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法第８条（販売所等の変更の届出）

液化石油ガス販売業者は、第３条第２項各号の事
項を変更したときは経済産業省令で定めるところによ
り、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣又は都道
府県知事に届け出なければならない。

法第１０４条（罰則）

次の各号の１に該当する者は、１０万円以下の過料に処する。

一 ・・・第８条（第３５条の４において準用する場合を含む。）・・・
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

＊ 「遅滞なく」・・・時間的即時性は強く要求。
正当な、または合理的な理由に基づく遅延は許される。

１．販売所等変更届出



規則第９条 （販売所等の変更の届出）

法第８条の規定により販売所等の届出をしようとする者は、様式第
５による届書を法第３条第１項の登録をした経済産業大臣、産業保
安監督部長又は都道府県知事に提出しなければならない。
ただし、法第３条第２項第３号に定める事項を変更した者であって

法第３６条に規定する都道府県知事の許可を受けたものは、この限
りでない。

２ 前項の届書には、貯蔵施設の変更した者にあっては第４条第２
項第１号に揚げる書類を、貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変
更した者にあっては第４条第２項第２号に揚げる書類を、液化石油
ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を変更
した者にあっては第４条第２項第４号に揚げる書類を添付しなけれ
ばならない。



「その登録をした経済産業大臣」の届出先

関東経済産業局長
関東東北産業保安監督部長

販売の登録番号が 「５２Ａ××××」 の
液化石油ガス販売事業者

書類の提出先は、
関東東北産業保安監督部保安課液化石油ガス係

両方明記する
こと。 ！！



② 販売所の名称及び所在地

③ 液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵
施設（以下「貯蔵施設」という。）の位置及び構造

④ 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について
第２７条第１項に揚げる業務を行う第２９条第１項の認定を受けた
者の氏名又は名称及びその事業所の所在地

⑤ その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身
体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害
の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表
者の氏名

前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経
済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

法第３条第２項



① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

（例）会社の名称変更

（例）代表者（社長）の変更

（例）会社（本社）の住所の変更

② 販売所の名称及び所在地

（例）販売所の名称変更
（関東ガス株式会社さいたま営業所 → 関東ガス株式会社埼玉支店さい
たま営業所）

（例）販売所の移転

（例）販売所の新設

（例）販売所の廃止

保安機関の事業所の認可手続き後は、
販売と混乱するので気をつける！

販売所と保安機関の手続きは
「別」！！



③液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設（以下
「貯蔵施設」という。）の位置及び構造

（例）貯蔵施設の新設

（例）貯蔵施設の廃止

（例）貯蔵施設の移転

（例）貯蔵施設の面積の変更

（例）貯蔵施設の構造の変更

注意２： ３，０００ｋｇ（３ｔ）以上の貯蔵施設の変更が生じた
場合は、都道府県知事の許可を受けて下さい。

注意１： 貯蔵施設は、規則第１４条第１～６号の技術上の基
準、規則第１条第８、９号の保安距離、例示基準１～
５に基づくものであること。



④ 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第２７条
第１項に揚げる業務を行う第２９条第１項の認定を受けた者の氏名又は名
称及びその事業所の所在地

1号業務（供給開始時点検・調査）

２号業務（容器交換時等供給設備点検）
３号業務（定期供給設備点検）
４号業務（定期消費設備調査）
５号業務（周知）
６号業務（緊急時対応）
７号業務（緊急時連絡）

（例）委託先保安機関の変更

（例）委託先保安機関の事業所所在地変更

注意１： 保安機関側の都合により変更しても、液化石油ガス
販売所等変更届出は必要。

注意２： 保安業務区分ごと、販売所（営業所）ごとに保安機関
を変更したときは、液化石油ガス販売所等変更届出
は必要。

委託先が自社
であっても必要
なので注意



⑤ その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財
産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場
合に備えてとるべき措置

（例）損害賠償の支払い能力の変更

（例）保険会社の変更



２．承継届出

法第１０条（承継）

第1項 略

第２項第１号～第３号 略
第３項 第１項の規定により液化石油ガス販売事業

者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めると
ころにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都
道府県知事に届け出なければならない。

＊ 「遅滞なく」・・・時間的即時性は強く要求。
正当な、または合理的な理由に基づく遅延は許される。

法第１０４条（罰則）

次の各号の１に該当する者は、１０万円以下の過料に処する。

一 ・・・第１０条第３項（第３５条の４において準用する場合を含
む。）・・・の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者



