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天然ガスについて

クリーンなエネルギー

供 給 安 定 性

当社がお客さまに供給している”天然ガス”。
環境にやさしく、安定供給が可能であることから、次代を担うエネルギーとして注目されています。

勇払油ガス田は天然の割れ目が発達した地層の中に油・ガ
スが含まれる世界的にも珍しい油ガス田です。苫小牧市東
部に位置し、苫小牧西港からウトナイ湖西方の石狩地帯平
野部にかけて広がっています。

天然ガスは、石炭や石油に比べて燃焼時に発生
する二酸化炭素（CO₂）や窒素酸化物（NOX）の発
生が少なく、硫黄酸化物（SOX）の発生もほとんど
ありません。
※資源エネルギー庁「エネルギー白書2010」より

天然ガスは世界各地に豊富に埋蔵されており、新たな天然
ガス開発も進んでいます。 これにより、天然ガスの「供給安
定性」は大きく向上しているといえます。
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エネルギーの地産地消
勇払油ガス田で産出された「苫小牧
産天然ガス」を含むガスは、パイプラ
インで直接お客さまのもとへお届けし
ています。そのため、当社はより環境
にやさしくお客さまにエネルギーを供
給することが可能となっています。
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お客さまの安全・安心のために

保安体制の確保  夜間にも保安待機者を配置し、24時間ガス漏れに対応します。

点  検  業  務  安全確保に向け、ガス設備の安全点検を定期的に実施しています。

訓       練  地震等の災害を想定した訓練を、消防等関係機関と行っています。

お客さまに安心してガスをお使いいただくため、日々の点検や訓練等を欠かさず行っています。
また、24時間365日体制で「保安の確保」に努めています。
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天然ガスで環境にやさしいエコな暮らし

天然ガスセントラルシステム

天然ガスマイホーム発電  経済産業省・北海道経済産業局平成23年度［北の省エネ・新エネ大賞］受賞

ガスで便利でおいしい料理  高性能ガス機器

「エコジョーズ」とは、少ないガス量で効率よくお湯を沸かす省エネ性の高い給湯器です。
また、１台で給湯・暖房・お風呂を使用することができ、設置場所も省スペースです。

「コレモ」でガス発電を行うことで光熱費がかさむ冬の光熱費を抑えることができます。
オールガスでエコで快適な暮らしを実現しています。

熱効率がアップすると、使うガス
の量も少なく済みます。さらに、
エコジョーズは待機時消費電力
が1.1Wと約40％削減できます。

地球温暖化の一因となるCO₂排
出量を従来と比べ大幅に削減し
ます。

今まで捨てられていた排気熱を
再利用することで、従来では約
80％程度だった給湯熱効率が
95％に向上しました！

従来型と比べ
ガス使用量↘約11％カット！ 従来型と比べ

CO₂排出量↘約11％削減！従来型の
熱効率約80％↗95％へ！

高 効 率 節　約 環 境 性

発生熱を有効活用！ 発生熱

発電

万が一の停電時にも対応可能！

電気に！

お風呂に！

暖房に！

給湯に！
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クリーンで省エネ 広がるガスの可能性

天然ガスは燃焼時の二酸化炭素の排出量が少ないクリーンエネルギーです。
また、商品性能の向上により省エネなガス機器も登場しており、クリーンと省エネの両立が可能です。

コージェネレーションシステムなどの活用により、天然ガスでの分散型エネルギー社会への対応も広がっています。

駒澤大学付属苫小牧高等学校 様
学生寮「敬愛寮」（厨房・給湯・暖房）

四季舎 フルールブラン 様
パン・菓子販売（GHP・厨房）

苫小牧市立病院 様
総合病院（ガスコージェネレーション）

ニングル 様
ラーメン店（厨房・給湯）

グランドホテルニュー王子 様
ホテル（厨房・給湯ボイラー）

沼ノ端はくちょう苑 様
介護老人保健施設（厨房・給湯・暖房）
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イベント・地域貢献等社外活動について

