（フェア、消費機器調査）を捉え需要家折衝する
とともに、市広報誌などを活用して普及促進している。

小千谷市
　新築やガス設備更新、開栓時に警報器設置のお願い。警報
器設置、期限切れ警報器更新など、需要家へＰＲしている。

魚沼市
　ガス水道フェアでの展示と紹介。開栓時に設置のお願い、
リース申込書の配布。期限切れ警報器設置施設の再開栓時交
換依頼。内管検査時に未設置需要家にちらし配布。

上越市
　16 年 10 月の熱量引き上げに伴い、業務用厨房機器を使
用する需要家を対象に業務用換気警報器の設置の意向を確認
し、事業者負担で設置した。火災・ガス漏れ・不完全燃焼を
1 台で監視できる複合型警報器の普及促進として、ホーム
ページでの紹介やガス水道フェアイベント時の警報器の展示
による設置の促進。

糸魚川市
　定期保安検査時、ガス水道フェア等の需要家と接する機会
を利用して、設置を推奨する。

白根ガス
　消費機器調査のみならず、ガス展・機器修理・ガス工事時
等あらゆる業務機会を通じてＰＲ活動を行っている。当社、
販売メーカー、リース会社の 3 社契約にて、顧客とリース
契約を導入しており、設置時の負担軽減に努めている。従来
の 3 センサー警報機（ガス、熱、ＣＯ) 以外に、新商品の快
適ウォッチの導入も検討中。

栄ガス消費生活協同組合
　定保時、開栓時等あらゆる業務機会を利用しながら顧客に
ＰＲする。

佐渡ガス
　新設時には必ず取り付けている。未取付需要家に対しては、
保安巡回等あらゆる業務機会を通じて取り付けを促進してい
る。

栃木ガス
　既に設置済みの顧客を対象に、警報器の有効期限前にダイ
レクトメールを送付。定期保安点検、開栓、修理時等日常業
務機会を活用し顧客へ周知。

北日本ガス
　火災警報器との複合型の設置に力をそそいでおり、開栓時・
警報器の期限到来のおりに必ず声を掛けることとしている。

足利ガス
　新築物件については設計段階でガス警報器設置を提案して
いる。既築物件、アパートについては開栓時、定期保安点検
時に設置の提案をしている。業務用換気警報器は対象物件へ
無償で設置している。

佐野ガス
　設置ＰＲちらしを作成し、定期保安検査巡回時、業務機会
時に提案をしている。

桐生ガス
　一般家庭用は、定期保安巡回時以外に全社を挙げて、直接
顧客と対面する機会に快適ウォッチ等、新型警報器の紹介と
必要性を説明し普及促進を図っている。業務用は、ＣＯ警報
機の更新時期を迎えており、対象需要家について順次取り換
えている。

館林ガス
　業務機会時に提案。機器販売時にセット販売。

伊勢崎ガス
　開栓業務、定期保安検査、その他顧客訪問時に新規取付の
お願い、期間切れになる前にダイレクトメールで交換を案内
している。

太田都市ガス
　警報器普及率が 3.7％と低く、従来のポスター展示および
ちらしでの推奨等、業務機会を利用したＰＲだけでなく、社
内上げてのキャンペーン等を検討していきたい。

本庄ガス
　官公庁物件には、次年度予算の組み込みをお願いしている。
消費機器検査時にちらしを使ってＰＲ。集合住宅には、管理
者に更新・新規取り付けをお願いしている。

坂戸ガス
　ガス漏れ警報器について、ちらしを作成し業務機会やイベ
ントを通じ顧客への安心・安全のＰＲを実施し普及促進を
図っている。業務用換気警報器は、新規のガス使用開始時等
に安心・安全をＰＲしている。

入間ガス
　ガス展、機器セール、その他の業務機会を通じてＰＲして
いる（複合型、火報付き、その他付加機能付き）。

鷲宮ガス
　期限切れ需要家へのはがき送付による取り換え提案。業務
機会時の提案（コール業務・開栓・定期保安巡回）。集合物
件の管理組合への提案。業務用換気警報器の店舗管理会社・
オーナーへの提案。

新日本ガス
　定期保安調査時に需要家への設置を推進。ガス展等のイベ
ント時、ＰＲ用ツールを展示。

日高都市ガス
　業務機会に警報器設置について周知活動している。

武蔵野ガス
　ガス展、防災訓練時にＰＲ。

松栄ガス
　定期保安巡回時に顧客への安全周知業務の一環としてＰ
Ｒ。業務用需要家への換気警報器の無償貸与の継続実施（交
換を含む）。

大東ガス
　マンション管理会社との業務提携（理事会において期限満
了警報器の一斉交換を提案してもらう）。

伊奈都市ガス
　リース販売による普及促進、パンフの配布による警報器の
紹介ＰＲ。

堀川産業
　定保時に必ず案内を行い、設置を促す。

角栄ガス
　開栓時、積極的に進めている。

野田ガス
　開栓時、定期保安巡回時のＰＲと警報器ちらし配布。販売
促進のため、60% オフで販売。個人で販売目標を決めて活
動している。

銚子ガス
　各種業務機会を捉え、警報器の有効性をＰＲ、普及に努め
ている。

総武ガス
　定期的な訪問および検針時において、警報機のＰＲ活動し
ている。

大網白里市
　市広報でＰＲしている。

白子町
　事務所内のコミュニティセンター等に周知ポスターを掲
示。年1回の周知パンフレット等により需要家に周知。

習志野市
　全体の普及率は 2 割程度と低いため、今後も関連会社と
協力し、普及促進に努めていく。

東日本ガス
　新規開栓時に必ず警報器（単、複合機）の取り付けを周知
している。業務機会訪問時、定期保安巡回時に周知。地域防
災フェアおよび展示会等において設置の推進を啓蒙している。

