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関東経済産業局

ＣＮの進展による事業環境変化も見据えた
エネルギー事業者の新事業展開事例
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○カーボンニュートラルへの挑戦は、社会経済を大きく変革し、投資を促し、企業の生産性を向上させ、 産業構造の大
転換と力強い成長を生み出すチャンスであり、このチャンスを活かして地域経済の成長にもつなげていくことが必要です。
この大きな潮流の中、地域経済の成長を担う中小企業等の地域企業は、コスト負担増やルールチェンジによるリスク
の側面を意識しつつも、カーボンニュートラルへの挑戦を成長の機会と捉えて、 生産性の向上や新事業の創出など、
自らの稼ぐ力の強化につなげていくことが重要です。

○とりわけ地域のエネルギー供給を担う重要な社会インフラであるSS（サービスステーション）やガス業界においては、供
給体制の確保を図りつつ、事業の多角化等による経営基盤の強化や、総合エネルギー企業としての発展に加え、
地域に根ざしたエネルギー事業者としての発展を目指していくことが重要です。

○SSについては、石油製品の供給体制を維持しながら、地域ニーズに対応したサービス提供による経営多角化等の
事業再構築、「地域コミュニティインフラ化」などに取り組まれている事例があります。

○ガスについては、引き続き供給体制を確保しつつ、熱需要の脱炭素化に大きな役割を果たす、需要サイドにおける
石油からの燃料転換の取組や、メタネーション等によるガスの脱炭素化などを追求する動きが出始めています。また、
更なるレジリエンスの強化に取り組まれている事例もあります。

○本事例で紹介するのは、このような取組に挑戦するSS・LPガス・都市ガス事業者です。カーボンニュートラルによる事
業環境変化にいち早く対応することは、新たな事業機会創出など、自社の稼ぐ力の強化に資するとともに地域の持続
可能性の向上にも繋がるものであることから、当局としてもしっかりと後押ししてまいります。

はじめに



SS事業者２社

株式会社木次商事（本社：山梨県北杜市）
西東石油株式会社（本社：静岡県島田市）
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低燃費車やEV等の台頭により今後の石油需要減少が見込まれる中、安定的な事業継続とともに地域ニーズに合ったサービス提供のための取組を
検討する必要があった。

背景・課題

取組内容及び効果
【きっかけ】

カーボンニュートラル等の影響を踏まえて、今後も安定的に事業を継続していくためには、主力であるガソリンスタンド事業に偏らない経営が重要と考
え、自動車整備業への進出や運送事業（燃料や物資の輸送）の拡大等を検討していた。

【本事業の取組内容】
自動車整備工場を新設し、国より「指定工場」の認定を受けることにより、各地の運輸支局や自動車検査登録事務所等（いわゆる「車検場」）
への車両持ち込み検査を省略して自社完結での車検事業を行えるため、より迅速な車検サービスの提供が可能。
これまでの主力であるガソリンスタンド事業（燃料）を中心とした「地域のライフラインを支える企業」から、車検サービスへ注力することにより「地域の
モビリティを支える企業」への展開を図る。
整備工場新設にあたり、事業再構築補助金を活用。

【取組による効果】
地域的にも車使用の需要は継続することから、車両整備需要も継続すると予想。
今後のガソリンスタンド事業の販売減少を補完していくことを期待。

今後の展望

・今後、低燃費車やＥＶの台頭などエネルギー需要の多様化により、石油販売
減少は必然と考えているが、引き続き地域のニーズに合ったサービス提供に取り
組むべく、SS事業や運送事業の拡大など現在の事業にテコ入れする形で事業
拡大を目指す。
・２０２０年に、地域経済の中心的な担い手となりうる企業として経済産業省
より「地域未来牽引企業」に選定されており、より一層、地域発展と地域経済の
成長に努めていきたい。

｢地域のライフラインを支える企業｣から｢地域のモビリティを支える企業｣への展開
主力であるガソリンススタンド事業に加えて、指定整備工場の新設による車検事業を開始

Case＃１：株式会社木次商事（本社：山梨県北杜市）

完成予想図
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地域における人口減や少子高齢化等の課題が進展する中、SSネットワークを中心とした拠点を、暮らしと移動を支え、地域住民の生活を豊かにする
新しい時代の「よろずや」に進化・変革することを目指すもの。