「その登録をした経済産業大臣」の届出先

関東経済産業局長
関東東北産業保安監督部長

販売の登録番号が 「５２Ａ××××」 の
液化石油ガス販売事業者

書類の提出先は、
関東東北産業保安監督部保安課液化石油ガス係

両方明記する
こと。 ！！



規則第１０条 （承継の届出）
第１項 略

第２項 前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。

第１号 ～ 第５号 略

①譲り受けの場合：（様式第７の２）液化石油ガス販売事業者事
業譲渡証明書、明細書

②相続の場合：相続人であって２以上の相続人の同意により選
定されたものは（様式第８）の書面及び戸籍謄本

③相続の場合：相続人であって上記②の相続人以外の者は、
（様式第９）の書面及び戸籍謄本

④合併の場合：合併によって承継した法人は、その法人の登記
簿謄本

⑤分割の場合：分割によって承継した法人は、（様式第９の２）に
よる書面、事業の全部の承継があったことを証す
る書面、その法人の登記簿謄本



３．法第１４条書面の交付

法第１４条 （書面の交付）

液化石油ガス販売業者は、一般消費者等と液化石
油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の
事項を記載した書面を当該一般消費者に交付しなけ
ればならない。当該交付した書面に記載した事項を
変更した部分についても、同様とする。

法第１４条書面の交付は、体積販売（メータ販売）だ
けでなく、質量販売（容器販売）も必要です。



① ＬＰガスの種類
② ＬＰガスの引き渡し方法
③ 供給設備及び消費設備の管理の方法
④ 消費設備の調査の方法及び周知の方法
⑤ 保安機関の氏名又は名称
⑥ その他規則第１３条で定める事項

法第１４条 （書面の交付）



1. 販売事業者及び保安機関の責任に関する事項
2. 一般消費者等の責任に関する事項
3. ＬＰガスの計量の方法
4. 質量販売における残ガスの引き取り方法
5. ＬＰガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び内

容の説明
6. 供給設備及び消費設備の所有関係
7. 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要

する費用の負担の方法
8. 販売事業者が所有権を有する消費設備を一般消費者等

が利用する場合、一般消費者等が支払うべき費用の額及
び徴収方法

9. 販売事業者が所有権を有する消費設備に係る配管の所
有権を、販売契約解除時に一般消費者等に移転する場合
の精算額の計算方法

10.保安機関の名称、住所及び連絡方法

規則第１３条で定める事項

お客様に明確に
解りやすく記入



４．保安教育

液化石油ガス販売業者は、その従業者に保安教育
を施さなければならない。

法第１８条（保安教育）

・ 保安教育の実施した記録の保管

・ 保安教育の年間計画の作成

・ 業務主任者や液化石油ガス設備士等の法令上再講習が必要な講
習の把握

液化石油ガス販売業者が行う！！

・ 保安教育内容の評価・見直し

その他



５．業務主任者の選任・解任

法第１９条 （業務主任者）

液化石油ガス販売業者は、販売所ごとに、経済産
業省令で定める基準に従って、販売主任者免状（高
圧ガス保安法第２８条第１項の高圧ガス販売主任者
免状であって経済産業省令で定める種類のものをい
う。以下同じ。）の交付を受けている者であって、経済
産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経
験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者
（以下「業務主任者」という。）を選任し、次条第１項に
規定する業務主任者の職務を行わせなければならな
い。



法第１９条 （業務主任者）

２ 液化石油ガス販売事業者は、前項の規
定により業務主任者を選任したときは、遅
滞なく、その旨をその登録した経済産業大
臣又は都道府県知事に届け出なければな
らない。これを解任したときも、同様とする。

＊ 「遅滞なく」・・・時間的即時性は強く要求。
正当な、または合理的な理由に基づく遅延は許される。

法第１０１条（罰則）

次の各号の１に該当する者は、２０万円以下の過料に処する。

二 ・・・第１９条第２項・・・の規定による届出をせず、又は虚偽
の届出をした者



６．保安機関との保安業務委託契約の締結

法第２８条 （保安業務の委託）

液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、
保安業務につき委託契約を締結するときは、次
の事項を書面に記載し、署名又は記名押印を
して相互に交付しなければならない。

•委託した「液化石油ガス販売事業者」
と受託した「保安機関」の責任の範囲
を明確にする。



法第２８条 （保安業務の委託）
１．委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び
住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

