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承認制度の背景

液化石油ガスの消費地は、市街地や郊外だけでなく、山岳地の山小
屋や離島などに及んでいる。
これらの地域においては、保安機関が近傍になく現法令の下で保安

業務を行う事業者がないのが実情である。

しかしながら、液化石油ガスの需要があることは事実であり、保安機
関が存在しないことを理由に液化石油ガスの使用を制限することは、
その地域の液化石油ガス利用者に及ぼす影響が大きい。

ただし、保安を軽視することもできないため、液石法に定める危険の
おそれのない場合の特例について承認要件を定めることとし、利用者
の利便と保安の確保を図ることとした。



承認制度の概要

適用範囲

液化石油ガスの消費場所が、販売事業者による容器の配送、保安機
関による保安業務の実施が著しく困難な山岳地域にある山小屋等であ
る場合において、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関
する法律施行規則第17条＜危険のおそれのない場合の特例＞に基づ
き承認を行うもの。
離島については、当規程を参照し個別に審査する。

規則第17条
第14条第2号から第4号まで＜貯蔵施設の保安距離、障壁の設置、貯蔵施設への屋根の設置＞並

びに前条第3号＜充てん容器の配管への接続＞、第5号＜非接続容器の貯蔵施設への存置＞及び
第13号＜体積販売＞に規定する基準について経済産業大臣が貯蔵施設又は供給設備の規模、周囲
の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該基準にかかわらず、経済産
業大臣が認める基準をもって、当該規程にかかる法第16条第1項＜貯蔵施設の技術基準＞及び第2
項＜販売の方法＞の基準とする。



対象の定義

○販売事業者による容器の配送、保安機関による保安業務の実施が著
しく困難な山岳地域

車両による容器の運搬が不可能であり、相当以上の距離を背負運搬等
による人力運搬、又はヘリコプター、ロープウェー、ブルドーザー等の特
殊な方法により運搬しなければならず、容器交換時供給設備点検等の保
安業務を行うことが困難な地域をいう。

ヘリポート →



対象の定義

○山小屋等

山小屋、バンガロー、神社社務所等不特定多数の者が利用する
ことが想定される液化石油ガスの消費場所をいう。
林業事業者等が専ら自ら利用する消費場所は含まない。



(写真）尾瀬の山小屋

↑
貯蔵の状況
↓

供給設備



申請の要件

承認の申請者の要件は、以下の①②のいずれにも該当する場合であ
る。

①申請者が、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す
る法律（以下、「法」という。）第3条第1項の登録を受けた液化石油ガ
ス販売事業者であること。

②申請にかかる液化石油ガスの消費場所が、液化石油ガス販売事
業者による充てん容器の配送、保安機
関による保安業務の実施が著しく困難
な山岳地域にある山小屋等であること。



保安上支障がないことの基準

１．保安体制についての基準（１）

（１）申請者(販売事業者)から液化石油ガスを消費するために購入す
る山小屋等の消費者において、以下のいずれかの資格を有する者
の中から1名以上の保安責任者を選任していること。

①規則第37条第4号に定める保安業務資格者(規則第36条第1項第2号に規定する調査員を除く)
②保安業務員講習を受講し、修了証の交付を受けた者

（２）山小屋等の就業規則等により以下の事項が明確に規定されて
いること

①保安責任者は当該山小屋等の保安業務を実施し、その結果を保安機関に報告、確認を求める
こと
②保安責任者は当該山小屋等の消費設備調査の結果について、規則第131条第2項に規定する
帳簿を備え必要事項を記載し保存すること
③保安責任者は当該山小屋等において消費設備を使用して液化石油ガスを実際に消費する者に
対して規則第27条各号の事項を周知すること



保安上支障がないことの基準

１．保安体制についての基準（２）

（３）山小屋等の消費設備の現状について、以下のいずれかが行われ
ていること

①保安機関により、消費設備の調査が行われていること
②（１）のいずれかの資格を有する者により消費設備の調査が行われており、その結果について保
安機関が確認していること

（４）有資格者が行う必要のある消費設備の設置又は変更の工事に
ついては、当該有資格者が行うとされていること

（５）山小屋等消費者と液化石油ガス販売事業者との間で、保安責任
者から報告を受けた保安機関が、その報告内容について確認し、必
要に応じて再調査等の指導を行うことについて取り決めがなされてい
ること



