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１．年度当初の認識

（１）マクロ環境

・自然災害の多発による、社会・国民の安全意識の向上、防災対策や災害時対応への要請の一層の

高まり

・中長期的エネルギー・環境政策（低炭素化・脱炭素化等）の議論の進展

・デジタル化を始めとするイノベーションの進展によるビジネス形態・様式変化のさらなる加速

・「SDGs（持続可能な開発目標）」の達成に向けた取り組み機運の世界的な高まり

・少子化、人口減など社会構造の不可逆的な変容に起因する地方経済の低迷

・法人の事業運営に対する社会やステークホルダーの関心の高まり

（２）ガス事業関連

・「ガス安全高度化計画２０３０」の策定

・「規制改革実施計画」に明記されたガス事業制度に関する課題の議論継続

・自由化による事業者戦略の多様化(グローバル化/ローカル化、総合エネルギー企業化/他エネル

ギー競合等）

２．年度内の変化要素

・国内における新型コロナウイルス感染拡大に伴う、地域に根ざすライフラインであるガス事業に対する、

感染拡大防止や事業継続による社会機能維持に向けた対策や生活不安者支援への期待の高まり

・菅首相による「２０５０年カーボンニュートラル宣言」を契機とした、脱炭素社会の実現に向けた社会的

機運の高まり

Ⅰ．外部環境

3



（１）レジリエンスの強化

①保安向上計画２０２０をはじめとする事故防止活動、経年設備の改善活動を行った

②更なる災害対応力強化に向け地震対策ロードマップの展開など会員事業者と連携した取り組みを

行った

③スマートメーターシステムのコストダウン、導入に向けた環境整備を進めた

（２）天然ガスの一層の普及拡大

①レジリエンス強化、省エネ、再エネ拡大や暮らしの健康・快適に資するガスシステム普及に向けた取り

組みを推進した

②技術開発の推進を通じた天然ガス利用ポテンシャルの拡大に努めた

（３）地方ガス事業支援の強化

①地方ガス事業の持続的発展に向けた、地方ガス事業者による地域活性化活動への積極的な参画な

ど地域に対するコミットメントを深めることの重要性の継続提起に努めた

②先進事例の共有化等を通じた上記取り組み機運を醸成した
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（４）対外発信力の強化

①ステークホルダーにエネルギー・環境政策における天然ガスやガス事業の貢献可能性について

理解を深めてもらうべく、会長会見、各種審議会あるいは国際会議等において、ガス業界の考え

方や取り組みを、より積極的に発信した

（５）組織基盤の整備・強化

①改正した定款（新たな業務執行体制、会員資格体系）や規程に基づく組織運営を定着させた

②中計ターゲットとして示した事務局体制（要員）実現への道筋の整理を行った

（６）年度内の変化要素への対応

①新型コロナウイルス影響下における各種会議等でのWebや書面決議などの活用による安定した

組織運営を実施。また、新型コロナウイルスの影響下においても復旧応援体制を構築することを

目的に、「震度６弱以上の地震発生時の初動対応要領－新型コロナウイルス対応追補版－」を策

定した

②「2050年に向けたガス事業の在り方研究会」において、ガス業界としてのカーボンニュートラルに

向けた具体的な取り組みを示し、脱炭素化に向けた議論へ積極的に参画した
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１．事業領域における活動報告

（１）企画領域

①エネルギー・環境政策

・国や社会が抱える課題の解決に資する天然ガスの役割やポテンシャルを一層磨き、地球温暖化対策

計画、エネルギー基本計画関連、その他議論における関係者への働きかけを通じて、各種エネルギー・

環境関連政策等の実現に貢献した

・2020年10月の菅首相の「２０５０年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」旨の宣言を受け