背景・課題

取組内容及び効果
【きっかけ】
昨年出光興産が、SSを地域生活拠点の役割を担うべく「スマートよろずや」構想を発表する中で、西東石油が既にエムスクエアラボと協働でご近所八
百屋を展開しており、出光興産がその取材を実施した事がきっかけであった。それを通じて、出光興産が描く未来≒「スマートよろずや構想」に共感し、
本事業を島田セルフで実証実験という形式で展開することに至った。
【本事業の内容】
（1）スマート脳ドック
MRIを搭載した車両を用いることで、短時間かつ比較的低額（従来の一般的な脳ドックサービスの半額程度）で脳ドックを受診できるサービスを提
供。国内で初めて、SS敷地内でのサービス展開。
（2）フードデリバリーサービス
東京西麻布発のデリバリー専門店である「ゴーストキッチンズ」の既存メニュー、および今回の実証に限定して開発した新メニューを、SS敷地内に配置
するキッチンカー内で調理し、テイクアウトまたはデリバリーにより提供。
（3）ご近所八百屋
地元静岡県産の新鮮な野菜セットを販売。一部の野菜は「ゴーストキッチンズ」の実証で提供されるサラダメニューにも採り入れている。

【本事業の効果】
脳ドックは大変好評。既に脳梗塞を発症していたなど、診断で異状が見つかり、地域医療と密接に連携して専門医に橋渡ししたケースもある。
深刻な状態に陥る前に、治療・予防に着手できたと感動の声も多数。１ヶ月半の実証実験期間において９００件弱の診断を実施。

今後の展望
・本実証事業については、今後出光興産が中心となって
横展開を進める予定。

・SSに関しては、ガソリン販売だけでなく一般的な小売業
（石油製品はその一部）への変革が必要と認識しており、
今後もライフサービス事業を強化していきたい。

ＳＳ敷地内で実施する｢スマートよろずや｣構想
元売（出光興産）と連携して、SSの移動式脳ドックの実証実験を実施。SSの敷地を活用して、専用車で脳ドックを行うもの。併せて、敷地内でフードデリバリーサービスや
地元野菜の直売を実施。

Case＃２：西東石油株式会社（本社：静岡県島田市）



LPガス事業者３社

アロハガス株式会社（本社：埼玉県羽生市）
株式会社サイサン（本社：埼玉県さいたま市）
三ツ輪ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）
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LPガスの売上が年々減少する中で、現会長はLPガス販売のみでは将来的に立ち行かなくなるという危機感から、１９９６年に「しゃぼん」コインランドリー事業を
承継、８０店舗を展開。その後、LPガス配達のノウハウを活かした天然水配送事業や、一般家庭の水回りのお悩み解決からリフォーム事業などにも展開している。

背景・課題

取組内容及び効果
【きっかけ】

コインランドリー事業は、ガス衣類乾燥機の普及・拡販を目的に、一般家庭では洗濯のできないカーペット、カーテン、ジュータン等の大物洗いをターゲット
に１９９６年から事業開始。天然水配送事業は、非常用発電機の設置などに関わる中で、大規模震災に遭遇。ライフラインが途絶した際の給水車の
活躍にヒントを得て、LPガス配送ノウハウを活かせることから２００４年に事業開始。リフォーム事業は、営業担当が一般家庭の保安点検をする際に、
水回りの相談を頂くことが多かったことから２０１０年から事業を開始。

【顧客満足度向上の秘訣】
顧客満足度向上のため、｢委員会活動｣、｢プロフェッショナルチーム・アロハ（PTA)｣を立ち上げている。委員会活動では、①改善、②車輌管理、③アロ
ハ推進(ブランド確立）、④倉庫管理、⑤環境整備、⑥クレド（企業価値）、⑦広報、の７分野について、若手社員が委員長を務めて様々な取組を
実施。またＰＴＡでは、商品知識、メンテナンス技術、緊急時対応等々の研修を実施し、プロとしての自覚と質の高い技術・サービス確立を目指す。