保安上支障がないことの基準

１．保安体制についての基準（３）

（６）保安責任者以外に山小屋等における保安業務を実施する者がい
る場合には、当該保安業務を実施する者は、実施する保安業務の内
容に応じて必要な資格を有していること。

（７）保安機関は、保安責任者に対して、供給開始時及び1年に1回以
上の回数で規則第37条各号に掲げる事項を記載した書類を配布し、
同条各号に掲げる事項を周知することとしていること



保安上支障がないことの基準

２．販売方法についての基準

（１）充てん容器は、保安責任者又は保安業務を実施する者のうち、
必要な資格を有する者が供給管もしくは配管又は集合装置に接続す
ること
配管には、ガスの漏えいを防止する機器を設置すること(マイコン

メータ、ヒューズガス栓等）

（２）液化石油ガスの消費場所、運搬途中での中継場所において貯
蔵施設が設置できない場合には、特定の容器保管場所を指定し、充
てん容器、残ガス容器を存置すること
容器保管場所を屋内に指定する場合は例示基準１４に定める措置

を講じ、可能な限りガス漏れ警報器を設置すること。

（３）液化石油ガスは体積又は質量により販売すること



特則承認申請にかかるチェックシート

保
安
体
制
に
つ
い
て
の
基
準

基準項目 チェック

１．山小屋等で有資格者の中から保安責任者を選任しているか

２．山小屋等の就業規則等に以下の事項が規定されているか
○保安責任者は保安業務を実施し、結果を保安機関に報告し確認を求めること
○保安責任者は規則１３２条第２項の帳簿を記載、保管すること
○保安責任者は当該山小屋等において、消費設備を実際に使用する者に周知をすること

３．山小屋等の消費設備について、以下のいずれかによる調査が行われているか
○保安機関による調査
○山小屋等の有資格者による調査が行われ、結果を保安機関が確認していること

４．有資格者が行う消費設備の工事については、当該有資格者が行うとされているか

５．山小屋と販売事業者の間で、保安責任者から報告を受けた保安機関が報告内容につい
て確認し、再調査等の指導を行う取り決めがなされているか

６．保安責任者以外に保安業務を実施する者がいる場合には、実際に保安業務を実施する
者は必要な資格を有しているか

７．保安機関は保安責任者に対し供給開始時及び１年に１回以上、規則３７条各号の事項を
記載した書面を配布し、周知を行っているか

販
売
方
法
に
つ
い
て

の
基
準

１．充てん容器の配管等への接続は、保安責任者又は保安必要な資格を有する者が実施し、
配管にはガスの漏洩を防止する機器を設置しているか

２．貯蔵施設が設置できない場合には特定の容器保管場所を指定、屋内に指定する場合に
は例示基準１４に定める措置を講じ、可能な限りガス漏れ警報器を設置しているか

３．液化石油ガスは体積もしくは質量により販売されているか



承認までの流れ

申請手続フロー

本省登録事業者
局・監督部登録事業者
都県登録事業者

↓申請書提出（様式１） ↓申請書提出（様式１）

経済産業本省 産業保安監督部

↓通報、意見照会 ↓通報、意見照会

都道府県
（登録元、消費場所所在、ガス搬送販売所所在）

↓回答

↓回答

産業保安監督部

↓進達

経済産業本省
（内容審査、承認）

↓承認

↓事業者あて承認
都県あて承認内容の通知

産業保安監督部

↓事業者あて承認
都県あて承認内容の通知

事業者、都道府県



ポイント

１．申請窓口
都県登録事業者、経産局/監督部登録事業者 → 監督部
大臣(本省)登録事業者 → 経済産業本省

２．提出書類の形式審査 → 申請書提出窓口でおこなう

３．内容審査、承認 → 経済産業本省でおこなう

４．承認内容の変更をしようとするとき → 申請書提出先と同じ

５．廃止をしようとするとき → 申請書提出先と同じ

（申請書様式）
http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/detail/yamagoy
a.html



問題点



 

様式第１（４－１．①関係） 

 

 

 

 

 

山小屋等に係る液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第１７条

の規定に基づく特則承認申請書 

 

年  月  日 

 

経済産業大臣 殿 
 

                                  氏名又は名称及び  

                          法人にあっては         

                                    その代表者の氏名 
 

                             住      所 

      販売事業者登録番号 

 

  液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第１７条の規定により

規則第１６条第３号、第５号及び第１３号に係る特則承認を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

Ⅰ．山小屋等に液化石油ガスを販売する販売所及び保安業務を行う保安機関 

 