２．委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実
施の方法

３．前２号に掲げるもののほか、経済産業省令で定
める事項

規則第２８条 （委託契約に係る記載事項）
法第２８条第３号に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

１．保安業務を実施した結果を液化石油ガス販売事業者に連
絡する方法

２．委託に係る一般消費者等が変更した場合の連絡に関する
事項

３．委託に係る供給設備について液化石油ガスによる災害が
発生するおそれがある場合の連絡に関する事項



７．帳簿の記載、保存

法第８１条 （帳簿の記載）

液化石油ガス販売事業者、保安機関及び充
てん事業者は、経済産業省令で定めるところに
より、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省
令で定める事項を記載し、保存しなければなら
ない。

法第１０１条（罰則）

次の各号の１に該当する者は、２０万円以下の過料に処する。

三 第８１条第１項の規定に違反して同項に規定する事項の記
載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

記録、記録の保管は、自主保安の基本！



規則第１３１条 （帳簿）
法第８１条第１項の規定により液化石油ガス販売事業者が帳簿に
記載すべき事項は、販売所ごとに次の表の上欄に掲げる場合の
区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。

1. 液化石油ガスを体積により一般消費者等に販売した場合
2. 液化石油ガスを質量により一般消費者等に販売した場合
3. 販売した液化石油ガスであって消費されないものを一般消費者等か

ら引き取った場合
4. 法第１４条第１項の書面交付を行った場合
5. 法第２９条の認定を受けた保安機関に法第２７条第１項各号の業務

を委託した場合
6. 貯蔵施設又は特定供給設備に異常があった場合

表の上欄



１．液化石油ガスを体積により一般消費者等に販売した場合

（１）充てん容器の種類及び数
（２）販売開始の年月日
（３）販売先
（４）充てん容器を交換した年月日及び充てん容器の種類又は
数に変更のあった場合においてはその内容

２．液化石油ガスを質量により一般消費者等に販売した場合

（１）充てん容器の種類及び数
（２）販売開始の年月日
（３）販売先



３．販売した液化石油ガスであって消費されないものを一般消費者等
から引き取った場合

（１）引き取った液化石油ガスに係る充てん容器の種類及び数
（２）引取りの年月日
（３）引取元

４．法第１４条第１項の書面交付を行った場合

（１）書面交付に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所
（２）書面交付をした者の氏名
（３）書面交付の年月日
（４）書面の内容 「氏」と「名」を両方記入する。

＊印鑑使用の場合は、特定
できるようにする。



５．法第２９条の認定を受けた保安機関に法第２７条第１項の各号の
業務を委託した場合

（１）委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所
（２）委託を行った保安機関の氏名又は名称及びその事業所の

所在地
（３）保安業務の結果
（４）供給設備が法第１６条の２第１項の技術上の基準（特定供

給設備にあっては法第３７条の技術上の基準）に適合しない
ものであった場合は、それに対して講じた措置の内容

（５）消費設備が法第３５条の５の技術上の基準に適合しないも
のであった場合は、その消費設備の所有者又は占有者に通
知した内容

（６）法第２７条第１項第４号に基づき実施した措置の内容
（７）保安業務を行った年月日

「保安業務の結果」だけではなく、「措置の内容」も重要！！



６．貯蔵施設又は特定供給設備に異常があった場合

（１）その内容
（２）それに対して講じた措置
（３）異常があった年月日及び措置を講じた年月日



規則第１３１条 （帳簿）
４ 法第８１条第１項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、

第１項に掲げる事項を記載した帳簿を販売所ごとに備え、記載
の日から２年間保存しなければならない。

ただし、法第１４条第１項の書面交付に係るものについては契
約終了までの間、

法第２７条第１項各号の保安業務を委託している場合であって
は次の各号に掲げる保安業務に係る事項について、当該保安
業務が次に実施されるまでの間

保存しなければならない。（当該一般消費者等と販売契約を締
結している場合に限る。



８．毎事業年度における液化石油ガス販売事業
の報告

規則第１３２条 （報告）

次の表の上欄に掲げる者は、毎事業年度経
過後３月以内に、同表の中欄に掲げる事項を、
同表の下欄に掲げる者に報告しなければなら
ない。

液化石油ガス販売事業者は、

その事業年度末における販売する一般消費者等の数及び保安機関へ
の保安業務の委託状況

販売の登録番号が 「５２Ａ××××」 の液化石油ガス販売事業者は、
「関東経済産業局長」 及び 「関東東北産業保安監督部長」

へ報告