当社が取り組んでいる、環境保全活動および地域イベントについてご紹介します。

エコ・クッキング
環境へ配慮した食生活への取組「エコ・クッキング」を推奨
し、ナビゲーターによるイベントも開催しています。
※エコ・クッキングは東京ガスの商標登録です。

053（ゼロごみ）推進
春季・秋季の2回にわたり市一斉の大掃除月間「053（ゼロ
ごみ）の日」に合わせ、環境美化へ取り組んでいます。

とまこまいキッズタウン
市内の小学校3・4年生の中から抽選で選ばれた600名を対
象とした職業体験イベント。子供たちにガスについて興味
をもってもらう貴重なふれあいの場となっています。

ガス展
日頃の感謝を込め、お客さま還元を目的としたイベントを
年に一度開催しています。お祭りをテーマとした雰囲気づく
りに従事し、多数のイベントを行っています。

イベント・地域貢献活動

環境への取り組み
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苫小牧ガス株式会社

■会社主要データ（2019年3月31日現在）
----------------------------------------------------------------------------------------------------
本           社 苫小牧市末広町2丁目10番19号
  TEL0144-32-5381
設           立 昭和36年6月13日
資    本    金 4,275万円
従    業    員 49名
主な事業内容 １．ガス事業
  ２．ガス生産による副産物の加工
                               および販売
  ３．ガス器具の販売
  ４．灯油・重油の販売
  ５．前各号に関連する事業
供  給  区 域 苫小牧市
お客さま件数 26,422件
ガ ス 販 売 量 28,914千㎥（45MJ/㎥）
売    上    高 3,037百万円
グループ会社 苫ガス燃料株式会社

■沿 革
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1961年  6月 資本金2,850万円で設立 
1963年  6月 資本金4,275万円に増資 
1980年12月 本社社屋新設完成 
1987年  3月 傍系会社苫ガス燃料株式会社を設立 
1997年  4月 コンピュータ(ガス料金システム)の自社導入 
2005年  3月 ガス販売量5,302千㎥（45ＭＪ/㎥）
2005年  4月 大口供給開始
2007年  4月 天然ガス転換作業開始 
2007年12月 天然ガス転換作業完了 
2011年  6月 創立50周年を迎える 
2016年  7月 本社社屋増改築完成
2019年  9月 マッピングシステム入替
                           （大阪ガスエンジニアリング㈱ MasterMapNeo導入）
2019年12月 基幹システム入替（㈱両毛システムズ GIOS導入）

「地域に根付き、地域に愛され、
地域に貢献する企業」を目指します。
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部署紹介

お客さまとのコミュニケーションを担う部署（営業部門）

ガスパイプラインにより安定的にガスをお届けする部署（供給保安部門）

さまざまな分野から苫小牧ガスをプロデュースする部署（事務部門）

お客さまの生活を支え、毎日の暮らし、経済活動に欠かせない都市ガス。
苫小牧ガスのさまざまな事業を支える主な部署を3つの役割に分けて紹介します。

家庭用、商業用、工業用などのお
客さまに“ガス”を活用した快適
で豊かな暮らしづくりや経済活
動に貢献していきます。

経理・総務・人事・広報・経営企
画・情報システム・料金事務など、
苫小牧ガス全体を創造し、支える
役割を担います。

お客さまに安全・安心に天然ガ
スを使っていただくという使命を
胸に、ガスパイプラインの延伸や
改善・入替を進めながらガスネッ
トワーク全体の強靭性を高めて
います。パイプライン・供給設備
の維持管理、緊急保安業務など、
技術面からガスの安定供給、保
安の確保に努めています。

◆家庭用◆
「エコジョーズ＋コレモ」をはじめとする環境配
慮型機器の普及、営業・販売戦略の企画立案・
推進、天然ガスの省エネ性、環境性、経済性など
をPRするお仕事があります。

◆業務用◆
工場、病院、学校、ビル、飲食店などのお客さま
に向けて、「ガスコージェネレーション」や「ガス
空調」などの最適なエネルギーシステムの提案
を行い、高効率でローコストなエネルギーサー
ビスを提供するお仕事があります。