【脱炭素に関する取組と需要先開拓の秘訣】
燃料転換の新規顧客開拓の際には、ＬＰガス卸元事業者が同行し、公的補助金を利用した「エコジョーズ」の導入に関するアドバイスを実施。某大手
企業の社宅向け風呂釜全てにエコジョーズを導入してもらったケースもある。

【顧客満足度向上の秘訣の定量的・波及的効果】
グループ会社を含む事業等多角化戦略展開により、２０２１年の売上高における新事業の割合は３０％を超え、事業多角化の成果が現れつつある。
定期開催するガス機器展示会や感謝祭は、顧客への利益還元のために無料で開催しており、更なる地域密着と顧客満足度日本一を目指す。

今後の展望
天然水配送事業では販売先の９割が一般家庭向け
で口コミ営業となっており、大手とも競争しながら全国展
開を更に拡大予定。リフォーム事業は客先の８割がLP
ガスの既存顧客とのことであり、一般顧客５割獲得を
目指して拡大展開中。将来的には卸元がカーボンオフ
セットＬＰＧや合成プロパンの取扱いを始めたら、卸元
ノウハウを活かしながら需要先開拓を行う。

お客様の「お悩み解決」をきっかけとした新事業展開
コインランドリー、天然水販売、リフォーム事業等、LPガス配達先のお客様のお困りごと解決を事業化

Case＃１：アロハガス株式会社（本社：埼玉県羽生市）
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国内のLPガス売上が年々減少する一方、海外、特にアフリカ、アジアでは未だＬＰＧなどの供給体制が十分ではなく薪を使っている家庭が多い。薪は燃焼
の過程で煤が出るため健康被害等も発生し、薪集めや料理後の灰処理など主に女性が担う労働の軽減化に貢献するため、設備投資不要のLPガスの
量り売り（小量売り）事業を開始。燃料転換と現地住民の生活の質向上を目指す。

背景・課題

取組内容及び効果
【きっかけ】

海外事業のきっかけは、１９６０年先代川本宜彦会長渡米後、１９６８年韓国へオートガスステーションを輸出、1970年韓国に都市ガスプラントを
輸出、２００１年中国へＬＰＧプラントを輸出したこと。現在９カ国１０現地法人等で事業展開中。

【海外展開成功の秘訣①】
海外ではLPガスの使用量を測定するガスメーターが取り付けられておらず、LPガス容器を１本単位で販売している。そのためアフリカ、アジアの需要先から
は、「ガスを少量購入したい」等の要望が多く寄せられていた。これに対応するために同社が出した答えが「LPガスの量り売り」。２０１５年にケニアで設
立されたスタートアップ企業であるPayGo Energy Inc.とタッグを組み、同社が保有するプリペイド式シリンダースマートメーターで、客先でのガス使用量を
正確に計測するＩoT機器を用いて、設備等を用意することなく「ガスを使用する度に使う量だけ(少額でも）購入できる方式」を実現。

【海外展開成功の秘訣②】
同社では、障害者や外国人留学生も含め、グループ全体で毎年６０～７０名の新卒採用を行っており、ダイバーシティ経営を実践。外国人留学生の
多くは、将来母国の現地法人で経営者となることを目指していることから、本社管理部門や営業部門など様々な業務を経験させており、展開先各国で
の“ガスワンism”浸透も期待されるところ。

【海外展開による定量的・波及的効果】
２０２１年８月期の連結決算では、売上高が前期比５．１％増の１３９６億円。うち海外事業売上高は同１．４％増の２７８億円の増収。
再エネ太陽光電気による「エネワンでんき」販売による売上高２８６億円と並んで同社の主要事業の一つになりつつある。

今後の展望
今後も同社の成長戦略の要として、アジア・太平洋地
域の拠点を拡大し、創業１００周年に当たる
２０４５年には１兆円の売上達成を目指す。
カーボンニュートラルに関しては、LP業界トップの契約件
数を誇る「エネワン」における再エネ太陽光などの比率向
上や、埼玉西武ライオンズとの契約を皮切りに需要開
拓を開始したカーボンオフセットLPGの販売などを通じて
２０４５年にカーボンニュートラル達成を目指す。 アジア、アフリカの需要先で活躍する

