
平成 27年度消費者保安推進大会での受賞者 

 

経済産業省大臣官房商務流通保安審議官表彰の受賞者（２５者） 

（五十音順・敬称略） 

1．保安優良液化石油ガス販売事業者の表彰（２３者） 

株式会社 あいづや 栃木県 

有限会社 井宗商店 兵庫県 

株式会社 伊藤燃料 埼玉県 

オバラ住設 株式会社 千葉県 

株式会社 ガスパル 日液協 

上島瓦斯 株式会社 広島県 

有限会社 菊地金物店 茨城県 

有限会社 北伊ホームガス 滋賀県 

株式会社 秀幸 大阪府 

末松商事 株式会社 岐阜県 

株式会社 鈴木屋 千葉県 

株式会社 ダイプロ南部販売 津久見支店 大分県 

株式会社 ダイプロ別杵国東販売 国東支店 大分県 

株式会社 ダイプロ北部販売 高田営業所 大分県 

株式会社 髙岡 福岡県 

土佐ガス 株式会社 高知県 

株式会社 どばし 埼玉県 

有限会社 中村ホームガス 滋賀県 

北海道エア・ウォーター株式会社 

白老サービスセンター 

北海道 

有限会社 丸久小川商店 埼玉県 

株式会社 ミツウロコ 置賜店 日液協 



株式会社 山口商店 東京都 

株式会社 りゅうせきエネプロ 宮古支店 沖縄県 

2．保安功労者（個人）の表彰（２者） 

公文 秀明 株式会社 ツバメガス 

立原 孝夫 株式会社 ミトレン 

 

高圧ガス保安協会長表彰受賞者（２５者） 

（五十音順・敬称略） 

1．保安優良液化石油ガス販売事業者の表彰（２１者） 

青木ガス機器産業 株式会社 笠岡営業所 岡山県 

いそひ商店 栃木県 

伊奈都市ガス 株式会社 埼玉県 

越後プロパン 株式会社 新潟県 

株式会社 エネサンス北海道 根室ガスシ

ョップ 

北海道 

有限会社 大嶋栄一商店 栃木県 

海匝ガス事業協同組合 千葉県 

株式会社 木本ガス設備 兵庫県 

有限会社 芸北プロパン不二屋 広島県 

髙倉ガス 株式会社 福井県 

但馬米穀 株式会社 ガスセンター 兵庫県 

道北エア・ウォーター 株式会社 

中川サービスセンター 

北海道 

株式会社 中村商店 兵庫県 

南紀プロパンガス 株式会社 新宮本社 日液協 

西川産業 株式会社 北海道 

株式会社 冨士クラスタ千葉 千葉県 



株式会社 水沼 茨城県 

株式会社 ミツウロコ 千葉店 日液協 

有限会社 宮川燃料 滋賀県 

有限会社 山崎清八商店 千葉県 

八日市場瓦斯 株式会社 千葉県 

2．保安功労者（個人）の表彰（４者） 

上野 剛敬 有限会社 三興機装 

宇佐美 信夫 塚本産業 株式会社 

久下 嘉典 株式会社 ダイプロ 

中村 修作 つばめガス 株式会社 

 

ＬＰガス安全委員会長表彰受賞者（３１者） 

（五十音順・敬称略） 

1．保安優良液化石油ガス販売事業者及び保安優良液化石油ガス販売事業所の表彰（２９者） 

青木ガス機器産業 株式会社 岡山県 

井本産業 株式会社 兵庫県 

大内石油 株式会社 岡山県 

オオノガス 株式会社 埼玉県 

岡山東農業協同組合 和気燃料ガスセンタ

ー 

岡山県 

長田ガス 株式会社 静岡県 

オホーツク・エア・ウォーター 株式会社 

美幌サービスセンター 

北海道 

久留米エル・ピー・ガス 株式会社 福岡県 

サンダーガス 株式会社 苅原店 福岡県 

株式会社 ＪＡエネルギー兵庫 

わだやまＬＰガス販売所 

兵庫県 



洲本液化ガス 株式会社 兵庫県 

大和マルヰガス 株式会社 吉備営業所 岡山県 

大和マルヰガス 株式会社 総社営業所 岡山県 

大和マルヰガス 株式会社 水島営業所 岡山県 

髙山産業 株式会社 兵庫県 

有限会社 たわだ商店 滋賀県 

道央エア・ウォーター 株式会社 

深川サービスセンター 

北海道 

道央エア・ウォーター 株式会社 

富良野サービスセンター 

北海道 

東綱商事 株式会社 北上営業所 日液協 

道南エア・ウォーター 株式会社 

豊浦サービスセンター 

北海道 

株式会社 豊田 埼玉県 

有限会社 ナカジマ商事 茨城県 

広島ガス高田販売 株式会社 広島県 

福陽ガス 株式会社 福島県 

北海道エア・ウォーター 株式会社 

札幌エネルギー支店 恵庭店 

北海道 

北海道エア・ウォーター 株式会社 

函館支店 エネルギー営業所 

北海道 

北海道ミツウロコ 株式会社 札幌北店 北海道 

株式会社 吉田プロパン 岐阜県 

若松ガス 株式会社 郡山支店 福島県 

2．保安功労者（個人）の表彰（２者） 

田村 保 エフアイエス 株式会社 

仁科 雅雄 株式会社 藤井合金製作所 



 

ＬＰガス安全委員会長特別顕彰（０者） 

 

ＬＰガス安全委員会長特別表彰（７者） 

（敬称略） 

模範保安活動表彰（７者） 

長瀬 徳美 （富士電機株式会社） 

山下 富功 （矢崎エナジーシステム株式会社） 

一般社団法人 長野県連合婦人会 

一般社団法人 長野県ＬＰガス協会 

一般社団法人 鳥取県ＬＰガス協会 

一般社団法人 岡山県ＬＰガス協会 

一般社団法人 島根県ＬＰガス協会 

 

ガス警報器工業会 リメイク運動表彰 

１ 達成率（普及率）部門（6者） 

1 一般社団法人 新潟県ＬＰガス協会 

2 一般社団法人 秋田県ＬＰガス協会 

3 一般社団法人 山形県ＬＰガス協会 

4 一般社団法人 愛媛県ＬＰガス協会 

5 一般社団法人 山口県ＬＰガス協会 

6 一般社団法人 長野県ＬＰガス協会 

 

２ 向上率部門（6者） 

1 一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会 

2 一般社団法人 宮城県ＬＰガス協会 

3 一般社団法人 三重県ＬＰガス協会 

4 一般社団法人 宮崎県ＬＰガス協会 



5 一般社団法人 石川県エルピーガス協会 

6 一般社団法人 秋田県ＬＰガス協会 

 

３ 期限切れ一掃率部門（6者） 

1 一般社団法人 茨城県高圧ガス保安協会 

2 一般社団法人 三重県ＬＰガス協会 

3 一般社団法人 宮崎県ＬＰガス協会 

4 一般社団法人 石川県エルピーガス協会 

5 一般社団法人 長崎県ＬＰガス協会 

6 一般社団法人 宮城県ＬＰガス協会 

 