京和ガス
　有効期限切れ警報器交換提案ＤＭ郵送。警報器リース対応
機種増加。定期保安巡回点検と開栓時、警報器販売とともに
リースパンフレット配布。

長南町
　警報器未設置の需要家にちらしによる周知また警報器の役
割を説明するなどで設置を促す。年 1 回開催する規模 500
人程度のフェスティバルの展示ブースで普及促進を図る。

昭島ガス
　警報器普及に向けガス展、地域イベント等で警報器のＰＲ
活動を実施、開栓作業時に顧客へパンフレットを配布して普
及促進に努めている。また、集合住宅等には効期切れ前に管
理会社、管理組合へ更新交換のお知らせを郵送して更新交換
を提案。

青梅ガス
　「ガスと暮らしの安心」運動およびガス展示会等を利用し
複合型警報器の普及に努めている。

武陽ガス
　開栓時、業務接点時に未設置需要家や有効期限切れの需要
家へ提案。ガス機器を購入した顧客がガス警報器の新規リー
ス契約を結ぶと割引している（あんしん割引）。期限切れ前、

はがきと電話で取り換えを勧めている。

長野都市ガス
　有効期限切れの警報器所有者への取り換えを勧める活動の
実施や、快適ウォッチの設置お勧め活動により、普及を推進
している。

大町ガス
　新設の場合は、設計時点で見積りに入れるようにしている。
期限切れのフォローを確実に行うように心掛けている。

上田ガス
　定期保安巡回等の機会を捉え周知、営業を行う。ガス展等
イベント時での展示ＰＲを行う。

松本ガス
　開栓時および定期保安巡回時に顧客に勧めている。

諏訪ガス
　未取付需要家に対し、定保時に必要性を説明。期限切れ需
要家には自社作成のちらしを定保時に手渡し、取り換えを促
進している。業務用需要家で換気センサー未取付需要家に対
し必要性をアピールする。

厚木ガス
　顧客に警報器をわかりやすく伝えるため、更新の事前案
内として送るＤＭ内容の検討。集合物件の管理会社・不動
産・オーナーへ安全周知を行い、警報器の一括設置の訴求。
毎月、担当者全員による警報器設置進捗会議の実施。

秦野ガス
　開栓時、定期保安巡回等に普及推進活動を実施する。また、
あらゆる接点業務機会でＰＲを継続してゆく。

小田原ガス
　開栓や修理をはじめとする、各接点業務機会でのＰＲ。

湯河原ガス
　開栓、定保などの業務機会やイベント時における周知。集
合住宅については、入居者だけでなく、管理会社および管理
組合へ折衝し設置および更新をお願いしている。

吉田ガス
　期限が到来する警報器の取り換えおよび新規取り付けも顧
客の理解を得て設置。

熱海ガス
　「快適ウォッチ」の採用による複合型のアピール。業務機
会時の推奨。ガス展等、イベントちらしでの周知。

伊東ガス
　複合型のリースによる設置を勧めている。

下田ガス
　開栓時、保安巡回時等機会あるごとに取り付けを勧める。

島田ガス
　開栓時と定期保安巡回時に設置を勧めている。設置情報を
管理し、顧客には取り換え時も必要性を理解してもらい、継
続設置に努めている。

御殿場ガス
　新設物件への設置や期限切れ更新を確実に行うとともに、
あらゆる業務機会を通じて未設置需要家への普及を図る。ま
た、快適ウォッチの提案等、従前とは異なるアプローチで普
及率アプローチを図る。

中遠ガス
　任意のガス器具無料点検時の声掛け。

袋井ガス
　ガス展、自治体が開催する展示会において警報器を展示、
また公民館、消防署などの施設にポスター、パンフレットを
設置し普及に努めている。開栓、修理訪問等、あらゆる機会
を通じ警報器の設置を積極的に推進し普及率の向上を図る。

東海ガス
　開栓時の警報器新規取付と定期保安調査時に未設置の顧客
には設置を、期限切れの顧客には取り換えの交渉を併せて
行っている。業務用に取り付けた業務用換気警報器の設置状
況を定期的に確認している。

犬山ガス
　開栓時や定期保安点検などを活用し、ガス警報器の普及に
努めている。

上野都市ガス
　新規物件では、ガス工事に含めているので問題はないが、
更新時に苦労をする。
　交換期限の当月に、更新を促すＤＭを出し、その後更新の
依頼電話をかけて、更新脱落を防いでいる。集合物件では、
管理会社、オーナーに、更新設置を依頼している。

名張近鉄ガス
　火災警報器とのセット割引販売。開栓受付時にガス警報器
のＰＲ。定期保安調査時やガス機器メンテ訪問時などの業務
機会に警報器ちらし配布によるＰＲ。

甲賀協同ガス
　全需要家に対し、ガス漏れ警報器の無償貸与による設置を
提案、普及促進を図っている。

大垣ガス
　定期保安検査等の機会に、未取付顧客へちらしを手渡し、
取り付けを勧める。期限満期のお知らせ時には、継続を強く
勧める。

日本海ガス
　キッチン機器購入時の警報器設置に対して割引を適用。警
報器、セールストークについて勉強会を開催。普及率（設置
台数）の増減を月次で担当ショップ、担当者ごとに「見える化」
し、意識を高める。

高岡ガス
　提案ツール（デモ機、ちらし）を各社員が携帯し、開栓・
器具修理・定期保安点検やガス漏洩対応時に警報器未設置
の顧客宅訪問時に積極的に設置提案を実施している。

小松ガス
　リース、買い上げを問わず更新時期が近い顧客には地区担
当者による取り換え訪問を実施している。
　また定期保安調査やサービス業務等で訪問する際にも更新
時期をお知らせし、顧客に意識してもらうよう心掛けている。
　全社的に警報器取付率向上に取り組んでおり、警報器新規
取付け率が高い開栓時の新規取付けを促進するべく、社内研

