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基本理念 

 

日本ガスは、環境特性に優れた天然ガスを中心とするエネルギー供給の担い手として、エネルギー

と資源の効率的利用を追及し、地域と地球の環境保全活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献

します。 

 

 

 

行動指針 

 

1. 都市ガス事業において、環境関連法規の遵守にとどまらず、事業活動に伴う環境負荷のさらなる

低減に努めます。 

 

2. 環境特性に優れた天然ガスを中心とする都市ガスの普及拡大と高効率機器システムの普及促進

により、お客様先での環境負荷の低減に努めます。 

 

3. 環境パートナーシップに基づく地域社会活動により、地域と地球の環境保全に積極的に貢献しま

す。 

 

4. 環境マネジメントの充実と環境情報の発信に努めます。 

 

5. 社員の環境への意識を高めるとともに、環境関連技術の研究開発に努めます。 

 

 

◎行動指針に基づき、以下のご報告をいたします。 

 

 

1. 都市ガス事業において、環境関連法規の遵守にとどまらず、事業活動に伴う環境負荷のさらなる

低減に努めます。 

 

① 省エネ・リサイクル活動 

供給分野ではポリエチレン管（ガス管）廃材のガス管標識シートへの再利用や、ガス管の埋

設工事で発生する掘削土削減を行っています。また、検定有効期限の切れたガスメーターは、

メーカーにて分解・点検・修理され、検定を受けた後再利用しており、平成 27 年度のリサ

イクル率は 100％と全量リサイクルされています。 

 

事業所においては、コピー用紙は両面使用し、古紙や両面使用済みのコピー用紙は、リサイ

クル業者による回収を行なっております。 

そのほか、グリーン購入を心掛けるなど、省エネ・リサイクル活動を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 



② 二酸化炭素排出量削減の努力(平成 27年度) 

二酸化炭素排出量 

平成 27 年度における、当社の事業活動において使用したエネルギー量（ガスの製造や事務所にて使用した電

気量、事務所で使用したガス量、ガスの製造に伴って使用した燃料油量）と、CO2 換算量を以下に示します。 

 

施設名 電力量（kWh） 自家使用ガス（m3） 燃料油、軽油（kl） CO2換算小計 

鹿児島工場 3,764,000  111,594  4  2,585.8ｔ  

国分隼人製造所 43,944  7,788  0  45.5ｔ  

本社他 384,834  47,471  0  349.5ｔ  

○A  合計 2,980.7ｔ  

※各エネルギーの換算係数 [電力量]（昼間/一般）9.97GJ/千 kwh、（夜間）9.25GJ/千 kwh、[13Aガス]46.1GJ/千 m3、[A重油]39.1GJ/kl、

軽油 38.2GJ/kl、ガソリン 34.6GJ/kl （原油への換算係数 0.0258kl/GJ） 

※CO2への換算係数 [電力量] 0.378kg/kwh、[13Aガス] 2.36kg/Nm3、[A重油] 2.71kg/kl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二酸化炭素削減 

クリーンエネルギーである天然ガスへの転換促進と高効率機器の販売等、お客さま先での二酸化炭素排出削減

に取り組んでいます。平成 27 年度の実績数と二酸化炭素推定削減量を示します。 

 

削減項目 CO2削減量/年 

都市ガスへの燃料転換 業務用ガス需要開発 130.7ｔ  

LNG への燃料転換 産業用ガス需要開発 1,950.0ｔ  

エコジョーズの販売 870.7ｔ  

エネファームの販売 175.5ｔ  

エコウィルの販売 152.9ｔ  

○B  合計 3,279.8ｔ  

 

 

平成 27年度 二酸化炭素排出削減量合計 ○A ―○B   

今後も事業活動に伴う環境負荷の削減と、クリーンエネルギーの普及に取り組んでまいります。 

 

※単位発熱量と炭素係数 

[都市ガス（46MJ）]単位発熱量（低位）41.5、

単位発熱量（高位）46.0、単位 GJ/千 Nm3、炭

素係数 0.0136tC/GJ 

[液化天然ガス(LNG)]単位発熱量（低位）49.2、

単位発熱量（高位）54.6、単位 GJ/t、炭素係

数 0.0135tC/GJ 

※各高効率機器の CO2削減率 

[エコジョーズ]-13％、[エネファーム]-38％、

[エコウィル]-39％ 

-299.1ｔ 



2. 環境特性に優れた天然ガスを中心とする都市ガスの普及拡大と高効率機器システムの普及促進

により、お客さま先での環境負荷の低減に努めます。 

 

① 天然ガスのメリット 

●地球にやさしいクリーンエネルギー 

 