カーボンニュートラルに向けた議論を深めた

・「2050年に向けたガス事業の在り方研究会」における議論への積極的な参画を通じ、ガスの絶対評価向

上に貢献した

②ガス事業制度議論

・ガス事業の特性に関する関係者の理解促進に向けて積極的な発信を行い、規制改革実施計画、2022

年大手事業者導管部門の法的分離に向けた準備、一般ガス導管事業者対象の行為規制などのガス事

業の健全な発展に資する制度議論に貢献した

③会員事業者の支援

・会員事業者の適切・適法なガス事業運営に向け、関係法令・制度等に関する周知（二重導管規制、託

送収支の事後評価、行為規制、収益認識基準、2020年度適用の補助金・税制関連、環境法令、他一般

法令）等を行った

Ⅲ．活動報告
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（２）技術領域

①積極的な政策議論への参画を通じた安定供給や保安の維持・向上

・ガス安全高度化計画２０３０等の産業保安政策議論への積極的な参画や、同政策を踏まえた業界計

画・基準の検討・見直し等を通じて将来にわたるガスの安定供給や保安の維持・向上に貢献した

・次世代スマートメーター制度検討会へ参画し、電力との共同化も選択肢の一つとなるよう、インタフェー

スの仕様策定を進めた

・ガス工事の担い手不足対策として、規制緩和された外国人労働者の活用支援フォローの他、工事許可

時間延長・不使用管残置等による施工歩掛り向上及び休日確保しやすい環境の整備に向けた関係省

庁との協議に着手した

・スマート保安官民協議会において、都市ガス事業が目指す姿とスマート保安の位置付け・対象範囲を

踏まえたアクションプラン案の策定、提案を通じ、スマート保安推進に貢献した

・産業保安規制の見直しに対して、お客さま資産の定期調査・検査の頻度緩和、事業者資産の検査・点

検の保安規程化をはじめとした項目を回答するなど積極的に議論に参画した

・コロナ感染拡大をうけ、定期保安点検・周知、メーター検定満期取替、保安規程等の点検・検査の法令

改正・法令適用についてMETIと協議し、改正・適用を実現。また、 JGA資格講習及び教育訓練につい

て映像教材等を活用した講習も可能とする運用を開始するなど、コロナ影響下における保安の維持に

貢献した
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（２）技術領域

②安定供給や保安をともに支える業界内外関係者との連携強化

・JGA保安向上計画２０２０等に関わる業界内外関係者との連携を一層強化し、日々の安定供給や保安

の維持・向上に貢献した

・ガス安全高度化計画２０２０達成に向け、保安対策・災害対策のアクションプランの見直しを適宜図り、

保安・安定供給の維持・向上に貢献した

・スマートメーターシステム普及を見据え、コストダウンにも資するメーター本体の仕様標準化を図った

・保安推進プランナー会議、技術総括会議を通じた重要課題抽出や事故防止対策の水平展開を行った

・コロナ影響下におけるWebサイトを活用した技術普及セミナーの開催を通じた会員事業者の安定供給、

保安関連技術の水平展開を行った

・自社工事人身事故抑止のための支援ツール検索機能・新たな動画ツール等の導入と定着を図った

・他工事事故抑止のために官公庁・各業界団体との連携強化や、ガス管調査窓口検索サイトの活用を促

進した

・学校教育や食品衛生責任者向け講習会を通じたガス保安の理解促進に努めた

・一般ガス導管事業者以外のガス事業者との双方向コミュニケーションによる連携強化を行った

③災害発生時の経済、国民生活維持への貢献

・災害発生による国民生活、経済活動への影響を抑制すべく、地震対策ロードマップ策定のための支援

ツールや、復旧応援受入演習の展開および、台風、豪雨発生時の情報収集・報告ルールの定着など、

会員事業者と連携した災害対応力を強化した 8



（３）天然ガス普及領域

①多面的なアプローチによる天然ガスの役割の拡大

・国や社会が抱える諸課題解決につながる、ガス機器・システムの省エネ性、健康・快適性、再エネとの

親和性、レジリエンス性等といった多面的な役割を訴求するとともに、地球温暖化対策計画、エネル

ギー基本計画関連、省エネ法、建築物省エネ法関連、住生活基本計画関連などの各種エネルギー・環

境・国土強靭化政策等の実現に向けた議論への積極的な参加を通じ、天然ガスの省エネ性・重要性を

訴求した

・コロナ禍にあっても、ガスシステムの省エネ・省CO２を前提に、住まいにおける「健康・快適」等の重要性

や、家庭・業務・産業用分野横断的な「レジリエンス性」、「環境性」をより強く、効果的に訴求するための

イベント「暮らしとまち未来会議2020」を関係業界団体と連携し、オンラインにて開催した

・「ウィズガスCLUB」主催の親子クッキングコンテストは、コロナの影響により実技開催を断念し、料理を楽

しみながら食育の大切さを知ってもらうことを目的とした、特設Webサイト「おウチで親子クッキングチャン

ネル」を開設した