修会においてそのＰＲ方法、警報器取付けのための知識向上
を盛り込み、各部署で取り換え更新と新規取付け目標台数を
設定し達成に向けて取り組んでいる。

福井市
　現在は、広報誌や消費機器調査時に周知やお勧めをしてい
る。今後は、業務用の需要家に対し、業務用換気警報機の取
り付けをちらし等で周知していく。

越前エネライン
　ガス展示会にブースを設け警報器設置のＰＲを行ってい
る。また業務用については年 1 回のちらしを配布している。
一般住宅での期限切れ機器の取り換えは進んでいるが、新規
設置の伸びは小さく業務用での普及は進んでいない。

丹後ガス
　顧客訪問時と、建物管理者への取付折衝。

福知山都市ガス
　警報器の設置台数に関して、期限切れのものが非常に多く
あり、特に公営施設や公営住宅（市営、府営）に多く集中し
ており、現在取り換え交渉を行っている。
　警報器の設置ととも、当社グループ内での 24 時間保安監
視システムＡＣＵ24の普及も同時に進めている。

長田野ガスセンター
　業務用換気警報器は対象顧客に無償で取り付けている。（対
象＝業務用機器を設置している室）年に 1 回以上作動点検
を実施している。

大津市
　イベント等の開催時にポケットティッシュ（警報器の設置、
交換等を表記）を配布している。また、ポスターを本市の主
要施設、各支所、保育園、幼稚園、小学校等に掲示している。
企業局の広報誌にもポスター内容を掲載し普及促進に努めて
いる。業務用換気警報器の普及促進を図って、ＣＯ中毒事故
防止を目指した取り組みを強化する必要がある。

大和ガス
　保安調査、機器の修理等訪問時の声かけの徹底とセールち
らしへの掲載、リース契約の強化中。取り換えについてマン
ション、集合物件等の家主や管理会社との直接交渉にて更新
率アップを目指している。

五条ガス
　火報、ＣＯ検知機能付のリース中心に普及促進。

新宮ガス
　普及率が低迷しているので、開栓時の周知を強化。

大武
　開栓業務時には必ず提案。またその他の業務機会でも未取
付顧客宅では必ず提案することを心掛ける。

河内長野ガス
　全部署が新規取付目標を設定し顧客に勧めている。期限切
れ更新を確実に実施するため、不在宅へ休日・夜間に電話で
フォローを実施。新規、更新ともに対策状況を毎月会議で報
告し共有している。

豊岡エネルギー
　開栓、定期保安点検、機器修繕時等の訪問機会に、警報器
設置により未然に事故を防止できた事例を紹介して警報器を
提案。更新率アップのため、休日や夜間訪問日を設定して更
新活動を実施。

篠山都市ガス
　自社で取り組んでいるガス集中監視システムを警報器と連
動設置することを推奨し，顧客に安全と安心を提案すること
で警報器の普及に努めている。ガス開栓、定期保安調査、ガ
ス展等顧客と対面する機会を利用し、警報器の必要性を周知
している。

伊丹産業
　電話回線を利用した警報遮断連動型の警報器取り付けを促
進しているが、費用等の理由から取付数が伸びていない。Ｌ
Ｐガス部門の実績と安全性等をアピールし、普及を実施。新
築物件向けも積極的にＰＲ。

津山ガス
　あらゆる業務機会を通じ、新規取り付けのお勧め、期限切
れの更新のお願いを実施している。期間を限定し、新規取付
キャンペーンも実施している。

水島ガス
　更新率の向上。普及率向上の見込めるリース契約を促進。
電池式や温度・湿度検知つきの機種採用を検討。担当者の設
置意識向上策として、販売ロープレやメーカーによる講習会
を実施。新規取付の促進。新規取付キャンペーンの開催検討。

福山ガス
　開栓、定期保安点検時にＰＲを行っている。見積り作成時
には、警報器見積りを同時に行い、従業員で行う販促セール
対象品目にして取り組みを実施し普及に努めている。1 年以
上更新されていない顧客をリスト化し、電話または訪問して
更新を実施している。

因の島ガス
　開栓時やその他の業務機会に設置を勧めている。

米子ガス
　期限切れ警報機の取り換え促進。

松江市
　定期保安調査などの機会に、取り付けをお願いしている。
マンションの管理組合等に対して、取り付け・取り換えを提
案している。

出雲ガス
　専従者を 1 人配置。検満 5 カ月前リストを発行し更新。
新規については開栓時に 100％設置の心掛け。未設置需要家
については必要性を周知し設置依頼。

浜田ガス
　展示会，自社発行誌の配布等あらゆる業務機会において新
規取付のＰＲを実施。継続更新に取り組んでいる。

久留米ガス
　開栓受付、作業時および定期保安点検終了時に警報器の案
内を行い警報器の必要性や機能を知っていただくことを心掛
けている。今後は火報ＣＯ検知機能付警報器の一層の普及拡
大を図るとともに引き続き分譲マンションへの一斉取り換え
提案を行うことで普及率向上を目指す。

大牟田ガス
　新築物件については、設計段階より警報機設置を案内する
ことで設置率 80％以上を目指す。取り換えについて期限満
期 2～ 3 カ月前から事前連絡を行い取り換え率の向上と普
及率向上を目指す。

筑紫ガス
　業務機会に取り付けを促進。有効期限前に周知し、取り換
え巡回を行っている。分譲マンション等には管理組合や管理
会社を通じて、一斉取り換えの協力をお願いしている。業務
用途の顧客へは、巡回の機会に安全周知と事故事例の紹介を
行い、未然に事故防止に努めている。

唐津ガス
　ガス漏れ警報器については個別巡回頻度を増し設置促進を
図っている。

佐賀ガス
　普及率アップのため、年一回全需要家へＰＲちらしを配布、
またリース制度を設けている。期限切れ間近の需要家へはお
知らせはがきを送付後、営業係員にて連絡訪問し取り換えを
促進している。