（１）販売所の名称、所在地及び加入保険の状況 

名 称 所 在 地 加入保険の状況 

  
□ ＬＰガス販売事業者賠償責任保険 

□ その他（           ） 

 

（２）保安機関の名称、認定番号、所在地、実施する保安業務区分及び加入保険の状況 

所在地（担当事業所所在地） 実施する保安業務区分 名 称 

（担当事業所名） 
認定番号 

加入保険の状況 

 

 

 

 

 
 □ ＬＰガス受託認定保安機関賠償責任保険 

□ ＬＰガス配送事業者賠償責任保険 

□ その他（               ）          

 

 

 

 

 
 □ ＬＰガス受託認定保安機関賠償責任保険 

□ ＬＰガス配送事業者賠償責任保険 

□ その他（               ）  

 

 

 

 

 
 □ ＬＰガス受託認定保安機関賠償責任保険 

□ ＬＰガス配送事業者賠償責任保険 

□ その他（               ）  

×整理番号       

×審査結果       

×受理年月日     年    月    日 

×登録番号       



 

Ⅱ．消費者に関する事項 

①氏名又は名称及び法人にあって

は代表者の氏名 
 

②住  所  

③従業員数 ○人 

④収容可能人数 ○人 

⑤販売方法 □ 質量販売    □ 体積販売 

⑥１年間における開業期間 毎年○月○日から○月○日まで 

⑦使用消費機器名称及び台数  

⑧直近１年間のガス消費量 ○㎏容器×○本＝○㎏ 

⑨直近１年間における月間消費量

○月：○㎏容器×○本＝○㎏ 

○月：○㎏容器×○本＝○㎏ 

○月：○㎏容器×○本＝○㎏ 

(1)液化石油ガスの供給

を受ける消費者 

（山小屋等消費者） 

 

⑩直近１年間の配送回数 週○回（○㎏容器○本／回）×○週＝○回 

(2)特則承認を必要とす

る理由 

（２．②関係） 

 

 

 

名称等 運搬手段 
運搬者の名称・所属 

する団体名等 

保険の加入状

況（※） 

運搬時間

（分） 

 

↓     

 

↓     

 

 

(3)容器の運搬方法 

（２．②関係） 

 

（※）欄は販売事業者、保安

機関以外の第三者が加入し

ている場合に保険の有無を

記載する。 

 

    

氏名  資格  

業務内容  

他の山小屋等との

兼務状況 
 

(4)保安責任者及びその

業務内容 

（３－１．①関係） 

 
兼務でも保安確

保ができる理由 
 

氏名  資格  

氏名  資格  

(5)保安責任者以外の保

安業務を実施する者及

びその業務内容 

（３－１．①及び⑥関係） 

業務内容 

 



 

規則第３７条

第１号の表の

上欄ロの該当

事項 

消費設備調査の実施者

の所属及び氏名 

直近の調査 

実施年月日 
消費設備調査の確認方法 

（１）    

（２）    

(6)消費設備調査の実施

者及び確認方法等 

（３－１．③関係） 

 

（３）    

(7)加入している保険の

種類 

 

 

(8)貯蔵施設等 

（３－２．②関係） 
貯蔵施設等の所在地、面積、位置、構造、設備等 

所在地  

面積  

位置  

構造  

設備  

容器を屋内に設置する場合に講ず

べき措置（例示基準１４）の状況  

 

ガス漏れ警報器の設置状況 □ あり   □ なし   

①消費場所 

 

 

 

 

 

消費設備の設置又は変更の工事を

実施する者の氏名及び資格 

（３－１．④関係） 

 

所在地  

面積  

位置  

構造  

設備  

容器を屋内に設置する場合に講ず

べき措置（例示基準１４）の状況 

 

ガス漏れ警報器の設置状況 □ あり   □ なし   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②中継場所 

 

 

 

 

 

消費設備の設置又は変更の工事

を実施する者の氏名及び資格

（３－１．④関係） 

 

(9)就業規則その他これ

に準ずるものにおける内

規３－１．②に係る記述 

（３－１．②関係） 

（就業規則その他これに準ずるものの写しを添付すること。） 

(10)山小屋等消費者と液

化石油ガス販売事業者と

の間における再調査の取

り決め（３－１．⑤関係） 

（取り決めの写しを添付すること。） 

 



 