・「コラボ」が事務局となり進めてきた「暮らし創造研究会」は、床暖房・浴室暖房や断熱等がもたらす健

康・快適性等の研究成果についての報告会を行った

・2050年カーボンニュートラル化目標を受け、地域の中長期的な脱炭素化やレジリエンス向上に貢献す

る、コージェネレーションをはじめとするガスシステムのPRツールを制作し、国・自治体行政や企業に広く

発信した
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（３）天然ガス普及領域

②技術開発を通じた普及拡大

・カーボンニュートラル化に向けて、既存技術であるサバティエ反応を中心に技術情報収集と発信、将来

技術としてSOEC の実現性評価を実施するとともに、エネルギー会社、メーカーなど３７団体で構成され

るCCR研究会（Carbon Capture and Reuse)の事務局として主導的に外部と連携し、活動を推進した

・業務用燃料電池と次世代ガスエンジンの普及促進のため、関係者への情報共有や技術開発支援を実

施した

・水素ステーション整備促進のため、コスト低減に向けた課題整理と規制緩和の提案検討等を実施した

・技術賞制度の運営、将来性のある研究テーマへの助成金制度運営により、技術開発の推進に貢献した

③会員事業者の支援

・全国10地域の官民連携活動「コージェネレーション・地域エネルギーシステム協議会」を各地で年2回開

催し、先導的なエネルギーシステムの取組み事例や支援政策等を共有した

・業務用・工業用のガスシステムに関する教育研修や、国の支援事業の説明会を、Webを活用してオンラ

イン形式で実施し、従来を超える多数の参加者に幅広く発信した

・ガス機器・システムや天然ガス自動車の技術・政策に関する情報提供、コロナ禍を踏まえWebでの「Gas 

Innova」や「天然ガス自動車フォーラム」開催による低炭素化・デジタル化等の最新技術開発情報を発

信し、お客さま・社会への貢献のサポートを行った
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（４）地方領域

①地方ガス事業の持続的発展に向けた活動の強化

・地域に根差したガス事業者の持続的発展や地域活性化への取り組みに対する支援を行うにあたり、

事業者訪問活動等を通じて、会員各社の事業実態の把握や地域エネルギー事業・地域活性化等の

取り組みに関する情報収集を行うとともに、地方委員会での意見交換を行った

・会員各社の経営者が参加する地方部会幹事会議の場を活用し、２０１９地域活性化フォーラムの考察

やSDGsの周知浸透を図るための意見交換会（SDGsは内閣府ご講演）を行った。また、ガス事業者が

持続的発展のため取り組むべき事業活動の一助となりうる情報発信の場として「地域活性化フォーラ

ム」をWeb上で開催し、会員事業サポートを実施した

・コロナ禍で正会員代表者との意見交換機会が大幅に減少したことを受け、JGA会長・専務理事と正会

員代表者間にて、Webを活用した「no密コミュニケーション」を実施しコミュニケーションを積極的に図る

とともに、Webツールが災害等緊急時の効果的な連絡手段となり得ることを認識した

・中小会員事業者が主に加入する団体保険（賠償責任保険制度等）の安定的運用により、加入事業者

の経営基盤強化に貢献するとともに、各社の今後の経営形態多様化の増などを想定し、加入プラン拡

充など制度の一部変更の検討を進めた

・公営事業者の関心事項（他公営事業者の民営化動向等）を情報交換するためのWeb会議を実施する

など、会員ニーズに応じたコーディネートを実施した

②地域単位での会員サービス活動充実化への支援

・統合された新たな業務執行体制のもと、横串を通した会員インターフェイス機能の強化など地方部会

を通じた地域単位での会員サービス活動の充実化を支援した
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（５）広報領域

①平常時の広報活動

・天然ガスの役割・ポテンシャルやこれを実現するためのガス業界の取り組みについて、毎月の会長会見、

トップ層に対する報道機関等によるインタビュー、エネルギー記者会等関係各所との情報交換等を通じ

て情報発信を強化した

②災害時の広報活動

・災害時のお客さまの安全・安心や早期復旧につながる正確・迅速な情報発信に向け、会員事業者と連

携した災害時の広報機能（様々な手段による迅速・的確なお客さまへの情報発信）維持に向けた環境

整備やWeb研修会を行うなど、業界全体としての災害時広報の機能向上を図った

③関係者との連携による将来に向けた広報活動

・将来を担う子供たちの自国エネルギーに対する認識・関心向上に向け、エネルギー授業に活用可能な

ツールの整備・教育関係各所への提供及び会員事業者による同取り組みの支援及びWeb説明会を通

じた情報提供など、教育関係各所・会員事業者との連携を強化した
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（１）北海道部会