エコア
　定期調査、開栓調査、特別訪問等を利用し取付促進に努め、
普及率100％を目指している。

宮崎ガス
　ガス展、防災展等のイベントでの呼びかけや、開栓、定期
保安調査等での、業務機会を通じて普及に取り組んでいる。

南日本ガス
　定期保安調査時に取り付け促進。業務用換気警報器設置率
は目標100％達成を目指す。

国分隼人ガス
　満期取換周知はがきの投函や電話連絡、保安点検や開栓時
に対応している。

沖縄ガス
　新設、リフォーム工事等で警報器の取り付けを提案する。
ガス開栓、消費機器調査の際に取り付けの提案、促進を図っ
ている。
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【 警報器普及の取り組み 】

東京ガス
　顧客の負担軽減支払メニュー（リース制度）を設定してい
る。顧客の設置情報を管理し、有効期間満了時にお知らせす
るサービスを行っている。

大阪ガス
　家庭用＝供給エリア内の警報器の普及率は約 50％で横ば
い。警報器の普及拡大に向け、有効期限を迎えた警報器の更
新率向上、開栓業務等の業務機会での新規取付、定期保安巡
回時のお勧めに注力。2015 年 5 月に電池式ガス警報器を商
品化。
　業務用＝業務用ガス厨房機器の使用時におけるＣＯ中毒事
故を防止するため、業務機会等を通じて換気励行の安全周知
活動を強化、ＣＯ検知機能を有するガス警報器を勧めてきた。
業務用換気警報器 (ＣＯセンサー）の無償貸与施策を、09年
1月から展開している。

東邦ガス
　開栓や修理などの接点業務機会における警報器設置提案、
有効期限切れ警報器の取り換え促進などの活動を継続して実
施。

西部ガス
　入居開栓や法定点検等の接点機会を利用して新規および取
り換えを促進する。集合分譲住宅管理組合への営業を強化し
ている。

京葉ガス
　キャンペーンの実施（ガス機器との組み合わせ販売促進）、
定期保安巡回や開栓、検針など各種業務機会を通じて顧客に
勧めている。開栓ウェブ受付時における設置希望調査も取り
組み始めている。

北海道ガス
　各種業務機会を利用し普及促進。リース制度の活用。

広島ガス
　顧客宛てに期限切れが近い旨、はがきを送付して事前案内
し、継続設置の提案を行っている。未設置の顧客には、接点
機会を活用し、設置提案を励行している。

仙台市
　更新率向上に向けた有効期限満了前の事前電話連絡で案内
している。開栓や定期保安巡回などの業務機会を活用、ガス
警報器の設置・交換を勧めており、特に開栓時に設置しなかっ
た顧客については、開栓から2カ月後にＤＭによるフォロー
案内を送付し、普及率の向上に努めている。

北陸ガス
　開栓の機会を利用したガスショップによる提案と取付勧
誘。定期保安巡回の機会を利用した提案および取付勧誘。検
針時のＰＲちらし配布。期限切れの需要家に事前にＤＭを送
付、確実な更新を図る。快適ウォッチをＰＲ、警報器を未設
置の需要家に対し、付加価値をアピール。

静岡ガス
　期限満期時の更新、新規獲得、快適ウォッチの普及などの
計画目標を掲げ、警報器営業を行うショップに対し定期ミー
ティングを行うなど積極的に働きかけている。

四国ガス
　訪問機会（開栓、器具販売、故障修理等）において、ちら
しを活用した声がけ運動の徹底を行い警報器設置の重要性を
ＰＲ。更新時も同様に、重要性をＰＲした巡回強化と未更新

の顧客へのフォロー、追跡調査を行い更新率向上に取り組ん
でいる。

東部ガス
　新規設置を目的に、接点機会でＣＯ検知機能の重要性を顧
客に伝え、設置提案を実施。満期交換時にガス警報器からＣ
Ｏ検知機能付きへのグレードアップの徹底を実施。

中部ガス
　例年通り 3月～5月に警報器キャンペーンと称し、家庭用
警報器普及率の維持、業務用警報器の普及率アップを目指す。

武州ガス
　普及率の向上を第一の目標としている。開栓時をはじめ、
定保、機器販売や修理、顧客巡回営業、経年管入替折衝時な
どに必ず一声掛けて設置を勧めている。快適ウォッチの取り
付けも促している。

山口合同ガス
　業務機会を通じ、未設置や期限切れ警報器を設置する顧客
に折衝を行っていく。新規設置や更新時には、複合型警報器
の設置を勧めている。

大多喜ガス
　あらゆる業務機会において、顧客に周知や提案を行い、普
及促進を図っている。

日本ガス
　未設置の顧客を対象にちらしを配送した。サービスショッ
プが継続的に巡回を行っている。

岡山ガス
　警報器取り付けキャンペーンの実施。警報器普及促進ちら
しの作成・配布。開栓時、法定点検時を利用した周知、取り
換え促進。ただし、近年、普及率は50％前後で推移している。
更新率が上がらず、普及率も上がっていない。満期時におけ
る確実な取り換え更新を促進するために、対象の顧客にはが
きを郵送することで取り組む。

東彩ガス
　コールセンターでは全顧客の開栓依頼に対して警報器設置
をＰＲ、開栓を行う社員に対して顧客情報を伝達し設置を促
進している。コールセンターの受け付け部門、実際に取り付
けた社員を対象に半期ごとに表彰する制度を設けている。開
栓業務コンテストを実施。コンテストは、警報器の設置も対
象とし成功事例を共有する。

釧路ガス
　各種接点業務機会で普及を進めていく。警報器の有効期限
が切れる際の継続更新を図る。

旭川ガス
　定期保安点検など訪問機会に新規勧誘や取り換えを実施。
特に開栓、定保では訪問時に点検員が警報器を常備し、その
場で取り付けできる体制をとっている。警報器に関するＰＲ
ちらしを自社制作し活用。