天然ガスは、産ガス国で-162℃に冷却され、液化天然

ガス（LNG）となる段階で、環境に悪影響を与える硫黄

分や塵などを取り除くことができます。そのため、石

油や石炭などに比べ燃焼時に温室効果ガスの一つと言

われる二酸化炭素の発生量が少なく、さらに酸性雨や

大気汚染の原因とされる窒素酸化物の発生も少なく、硫黄酸化物が発生しない、環境特性に優れたクリーンエ

ネルギーです。 

 

●安心の長期安定供給 

 

天然ガスは採取地が中東地方に偏っている石油

とは異なり、世界各地に広く分布し、その埋蔵

量も豊富です。当社における天然ガスは、海外

産ガス国との長期輸入契約にもとづく液化・輸

送・受入までの一貫したプロジェクトにより輸

入されており、将来にわたっての長期安定供給

が可能です。 

 

 

② 高効率機器の普及 

●環境にやさしく、省エネを実現するガス空調 

 

ガス空調（ビル冷暖房など）には、吸収式とヒートポンプ式（GHP）があります。

吸収式は水を冷媒としており、オゾン層を破壊するフロンガスを使用しないため、

大気環境の保護に貢献します。 

ヒートポンプ式（GHP）は、都市ガスを燃料とするガスエンジンによりヒートポン

プを稼働するため、従来の電気式に比べて消費電力を大幅に抑えることができ、

さらに暖房時にはエンジンの排熱を利用するため効率のよい空調方式です。どち

らも夏場の電力ピークカットやエネルギーの平準化に貢献します。 

 

 

●ガスコンロの環境性、安全性 

ガスコンロは安心・便利・かしこいセンサーをすべてのバーナーに搭載し

た「Siセンサーコンロ」へと進化しました。 

ガスならではの強力で料理がおいしく作れるガスコンロ。さらに安心して

ご使用いただくために「天ぷら油加熱防止装置」や「立ち消え安全装置」

など多彩な安全機能を搭載。また「油温度調節機能」「自動炊飯機能」な

ど、便利機能も豊富です。 

鹿児島県庁舎様（吸収式ガス空調使用） 



③ コージェネレーションの普及促進 

●ガスコージェネレーションによるエネルギーの有効活用 

 

ガスコージェネレーションシステムとは、「Co（共

同の）Generation（発生）」の名前の由来のとおり、

一つのエネルギーから複数のエネルギー（電気エ

ネルギー＋熱エネルギー）を取り出すシステムで

す。天然ガスを燃料としてエンジン・タービン・

燃料電池などで発電し、従来の発電システムでは

捨てられていた排熱を温水・上記の形で取り出し、

冷暖房や給湯などに利用できます。 

 

 

必要な場所で発電するので、エネルギーロスを最

小限に抑えます。また、商用電力とコージェネ発

電電力の併用により電源の二重化、安定化がはか

れ、さらに一定の条件を満たせば、非常用発電設

備としても使用でき、設備・スペースを有効に利

用できます。 

 

 

 

 

●理想のエコシステム～太陽光発電とのダブル発電～ 

 

環境性の高い天然ガスを利用した「マイホーム発電」と

自然エネルギーによる「太陽光発電」を組み合わせた「ダ

ブル発電システム」。昼間は太陽光で、夜や雨の日はガス

で電気を作ります。 

 

クリーンな天然ガスと太陽という自然のエネルギーを使

うことから、環境にやさしく省エネにもつながります。

さらに家庭の電気をまかなえるのはもちろん、余った電

気は売ることができるので経済的です。 

 

二酸化炭素排出量を大幅に削減し、経済的で環境にもやさしい、理想のエネルギースタイルを実現します。 

 

 

●「つかう」場所で「つくる」マイホーム発電    

★家庭用燃料電池「エネファーム」 

 

水の電気分解とは逆の原理で、天然ガスから取り出した水素と空気中の酸素を化

学反応させて発電を行います。さらに発電時に発生した熱は回収され、貯槽タン

クの水を加熱してお湯を作ります。 

一次エネルギー消費量と二酸化炭素排出量を大幅に削減でき、酸性雨の原因とな

る窒素酸化物や硫黄酸化物がほとんど発生しないクリーンなエネルギーシステム

です。 

 

ガスコージェネレーション採用例（左：城山観光ホテル 様 右：アミュプラザ鹿児島 様） 



★ガス発電・給湯暖房システム「エコウィル」 

 

ガスエンジンで発電機を回して直流電気を発生させます。インバーターで交流に

変換された電気は家庭内へ。その際、エンジンの冷却水と排熱から熱を回収し、

貯湯タンクの水を加熱してお湯を作ります。 

 

天然ガスから熱と電気 2つのエネルギーを作り出し、熱を給湯や暖房に有効活用

する高効率で地球にやさしい「ガスコージェネレーションシステム」です。 

 