シリンダースマートメーター（CSM)
埼玉西武ライオンズ球団とのカーボン
オフセットLPG供給調印式

「ガスワン」ブランドで海外展開、カーボンニュートラルの達成を目指す
創業１００周年に当たる2045年に総合エネルギーリーディング企業として売上高１兆円とカーボンニュートラルの同時達成を目指す

Case＃２：株式会社サイサン（本社：埼玉県さいたま市）
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創業翌年に太平洋戦争開戦、商材である良質な煉炭の輸入停止というピンチに直面。調達可能な原材料から商材を開発して乗り切る。１９６０年代には“炭から油・ガスへ”
の転換が急速に進展する中、ＬＰガス／家庭用灯油事業の黎明期ながら積極的な先行投資で事業転換。今回の脱炭素化の要請にも、ピンチをチャンスに転換するＤＮＡに
より「新たな価値の創造」に繋げて乗り切る。

背景・課題

取組内容及び効果
【きっかけ】

２０５０年に向かって世の中が徹底した省エネの推進と非化石エネルギーの導入拡大局面となり、主たる商材「LPガス」に対して“社会”が求める価値
低下が見込まれる中、企業として勝ち抜くために「新たな価値の創造」が急務であると認識

【新たな価値創造のための施策】
非化石エネルギーは価格訴求力を落とすこと、また中小企業にとっての「環境価値」は醸成途上であることから、地方創生という別の社会課題解決ツール
に環境価値を付加することで「価格」に優る「環境負荷低減＋地方創生貢献」という付加価値により実質CO2フリーの電気を販売。地方創生プレー
ヤーの活動に共感／支援する個人・法人・自治体に対する訴求をポイントとしている。
具体的には「地域の自律的な活動を支えるエネルギー」をコンセプトとし、地域のために活動している地域プレイヤー（企業や団体）が、イーネットワーク
システムズが供給するCO2フリー電力の販売を通じて収益を得るとともに、収益の一部が地域活動のために還元されるSOCIAL ENERGY というプラット
フォームサービスを提供。
LPガス事業者のケイパビリティから生まれる戦略として、これまで積み重ねてきた"地域密着"による地域内プレゼンスの高さを活かし、「地方創生の中核者
のポジション」を確立することで、エネルギーインフラのみならず"地域づくり"の担い手（地方創生活動を行うプレイヤー）として勝ち残る。

【新たな価値創造による定量的・波及的効果】
三ッ輪ホールディングス子会社の小売電気事業者であるENS（株式会社イーネットワークシステムズ）は、株式会社Next Commons Labと共に
SOCIAL ENERGYというプラットフォームを構築・運営。実質CO2フリーである電気料金の一部を地方創生プレーヤー等に供出を行うことで、各地の地
方創生支援を行っており、２０２１年４月以来１２の地方創生プレーヤーが同プラットフォーム上で電力の販売を実施している。
今後の展望
SOCIAL ENERGYによる地方創生支援の枠組み
でのカーボンオフセット電気のみならず、同社ではJ-ク
レジット制度を活用した実質CO2フリー電気を需要
家ごとに契約プランのコーディネートを行い供給してい
る。例えば、小田急電鉄株式会社との「小田急でん
きグリーンプラン」では小田急線沿線全体に展開をし
ている。ENSではCO２フリー電気プランを今後１年
で１０プランリリースすることを目標に取り組んでいる。

石巻を中心に漁業の変革と水産業の未来創出に
取り組む「フィッシャーマン・ジャパン」(SOCIAL 
ENERGYのプラットフォーム上でオリジナルの電力
プラン「フィッシャーマン電力」を提供）

「環境負荷低減＋地方創生貢献」により需要家を獲得
地方創生活動を行うプレイヤーを実質ＣＯ２フリー電気の販売主体とし、販売された電気代の一部が地方創生活動の財源になる仕組みを構築

Case＃３：三ッ輪ホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区）

三ツ輪ホールディングスの実質CO2フリー電気の仕組み



都市ガス事業者３社

桐生ガス株式会社（本社：群馬県桐生市）
小田原ガス株式会社（本社：神奈川県小田原市）
越後天然ガス株式会社（本社：新潟県新潟市）
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人口減少・高齢化による需要家の減少が顕著となる中で都市ガス販売量は、２０１７年をピークに減少傾向となり、新たな需要開拓の取組が必須とな
った。