滝川ガス
　あらゆる業務機会で警報器の普及を進める。また、有効期限
満了需要家の警報器交換、再契約を進めて、普及促進に努める。

美唄ガス
　業務機会を通じて警報器の普及促進に努めている。

岩見沢ガス
　開栓時、定期保安巡回時等に顧客と対面する機会を活用し、
警報器の必要性を理解していただき普及させていく。また、
ちらしセールにＰＲ文を掲載してアピールする。

帯広ガス
　開栓および修理での訪問時に警報器設置をお願い。業務用
需要家訪問時の換気警報器設置の促進。単体警報器の更新時
に複合型への取り換え促進。

室蘭ガス
　警報器期限切れ前月に対象需要家へＤＭ発送し継続契約を
促す。

長万部町
　業務機会に、新規設置・更新を勧めている。

青森ガス
　業務機会を通じ、警報機の新規取付、更新をお願いしている。

十和田ガス
　未取り付けの需要家に対し、定期保安巡回他業務機会を通
じて設置をお願いしている。業務用ＣＯ検知機能付きガス漏
れ警報器は対象となる需要家へ無償貸与している。

八戸ガス
　入居に伴うガス開栓作業時、定期保安点検作業時等、顧客
宅訪問時、警報器の紹介と設置をお願いする。ガス展等のイ
ベント時に（複合型等）紹介、普及促進を図る。

黒石ガス
　普及にはガスメーターとのケーブル連結を勧める。警報器
の連動遮断は、警報器取付数の87.7％。

盛岡ガス
　開栓、定保等業務機会の他、有効期限前に更新のお知らせ
を実施。

花巻ガス
　既設先での継続率は非常に高いが、未設置先での新規設置
数が少なく、この対策が課題。

東部液化石油
　業務機会訪問時やガス器具展示会等で安全性、必要性を説
明し、現金およびリース販売にて取付促進を行っている。

男鹿市
　新規取付を対象に取付作業者への斡旋料の支払い。

由利本荘市
　業務機会を通じ、普及に努める。

酒田天然ガス
　新規成約した個人別年間累計を基に社員を対象とした表彰
を行っている。

鶴岡ガス
　快適環境お知らせ機能付き警報器を採用し、安心、安全以
外の付加価値による普及率向上を図る。

寒河江ガス
　定期保安調査時にアピールを行っている。

山形ガス
　閉栓時、定期保安調査時、顧客の巡回訪問時など、あらゆ
る場面で警報器の取付促進に努めている。業務用ＣＯ警報器
に関しては担当者とのつながりを密にし、メンテナンス訪問
等のあらゆる場面で取り付けをお願いしている。警報器が付
いていて期限切れになっている集合住宅も多いので交換折衝
を進めている。

庄内中部ガス
　ガス展時にデモ機による実演。開栓時に警報器の設置のお
願い。ガス機器設置時、器具修理時等でのプラスワン営業。
消費機器調査終了後にガス漏れ警報器の説明。

庄内町
　消費機器調査時に各需要家へ警報器設置をお願いしてい
る。企業課の広報誌に警報器を紹介している。

古川ガス
　開栓時や定期保安調査巡回時に取り付けを勧めている。業
務用換気警報器の取り付けについては有料取付のため、思う
ように進んでいないが少しずつ普及し始めている。

石巻ガス
　災害復興住宅への入居者向けに特別普及促進キャンペーン
を実施。警報器未設置の顧客には定保時、器具修理等の訪問
時に必ず設置をお勧めする。

塩釜ガス
　定期保安調査や修理時に複合型警報器の新規取り付け、期
限切れ取り換えを勧める。火災警報器の設置義務化に合わせ
火災・ガス・ＣＯ警報器の設置を推進している。

福島ガス
　検針時に広報誌にて、警報器の必要性等について説明し、
普及促進に努めるとともに、警報器更新の顧客には、1～ 2
カ月前に更新案内を送り、周知を図っている。

若松ガス
　期限切れが近づいた顧客に、往復はがきを送り連絡のない
顧客には電話をし継続をお願いしている。定期保安検査時に
も継続をお願いしている。

東北ガス
　法定点検時やガス機器修理時等の業務機会を利用し、普及
に努める。

常磐共同ガス
　開栓時の積極的なアピールの実施。警報器未設置リストを
作成し、検針時に声掛けをして設置を促す。

新発田ガス
　業務用厨房の顧客へＣＯ警報器のモニター設置を勧めてい
る。（初回 5 年間のみ。有効期限以後は販売・入れ替え）独り
暮らし高齢者の顧客を対象に定期保安巡回等の際に保安対
策として複合型警報器の無償取り付けをお勧めしている。

越後天然ガス
　定保、修理等の業務機会における普及ＰＲ。

蒲原ガス
　定期保安検査時などにＰＲ強化。ガスショップによる警報
器期満交換訪問での継続営業強化と新商品ＰＲ。新築、リ
フォーム等のガス工事見積時での警報器ちらし等によるＰＲ。

見附市
　安全型機器の普及で、ガス漏れ発生リスクは以前と比べ減
少したが、高齢者の増加などによる誤使用や誤接続に起因し
たガス漏れ対策は必要。ガス漏れの早期発見に有効である警
報器の普及を図っている。

柏崎市
　各種機会（フェア、消費機器調査）を捉え需要家折衝する
とともに、市広報誌などを活用して普及促進している。

小千谷市
　新築やガス設備更新、開栓時に警報器設置のお願い。警報
器設置、期限切れ警報器更新など、需要家へＰＲしている。

魚沼市
　ガス水道フェアでの展示と紹介。開栓時に設置のお願い、
リース申込書の配布。期限切れ警報器設置施設の再開栓時交
換依頼。内管検査時に未設置需要家にちらし配布。