 

 

 

●省エネ高効率給湯器「エコジョーズ」 

～熱効率を 95％に大幅アップ～ 

 

エコジョーズは従来大気中に捨てられていた排熱を再利用し、エネルギ

ーを効率よく大切に消費します。また、二酸化炭素の排出量も低減し、

光熱費も節約します。 

 

太陽光発電との組み合わせも可能で、地球環境と私たちの豊かな暮らし

を考えた住宅に欠かせない給湯器です。 

 

 

 

 

 

④ 低公害車の普及を目指して（天然ガス自動車）  

 

天然ガス自動車（NGV）は天然ガスを燃料とし、黒煙を全く出さず、地球温暖化の主な原因とされる二酸化

炭素の排出量がガソリン車に比べて約３割少ない環境にやさしい自動車です。このような特徴を有する天然ガ

ス自動車は、路線バス・配送トラック・乗用車など実用車として幅広く活躍しています。 

 

当社は環境保全や石油依存度低減の施策に貢献すべく、官公庁や民間事業者等に対し、積極的に普及促進の

PR を行っており、鹿児島市内における天然ガス自動車数は平成 28年 3月地点で 196 台になっております。ま

た、燃料補給施設として、天然ガス急速充填所（エコステーション）が２ヵ所（南栄 3丁目・新栄町）が営業

しております。 

 

 



⑤ 太陽光発電事業 

 

当社は、平成 23 年より太陽光発電事業に

参入しました。規模は、一般家庭 750 戸

の年間電力使用量に相当する発電量とな

ります。 

また、自社だけではなく、他社と共同で

の太陽光発電所建設も行っております。 

 

南九州唯一の LNG 基地を拠点に「総合エ

ネルギー企業」としての役割を果たすべ

く、今後も積極的に再生エネルギーの導

入に取り組んでまいります。 

 

 

鹿児島メガソーラー発電所 発電規模 約 1MW 

霧島ソーラー発電所 発電規模 約 300KW 

岡之原太陽光発電所 発電規模 約 900KW 

 

3. 環境パートナーズに基づく地域社会活動により、地域と地球の環境保全に積極的に貢献します。 

 

① クリーンシティ鹿児島 

 

鹿児島市主催の市民一斉清掃活動です。 

鹿児島中央駅前アミュ広場で中央駅振興会の皆さまと合同の

朝礼後、中央駅からナポリ通りと本社周辺を清掃しました。 

 

 

 

② エコパまつり 

 

鹿児島市と環境パートナーシップかごしま（エコパかごしま） 

が主催するイベントです。エコパかごしま会員の日頃の環境 

活動の取り組みを紹介したブースを開設しています。 

 

 

 

③ かごしま環境フェスタ 

 

鹿児島市が主催するイベントで、環境未来館で行われます。 

天然ガス自動車の展示のほか、リサイクル工作体験など、 

環境について学べるイベントです。 

 

写真は、鹿児島工場メガソーラー発電所 



4. 環境マネジメントの充実と環境情報の発信に努めます。 

 

□ 環境委員会の開催 

環境委員会を毎月１回開催し、環境行動計画で取り決められたエネルギー使用状況の目標と実績を

確認しながら、さらなる省エネルギーの推進を行っております。身近な電気はこまめに切り、空調

の温度管理等も実施しています。また、これらの意識を高めるために、電気のスイッチには「使用

後は必ず消灯」、空調機の操作盤には「冷房時室温 28℃以上！暖房時室温 20℃以下！」等のステッ

カーを貼り、電気使用量の低減に取り組んでおります。 

 

□ 鹿児島工場、環境マネジメントシステム（ISO14001）の継続的運用 

鹿児島工場では、平成 14 年 12 月に ISO14001 を取得し、その後の環境マネジメントシステムによ

り別途報告書を作成しています。 

 

□ 鹿児島市環境管理事業所の認定 

鹿児島工場 平成 18年 9月認定  本社 平成 19年 2月認定 

 

 

 

5. 社員の環境への意識を高めるとともに、環境関連技術の研究開発に努めます。 

 

□ 環境学習会 

環境教育を毎年開催し、当社の実態や外部講師による環境講話を聞くことにより、さらなる環境意

識高揚に努めています。 

□ 会社周辺の清掃活動 

本社では定期的に就業時間前の本社周辺清掃を行っています。 

□ クールビズ（６月～９月） 

□ 社内報による環境活動の実施報告 

□ 環境関連技術の研究 

・自治体や地元大学と連携し、再生可能エネルギーの積極的活用を目的とした研究を実施しています。 
・バイオガスプラントメーカーと、家畜排せつ物を原料としたメタン発酵技術の開発を行っています。 

 

 

 