背景・課題

取組内容及び効果
【きっかけ】

ＳＤＧｓや脱炭素の取組みへのきっかけは、取引先である群馬銀行からＳＤＧｓ社債の提案があり、SDGｓ目標の具体的取組み内容についてもア
ドバイスを受けたこと。そして、同じ時期に、都市ガス卸元である株式会社ＩＮＰＥＸが、カーボンオフセットLNGの取扱いを始めたことから、同社はＳＤ
Ｇｓ宣言と同時に、自家消費分と小口需要家向けなどへのカーボンニュートラルガスの導入をすることとなった。

【脱炭素に関する取組と需要先開拓の秘訣①】
同社では、県内事業所の老朽設備を所有している複数の事業者から、設備更新のタイミングでの燃料転換等の相談が寄せられることが多くあり、日頃よ
り客先からの情報に対して常にアンテナを張って、face to faceでの対応を重視。

【脱炭素に関する取組と需要先開拓の秘訣②】
大口需要家からの脱炭素化の相談に対して、基本的な省エネのアドバイスを自社で行い、また、技術的に難しい内容は、一般財団法人省エネルギーセ
ンターを案内。その上で、更なる脱炭素化の方策の一つとして、カーボンオフセットLNGの提案を実施。

【脱炭素に関する取組の定量的・波及的効果】
燃料転換の相談から、業務用の需要家を中心に２０２１年度は域内の工業団地全体の中で、順次燃料転換に繋がった事例もある。また業務用に
カーボンオフセットLNGの供給を始めたことから、地元桐生市の一部の施設及び一般の需要家からもカーボンオフセットLNGを導入するという引合いも増
えている。

今後の展望
桐生市とは、市内の学童等への「安全見守り協定」
を締結している。また、ネーミングライツなどで協力を深
める中で、公共施設へのカーボンニュートラルガスの導
入も決定した。レジリエンス強化に向けた観点からも
市内施設への電源自立型GHPやPAジェネレーター
の導入なども進み始めており、今後更に地元桐生市
との連携強化により、自治体とエネルギー事業者連
携による脱炭素化モデルの確立を目指している。

株式会社ＩＮＰＥＸ
及び桐生瓦斯株式会
社間でのカーボンニュー
トラルガスの売買契約
締結式

金融機関・都市ガス卸元と連携した脱炭素化の推進
都市ガス卸元との連携による地元企業の低炭素化推進と、カーボンオフセットＬＮＧの販売による脱炭素化の推進

Case＃１：桐生瓦斯株式会社（本社：群馬県桐生市）
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人口減少・格差拡大・コロナ等、事業継続への逆風が多い中、都市ガス一本足からの脱却が必要と考え、競合他社との協業などにより事業多角化と地域
の脱炭素化の取組を開始。

背景・課題

取組内容及び効果
【きっかけ】

競合他社との協業のきっかけは東日本大震災の経験と電力・ガスの自由化。脱炭素化や自由化の流れ以前から、小田原周辺地域の人口減少は顕
著で市場の縮小も決定的だった。他社との協業の動きがなければ、競争が激しく事業継続が厳しかったのではないかと考える。

【様々なエネルギー供給サービスと事業多角化成功の秘訣①】
小田原ガスは市民及び地元企業とともに再エネ発電事業者のほうとくエネルギー株式会社を設立、またインフラ系の地元企業とともにほうとくエネルギーが
発電したエネルギーを神奈川県内で販売するため湘南電力株式会社（電力小売事業者）を設立し、再エネ電力を供給。
小田原ガスは湘南電力の支援を受けてカーボンフリーの「０円ソーラー設置サービス」を提供。太陽光パネルを設置した顧客の自家消費電力相当分の
ＣＯ２を回収しＪ-クレジット化。趣旨に賛同する地元商店街がクレジットを購入し、商店街で使えるクーポン券をパネル設置顧客に発行。