上越市
　16 年 10 月の熱量引き上げに伴い、業務用厨房機器を使
用する需要家を対象に業務用換気警報器の設置の意向を確認
し、事業者負担で設置した。火災・ガス漏れ・不完全燃焼を
1 台で監視できる複合型警報器の普及促進として、ホーム
ページでの紹介やガス水道フェアイベント時の警報器の展示
による設置の促進。

糸魚川市
　定期保安検査時、ガス水道フェア等の需要家と接する機会
を利用して、設置を推奨する。

白根ガス
　消費機器調査のみならず、ガス展・機器修理・ガス工事時
等あらゆる業務機会を通じてＰＲ活動を行っている。当社、
販売メーカー、リース会社の 3 社契約にて、顧客とリース
契約を導入しており、設置時の負担軽減に努めている。従来
の 3 センサー警報機（ガス、熱、ＣＯ) 以外に、新商品の快
適ウォッチの導入も検討中。

栄ガス消費生活協同組合
　定保時、開栓時等あらゆる業務機会を利用しながら顧客に
ＰＲする。

佐渡ガス
　新設時には必ず取り付けている。未取付需要家に対しては、
保安巡回等あらゆる業務機会を通じて取り付けを促進してい
る。

栃木ガス
　既に設置済みの顧客を対象に、警報器の有効期限前にダイ
レクトメールを送付。定期保安点検、開栓、修理時等日常業
務機会を活用し顧客へ周知。

北日本ガス
　火災警報器との複合型の設置に力をそそいでおり、開栓時・
警報器の期限到来のおりに必ず声を掛けることとしている。

足利ガス
　新築物件については設計段階でガス警報器設置を提案して
いる。既築物件、アパートについては開栓時、定期保安点検
時に設置の提案をしている。業務用換気警報器は対象物件へ
無償で設置している。

佐野ガス
　設置ＰＲちらしを作成し、定期保安検査巡回時、業務機会
時に提案をしている。

桐生ガス
　一般家庭用は、定期保安巡回時以外に全社を挙げて、直接
顧客と対面する機会に快適ウォッチ等、新型警報器の紹介と
必要性を説明し普及促進を図っている。業務用は、ＣＯ警報
機の更新時期を迎えており、対象需要家について順次取り換
えている。

館林ガス
　業務機会時に提案。機器販売時にセット販売。

伊勢崎ガス
　開栓業務、定期保安検査、その他顧客訪問時に新規取付の
お願い、期間切れになる前にダイレクトメールで交換を案内
している。

太田都市ガス
　警報器普及率が 3.7％と低く、従来のポスター展示および
ちらしでの推奨等、業務機会を利用したＰＲだけでなく、社
内上げてのキャンペーン等を検討していきたい。

本庄ガス
　官公庁物件には、次年度予算の組み込みをお願いしている。
消費機器検査時にちらしを使ってＰＲ。集合住宅には、管理
者に更新・新規取り付けをお願いしている。

坂戸ガス
　ガス漏れ警報器について、ちらしを作成し業務機会やイベ
ントを通じ顧客への安心・安全のＰＲを実施し普及促進を
図っている。業務用換気警報器は、新規のガス使用開始時等
に安心・安全をＰＲしている。

入間ガス
　ガス展、機器セール、その他の業務機会を通じてＰＲして
いる（複合型、火報付き、その他付加機能付き）。

鷲宮ガス
　期限切れ需要家へのはがき送付による取り換え提案。業務
機会時の提案（コール業務・開栓・定期保安巡回）。集合物
件の管理組合への提案。業務用換気警報器の店舗管理会社・
オーナーへの提案。

新日本ガス
　定期保安調査時に需要家への設置を推進。ガス展等のイベ
ント時、ＰＲ用ツールを展示。

日高都市ガス
　業務機会に警報器設置について周知活動している。

武蔵野ガス
　ガス展、防災訓練時にＰＲ。

松栄ガス
　定期保安巡回時に顧客への安全周知業務の一環としてＰ
Ｒ。業務用需要家への換気警報器の無償貸与の継続実施（交
換を含む）。

大東ガス
　マンション管理会社との業務提携（理事会において期限満
了警報器の一斉交換を提案してもらう）。

伊奈都市ガス
　リース販売による普及促進、パンフの配布による警報器の
紹介ＰＲ。

堀川産業
　定保時に必ず案内を行い、設置を促す。

角栄ガス
　開栓時、積極的に進めている。

野田ガス
　開栓時、定期保安巡回時のＰＲと警報器ちらし配布。販売
促進のため、60% オフで販売。個人で販売目標を決めて活
動している。

銚子ガス
　各種業務機会を捉え、警報器の有効性をＰＲ、普及に努め
ている。

総武ガス
　定期的な訪問および検針時において、警報機のＰＲ活動し
ている。

大網白里市
　市広報でＰＲしている。

白子町
　事務所内のコミュニティセンター等に周知ポスターを掲
示。年1回の周知パンフレット等により需要家に周知。

習志野市
　全体の普及率は 2 割程度と低いため、今後も関連会社と
協力し、普及促進に努めていく。

東日本ガス
　新規開栓時に必ず警報器（単、複合機）の取り付けを周知
している。業務機会訪問時、定期保安巡回時に周知。地域防
災フェアおよび展示会等において設置の推進を啓蒙している。

京和ガス
　有効期限切れ警報器交換提案ＤＭ郵送。警報器リース対応
機種増加。定期保安巡回点検と開栓時、警報器販売とともに
リースパンフレット配布。

長南町
　警報器未設置の需要家にちらしによる周知また警報器の役
割を説明するなどで設置を促す。年 1 回開催する規模 500
人程度のフェスティバルの展示ブースで普及促進を図る。

昭島ガス
　警報器普及に向けガス展、地域イベント等で警報器のＰＲ
活動を実施、開栓作業時に顧客へパンフレットを配布して普
及促進に努めている。また、集合住宅等には効期切れ前に管
理会社、管理組合へ更新交換のお知らせを郵送して更新交換
を提案。