①ガスパーソンとして必要な知識・技術向上の支援

・会員事業者の経営基盤強化を図るため、業務担当者を対象に天然ガス普及やデジタル化促進等の研

修を行ったほか、新人・女性向け及び中堅・リーダー向けに階層別スキルアップ研修を実施した

・会員事業者の自主保安活動を支援するため、各会議及び委員会を通じて保安情報や施策等の周知と

共有化及び情報交換を行い、相互の連携強化を図った

②地方部会内共助に向けた企画・実施

・大規模災害が発生した場合を想定した受入れ演習の実施やコロナ禍で社会的優先度の高い施設への

臨時供給に向けた検討を行った

・コージェネレーションシステム及び地域エネルギーシステムの普及拡大を図るため協議会を開催し、国

のエネルギー政策及び先進事例等の情報共有を図るとともに、自治体等の参画を働きかけ会員事業者

とのネットワーク構築と、自治体主導の地域再開発（計画）への導入等のプロジェクト創出の気運醸成に

努めた

２．会員サービスに関わる活動報告
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（２）東北部会

①ガスパーソンとして必要な知識・技術向上の支援

・コロナ禍において、企画力・業務対応力向上のための業務研修を一部実施した

・保安対策に関する知識の習得を図る技術力向上研修については、コロナ感染防止対策を講じて開催

した。また、安定供給の確保に資する供給設備に関する座学・実技講習会はコロナの感染状況を考慮

し、時期を後ろ倒しして開催した

②地方部会内共助に向けた企画・実施

・保安推進グループ会議、技術分科会等において保安関連情報を提供した。また、技術普及セミナーを

協会HPにて開催した

・非常事態時の応援受入訓練を始め、非常事態における運用要領に基づく救援対策通信訓練等の

実施、JGA-DRESS等の適切な運用等に向けた取り組みを行った

・都市ガスの普及拡大を図るため、都市ガスの高度利用に向けた新たな協議会の運営や、地域エネル

ギー事業を通じた地域活性化に係る好事例の共有を行った

・各県都市ガス協会等との関係強化に向け、各県の例会および保安技術関係会議において情報交換等

を実施した

・部会会員に対して部会活動の概要を周知する会報、会員間および関係機関との情報交換・連絡ツール

となる部会会員名簿を作成し配付した
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（３）関東中央部会

①ガスパーソンとして必要な知識・技術向上の支援

・保安人材育成に向け、会員ニーズを踏まえ必要な見直しを行い、技術普及支援講習会等テーマ別研

修等を実施した

・事業基盤強化に向け、コロナ禍での働き方の新しいスタイルも取り入れながら、会員ニーズに則した内

容での講習会等を実施した

②地方部会内共助に向けた企画・実施

・部会独自の保安向上に向け、部会の特性に応じ策定された運用規程に基づく訓練の実施や、カロリー

アップを計画する事業者に対する支援等を実施した

・地方ガス事業者の持続的発展に向け、地域活性化事例の共有等を通じ、事業者の地域活性化活動へ

の積極的な参画を促す取り組み等を実施した

・部会の特性を踏まえたコージェネレーションシステム導入事例勉強会の開催等により、天然ガス普及活

動を実施した

・関東中央部会HPの更なる活用やＷｅｂ会議システムの活用等により、迅速・的確な情報提供を実施した

・部会の運営に関しては、関東中央部会組織・組織運営見直しのPDCAサイクルの実施や、効率的な運

営に心がけて実施した
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（４）東海北陸部会

①ガスパーソンとして必要な知識・技術向上の支援

・ガス主任技術者試験受験準備研修会を開催した

・技術普及セミナー、経営革新セミナー（業務セミナー代替）、スキルアップ研修を開催した

②地方部会内共助に向けた企画・実施

・台風・豪雨時等の情報連絡訓練、応援受入演習、復旧進捗見える化システムおよびＪＧＡ－ＤＲＥＳＳ

操作訓練、地震時広報活動説明会、を開催した

・コージェネ・地域エネルギーシステム協議会を開催し、自治体へ情報発信を行った

・補助金説明会を開催し、国の政策や補助金の概要、採択状況などへの理解を深めた

・地方ガス事業の持続的発展に向けた先進事例の共有等を行った

16



（５）近畿部会