【様々なエネルギー供給サービスと事業多角化成功の秘訣②】
小田原ガスは株式会社REXEVと連携し、湘南電力が販売する再エネ電力を使ってEVカーシェアリング事業を展開。地元小田原市とも連携を進め、自
立型電源にもなるEVを電力需給の調整役として活用し、分散型社会の実現やレジリエンスの向上に寄与。

【様々なエネルギー供給サービスと事業多角化による定量的・波及的効果】
ほうとくエネルギー及び湘南電力の取組みは再エネの普及に寄与。また利益の一部を防災拠点でもある小学校への蓄電池の寄贈や環境ツアーの開催
などに充てるなど地域に貢献。REXEVの取組みは、限界費用がゼロである再生可能エネルギーと自動運転技術の活用による人件費の限界費用低減
により、脱炭素化と同時に多くの自治体が抱える赤字交通の解消にも寄与。

今後の展望
脱炭素社会に向けて「ほうとくエネルギー」、「湘南電力」、
「REXEV」への参画を通じて再生可能エネルギー（カーボン
ニュートラルLNGも含む）の普及促進に努めるとともに、行
政・地元企業等との連携を強化し、エネルギーを通しての「持
続可能なまちづくり」実現を目指す。

地産地消型エネルギー事業活用による脱炭素化推進
地元自治体、企業との協業による｢０円ソーラー設置サービス｣や｢ＥＶカーシェアリングサービス｣の展開

Case＃２：小田原ガス株式会社（本社：神奈川県小田原市）
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新潟市（秋葉区）において、新潟市地球温暖化対策実行計画の推進（CO2排出量削減・再エネ導入拡大）や地域内資金循環による地域活性化が求め
られており、地域社会が抱える問題に地元ガス事業者として貢献しようと考えた。

背景・課題

取組内容及び効果
【きっかけ】

新潟市地球温暖化対策実行計画を推進する新潟市と同社が、２０１８年１０月に新潟市と「持続可能な低炭素まちづくりに関する連携協定」を
締結。協定に基づき２０１９年３月からは市内秋葉区の公共施設へＣＯ２排出係数を５０％削減した電力※を供給している。

※ＣＯ２排出係数を５０％削減した電力：火力発電由来の電力に、Ｊ－クレジット（省エネ由来）電力を付加して全体としてＣＯ２排出係数を５０％削減
【地元自治体と連携した事業多角化成功の秘訣①】

新潟市と締結する連携協定は、地元秋葉区の低炭素なまちづくりや地域活性化に取り組むことを目的としており、①エネルギーの地産地消、②公共施
設に低廉なエネルギーを供給、③低炭素エネルギーやエネルギーデータ活用によるエネルギーの最適化、④学校等における環境エネルギー教育を実施、
⑤事業収益を活用した地域振興に資する事業（里山の保全事業や環境対策、地域サービス等）実施、⑥地域防災機能強化を図る、ことなどが具
体的な取組内容。

【地元自治体と連携した事業多角化成功の秘訣②】
共働き世帯の増加により、１人でご飯を食べる子供が増えている「孤食」の解決と、子供たちが地域との触れ合いを深めてもらいたいという思いから、五泉
市、地元の食材事業者、地元農家、地域住民、地域ボランティアとともに「五泉こども食堂」をオープン。同社では食堂運営業務サポートと、五泉ショー
ルームを開催場所として提供している。

【事業多角化による定量的・波及的効果】
秋葉区における脱炭素社会構築の検討を行う、産官学金による「秋葉区みらい会議」が創設された。
｢五泉こども食堂｣を通じ地元企業と地域住民による社会貢献への仕組みが確立し、自治体と地元企業及びボランティア組織との連携が図られた。

地域の資源を活用した再エネを普及させることで、
地域の脱炭素化を推進し、地域外へ流出していた
エネルギーコストを循環させることで雇用や地域経
済を活性化させ、更に、自立分散型エネルギーシ
ステムの構築によりレジリエンスの強化を目指す。

今後の展望

事業収益の域内還元の仕組み
五泉こども食堂

地域行政と連携した事業多角化の推進
地元自治体と協定を締結し、｢地球温暖化対策実行計画｣の推進を経済と環境面からサポート

Case＃３：越後天然ガス株式会社（本社：新潟県新潟市）