青梅ガス
　「ガスと暮らしの安心」運動およびガス展示会等を利用し
複合型警報器の普及に努めている。

武陽ガス
　開栓時、業務接点時に未設置需要家や有効期限切れの需要
家へ提案。ガス機器を購入した顧客がガス警報器の新規リー
ス契約を結ぶと割引している（あんしん割引）。期限切れ前、

はがきと電話で取り換えを勧めている。

長野都市ガス
　有効期限切れの警報器所有者への取り換えを勧める活動の
実施や、快適ウォッチの設置お勧め活動により、普及を推進
している。

大町ガス
　新設の場合は、設計時点で見積りに入れるようにしている。
期限切れのフォローを確実に行うように心掛けている。

上田ガス
　定期保安巡回等の機会を捉え周知、営業を行う。ガス展等
イベント時での展示ＰＲを行う。

松本ガス
　開栓時および定期保安巡回時に顧客に勧めている。

諏訪ガス
　未取付需要家に対し、定保時に必要性を説明。期限切れ需
要家には自社作成のちらしを定保時に手渡し、取り換えを促
進している。業務用需要家で換気センサー未取付需要家に対
し必要性をアピールする。

厚木ガス
　顧客に警報器をわかりやすく伝えるため、更新の事前案
内として送るＤＭ内容の検討。集合物件の管理会社・不動
産・オーナーへ安全周知を行い、警報器の一括設置の訴求。
毎月、担当者全員による警報器設置進捗会議の実施。

秦野ガス
　開栓時、定期保安巡回等に普及推進活動を実施する。また、
あらゆる接点業務機会でＰＲを継続してゆく。

小田原ガス
　開栓や修理をはじめとする、各接点業務機会でのＰＲ。

湯河原ガス
　開栓、定保などの業務機会やイベント時における周知。集
合住宅については、入居者だけでなく、管理会社および管理
組合へ折衝し設置および更新をお願いしている。

吉田ガス
　期限が到来する警報器の取り換えおよび新規取り付けも顧
客の理解を得て設置。

熱海ガス
　「快適ウォッチ」の採用による複合型のアピール。業務機
会時の推奨。ガス展等、イベントちらしでの周知。

伊東ガス
　複合型のリースによる設置を勧めている。

下田ガス
　開栓時、保安巡回時等機会あるごとに取り付けを勧める。

島田ガス
　開栓時と定期保安巡回時に設置を勧めている。設置情報を
管理し、顧客には取り換え時も必要性を理解してもらい、継
続設置に努めている。

御殿場ガス
　新設物件への設置や期限切れ更新を確実に行うとともに、
あらゆる業務機会を通じて未設置需要家への普及を図る。ま
た、快適ウォッチの提案等、従前とは異なるアプローチで普
及率アプローチを図る。

中遠ガス
　任意のガス器具無料点検時の声掛け。

袋井ガス
　ガス展、自治体が開催する展示会において警報器を展示、
また公民館、消防署などの施設にポスター、パンフレットを
設置し普及に努めている。開栓、修理訪問等、あらゆる機会
を通じ警報器の設置を積極的に推進し普及率の向上を図る。

東海ガス
　開栓時の警報器新規取付と定期保安調査時に未設置の顧客
には設置を、期限切れの顧客には取り換えの交渉を併せて
行っている。業務用に取り付けた業務用換気警報器の設置状
況を定期的に確認している。

犬山ガス
　開栓時や定期保安点検などを活用し、ガス警報器の普及に
努めている。

上野都市ガス
　新規物件では、ガス工事に含めているので問題はないが、
更新時に苦労をする。
　交換期限の当月に、更新を促すＤＭを出し、その後更新の
依頼電話をかけて、更新脱落を防いでいる。集合物件では、
管理会社、オーナーに、更新設置を依頼している。

名張近鉄ガス
　火災警報器とのセット割引販売。開栓受付時にガス警報器
のＰＲ。定期保安調査時やガス機器メンテ訪問時などの業務
機会に警報器ちらし配布によるＰＲ。

甲賀協同ガス
　全需要家に対し、ガス漏れ警報器の無償貸与による設置を
提案、普及促進を図っている。

大垣ガス
　定期保安検査等の機会に、未取付顧客へちらしを手渡し、
取り付けを勧める。期限満期のお知らせ時には、継続を強く
勧める。

日本海ガス
　キッチン機器購入時の警報器設置に対して割引を適用。警
報器、セールストークについて勉強会を開催。普及率（設置
台数）の増減を月次で担当ショップ、担当者ごとに「見える化」
し、意識を高める。

高岡ガス
　提案ツール（デモ機、ちらし）を各社員が携帯し、開栓・
器具修理・定期保安点検やガス漏洩対応時に警報器未設置
の顧客宅訪問時に積極的に設置提案を実施している。

小松ガス
　リース、買い上げを問わず更新時期が近い顧客には地区担
当者による取り換え訪問を実施している。
　また定期保安調査やサービス業務等で訪問する際にも更新
時期をお知らせし、顧客に意識してもらうよう心掛けている。
　全社的に警報器取付率向上に取り組んでおり、警報器新規
取付け率が高い開栓時の新規取付けを促進するべく、社内研

修会においてそのＰＲ方法、警報器取付けのための知識向上
を盛り込み、各部署で取り換え更新と新規取付け目標台数を
設定し達成に向けて取り組んでいる。

福井市
　現在は、広報誌や消費機器調査時に周知やお勧めをしてい
る。今後は、業務用の需要家に対し、業務用換気警報機の取
り付けをちらし等で周知していく。

越前エネライン
　ガス展示会にブースを設け警報器設置のＰＲを行ってい
る。また業務用については年 1 回のちらしを配布している。
一般住宅での期限切れ機器の取り換えは進んでいるが、新規
設置の伸びは小さく業務用での普及は進んでいない。