①ガスパーソンとして必要な知識・技術向上の支援

・経営セミナー、業務セミナー（事例発表、及び講演）の開催や外部講習の紹介を通じて業務内容、業務

遂行の立場に応じた知識と意識の向上を支援した

・被害状況報告訓練（事業者が、被害状況をシステムを使って報告する訓練）等、非常事態対応の訓練

を実施した

②地方部会内共助に向けた企画・実施

・事業者保安巡回、津波対策事例連絡会など事業者の直接対話や情報発信により保安情報の共有を推

進した

・地域エネルギー事業・地方創生活動事例の共有を通じた地域活性化への取り組み意義の水平展開を

行った
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（６）中国・四国部会

①ガスパーソンとして必要な知識・技術向上の支援

・保安技術のレベル向上に向けた事業者主催研修を、資格取得研修等に絞って実施した

・天然ガス普及拡大に資する業務セミナーをWeb開催にて実施した

②地方部会内共助に向けた企画・実施

・コージェネレーション・地域エネルギーシステム協議会を開催し、講演や事例発表により自治体への情

報発信を行った

・コロナ禍の中、保安推進プランナー・保安推進グループへの保安施策の情報提供を協会ＨＰやＷｅｂ会

議などで実施し、またアンケート調査による意見交換も実施した

・災害対策検討ワーキング、応援受入演習及び報告会を実施し、救援体制の整備や保安・レジリエンス

の強化に努めた

・各事業者に災害復旧シミュレーションの作成を促し、災害対策ワーキングにて報告、災害復旧時の自社

体制、応援受入体制の整備を図った

・幹事会議にてSDGｓの推進、地方活性化に取り組む意義に関する内容について講演を実施し、水平展

開を図った

・中国地域サイバーセキュリティ連絡会に加盟し、サイバーセキュリティに関する情報やセミナーなどの情

報を会員に提供した



（７）九州部会

①ガスパーソンとして必要な知識・技術向上の支援

・ガス普及、経営基盤強化に資する人材育成支援の研修や、コージェネレーションシステムの普及に資

する提案人材育成研修を実施した

・事業者が有する「人材開発センター」を活用し、技術研修、講習会を開催した

・消費機器調査員・内管検査員トレ－ナー講習会、技術講習会を開催した

②地方部会内共助に向けた企画・実施

・保安向上計画２０２０の着実な推進、自主保安活動支援による保安基盤強化、更なる災害対応力強化

に向けた新要綱・要領の浸透、部会内災害時緊急対応体制の強化、サイバーセキュリティ情報の共有

化などを通じたレジリエンス強化、保安対策に努めた

・九州コラボによるガス導入拡大事例共有や、九州地区コージェネレーション・地域エネルギー協議会の

開催による高効率ガス機器の導入促進、地域エネルギー事業等の事例共有を通じた展開機運の醸成

などにより、省エネや快適な暮らしに資するガスシステム普及を推進した
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（１）機関運営と制度運用

・コロナ影響下においてもWeb会議や書面決議等の各手法の活用により、議論・合意形成・意思決定機能

（通常総会、理事会、地方部会も含めた各種会議体）を担保し、安定かつ効果的な運営を通じたPDCAを

実施した

・2019年度に改定した定款に則した運用制度を整備し、新たな会員制度に基づいた組織運営を着実に

行った

（２）人材施策と業務基盤

・中期計画ターゲットを睨み、適切な業務遂行に適う、事務局要員計画の精査と具体化を実現した

・事務局職員の育成強化や採用計画の整理を行った

・生産性向上や非常時の業務継続、一層の人材活用に資するデジタル・電子化・制度の導入や外注化を

推進した

（３）基幹業務

・新たなJGA業務執行体制における、労務・経理等間接業務を確実に遂行した

・会計システムリプレースに向けた確実な対応を行った

・会員ニーズや実態に合わせた統計調査を実施した

・災害時の応援活動における資金支援の拡充やコロナ影響下も含めた兵站対応の多様化を推進した

３．組織基盤に関わる活動報告
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明細書に記載すべき事項は特になし。

Ⅳ．事業報告の付属明細書
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