丹後ガス
　顧客訪問時と、建物管理者への取付折衝。

福知山都市ガス
　警報器の設置台数に関して、期限切れのものが非常に多く
あり、特に公営施設や公営住宅（市営、府営）に多く集中し
ており、現在取り換え交渉を行っている。
　警報器の設置ととも、当社グループ内での 24 時間保安監
視システムＡＣＵ24の普及も同時に進めている。

長田野ガスセンター
　業務用換気警報器は対象顧客に無償で取り付けている。（対
象＝業務用機器を設置している室）年に 1 回以上作動点検
を実施している。

大津市
　イベント等の開催時にポケットティッシュ（警報器の設置、
交換等を表記）を配布している。また、ポスターを本市の主
要施設、各支所、保育園、幼稚園、小学校等に掲示している。
企業局の広報誌にもポスター内容を掲載し普及促進に努めて
いる。業務用換気警報器の普及促進を図って、ＣＯ中毒事故
防止を目指した取り組みを強化する必要がある。

大和ガス
　保安調査、機器の修理等訪問時の声かけの徹底とセールち
らしへの掲載、リース契約の強化中。取り換えについてマン
ション、集合物件等の家主や管理会社との直接交渉にて更新
率アップを目指している。

五条ガス
　火報、ＣＯ検知機能付のリース中心に普及促進。

新宮ガス
　普及率が低迷しているので、開栓時の周知を強化。

大武
　開栓業務時には必ず提案。またその他の業務機会でも未取
付顧客宅では必ず提案することを心掛ける。

河内長野ガス
　全部署が新規取付目標を設定し顧客に勧めている。期限切
れ更新を確実に実施するため、不在宅へ休日・夜間に電話で
フォローを実施。新規、更新ともに対策状況を毎月会議で報
告し共有している。

豊岡エネルギー
　開栓、定期保安点検、機器修繕時等の訪問機会に、警報器
設置により未然に事故を防止できた事例を紹介して警報器を
提案。更新率アップのため、休日や夜間訪問日を設定して更
新活動を実施。

篠山都市ガス
　自社で取り組んでいるガス集中監視システムを警報器と連
動設置することを推奨し，顧客に安全と安心を提案すること
で警報器の普及に努めている。ガス開栓、定期保安調査、ガ
ス展等顧客と対面する機会を利用し、警報器の必要性を周知
している。

伊丹産業
　電話回線を利用した警報遮断連動型の警報器取り付けを促
進しているが、費用等の理由から取付数が伸びていない。Ｌ
Ｐガス部門の実績と安全性等をアピールし、普及を実施。新
築物件向けも積極的にＰＲ。

津山ガス
　あらゆる業務機会を通じ、新規取り付けのお勧め、期限切
れの更新のお願いを実施している。期間を限定し、新規取付
キャンペーンも実施している。

水島ガス
　更新率の向上。普及率向上の見込めるリース契約を促進。
電池式や温度・湿度検知つきの機種採用を検討。担当者の設
置意識向上策として、販売ロープレやメーカーによる講習会
を実施。新規取付の促進。新規取付キャンペーンの開催検討。

福山ガス
　開栓、定期保安点検時にＰＲを行っている。見積り作成時
には、警報器見積りを同時に行い、従業員で行う販促セール
対象品目にして取り組みを実施し普及に努めている。1 年以
上更新されていない顧客をリスト化し、電話または訪問して
更新を実施している。

因の島ガス
　開栓時やその他の業務機会に設置を勧めている。

米子ガス
　期限切れ警報機の取り換え促進。

松江市
　定期保安調査などの機会に、取り付けをお願いしている。
マンションの管理組合等に対して、取り付け・取り換えを提
案している。

出雲ガス
　専従者を 1 人配置。検満 5 カ月前リストを発行し更新。
新規については開栓時に 100％設置の心掛け。未設置需要家
については必要性を周知し設置依頼。

浜田ガス
　展示会，自社発行誌の配布等あらゆる業務機会において新
規取付のＰＲを実施。継続更新に取り組んでいる。

久留米ガス
　開栓受付、作業時および定期保安点検終了時に警報器の案
内を行い警報器の必要性や機能を知っていただくことを心掛
けている。今後は火報ＣＯ検知機能付警報器の一層の普及拡
大を図るとともに引き続き分譲マンションへの一斉取り換え
提案を行うことで普及率向上を目指す。

大牟田ガス
　新築物件については、設計段階より警報機設置を案内する
ことで設置率 80％以上を目指す。取り換えについて期限満
期 2～ 3 カ月前から事前連絡を行い取り換え率の向上と普
及率向上を目指す。

筑紫ガス
　業務機会に取り付けを促進。有効期限前に周知し、取り換
え巡回を行っている。分譲マンション等には管理組合や管理
会社を通じて、一斉取り換えの協力をお願いしている。業務
用途の顧客へは、巡回の機会に安全周知と事故事例の紹介を
行い、未然に事故防止に努めている。

唐津ガス
　ガス漏れ警報器については個別巡回頻度を増し設置促進を
図っている。

佐賀ガス
　普及率アップのため、年一回全需要家へＰＲちらしを配布、
またリース制度を設けている。期限切れ間近の需要家へはお
知らせはがきを送付後、営業係員にて連絡訪問し取り換えを
促進している。

エコア
　定期調査、開栓調査、特別訪問等を利用し取付促進に努め、
普及率100％を目指している。

宮崎ガス
　ガス展、防災展等のイベントでの呼びかけや、開栓、定期
保安調査等での、業務機会を通じて普及に取り組んでいる。

南日本ガス
　定期保安調査時に取り付け促進。業務用換気警報器設置率
は目標100％達成を目指す。

国分隼人ガス
　満期取換周知はがきの投函や電話連絡、保安点検や開栓時
に対応している。

沖縄ガス
　新設、リフォーム工事等で警報器の取り付けを提案する。
ガス開栓、消費機器調査の際に取り付けの提案、促進を図っ
ている。
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