［記載注意］ 

１．特則承認を受けようとする販売所に係る消費者が二以上ある場合には、消費者ごとに申請書を作成し、申請すること。また、

記載欄が不足する場合は欄を追加し記載すること。 

２．Ⅰ．（１）の「販売所の名称、所在地及び保険の加入状況」の欄には、当該申請者である液化石油ガス販売事業者が、当該申請

に係る消費場所に液化石油ガスを配送（配送業務を第三者に委託する場合を含む。）する最終販売所の名称及び所在地を記載し、

その事業所が保険に加入しているものにレ点を付すこと。 

３．Ⅰ．（２）の「保安機関の名称、認定番号、所在地及び実施する保安業務区分及び保険の加入状況」については、当該申請に係

る消費者の保安業務を実施する保安機関について記載するとともに、担当事業所の事業所名、所在地及び実施している保安業務

区分（１号～７号）について記載し、その事業所が保険に加入しているものにレ点を付すこと。 

４．Ⅱ．（２）の「特則承認を必要とする理由」の欄には、特則承認を必要とする理由、例えば「消費設備が容器と配管とを接続す

るには極めて困難な位置にあるため」等を記載すること。 

５．Ⅱ．（３）の「容器の運搬方法」の記載について、「名称等」の欄には、販売所の名称、中継地の名称及び消費地の名称を記載

すること。「運搬手段」の欄には、充塡容器を運ぶ方法（ヘリコプター、ロープウェー等）を記載すること。 

「運搬者の名称・所属する団体名等」の欄には、当該ヘリコプター又はロープウェー等を保有する会社名を、人力等を使用しか

つ当該運搬者が団体に所属している場合は当該団体名を記載すること。なお、人力を使用し当該運搬者が団体に属していない場

合にはその旨を記載しておけば、当該運搬者の氏名は記載する必要はない。「運搬時間」の欄には、それぞれの運搬手段に要する

時間を記載すること。 

６．Ⅱ．（４）の「保安責任者及びその業務内容」の欄中「氏名」の欄には、山小屋等消費者が選任した保安責任者の氏名を、「資

格」の欄には、その者の有する資格を、「業務内容」の欄には、保安責任者が行う保安業務を、それぞれ記載すること。「他の山

小屋等との兼務状況」の欄には、Ⅱ（１）①に記載した山小屋等以外の山小屋等の保安責任者に選任されている場合にその名称

を記入し、兼務しても保安業務が確実に実施できる理由を記載すること。 

７．Ⅱ．（５）の「保安責任者以外の保安業務を実施する者及びその業務内容」の欄には、保安責任者以外に保安業務に実施する者

がいる場合、Ⅱ．（４）と同様に記載すること。「業務内容」の欄には、保安責任者以外の保安業務を実施する者が行う保安業務

を記載すること。例えば「最終中継地から消費設備までの容器の移動又はその監督」、「容器を配管に接続すること」、「規則第１

６条各号（第３号及び第１３号を除く。）に規定する基準を維持するための業務」等を記載すること。 

８．Ⅱ．（６）の「消費設備調査の実施者及び確認方法等」の欄には、当該申請に係る消費設備について、規則第３７条に規定する

調査の実施者の所属・氏名、直近の調査の実施年月日及びその確認方法を当該各欄に記載すること。 

９．Ⅱ．（８）の「貯蔵施設等」の欄中、「①消費場所」及び「②中継場所」の欄には設置しようとする貯蔵施設又は容器保管場所

の所在地、面積、位置、構造、設備、容器を屋内に設置する場合に講ずべき措置の状況、ガス漏れ警報器の設置状況、消費設備

の設置又は変更の工事を実施する者の氏名及び資格を当該各欄に記載すること。ただし、位置、構造及び設備については容器の

接続状況等の内容が確認できる図面に代えることができる。 

 なお、「消費場所」とは当該申請に係る消費者が消費設備を設置している場所を、「中継場所」とは運搬手段が変更される場所

をいう。 

 

［添付書類］ 

 申請書には、次に掲げる書類を添付すること。 

（１）消費場所の位置（他の施設との関係位置を含む）及び付近の状況を示す図面。 

（２）消費場所及び中継場所に貯蔵施設等を設置する場合には当該貯蔵施設等の位置、構造、設備及び付近の状況を示す図面。 

（３）保険に関する書面であって、次に掲げるもの。 

① ＬＰガス販売事業者賠償責任保険等に加入していることを証する書面の写し。 

② 当該申請者が充塡容器等を第三者に委託して配送する場合は、当該配送に係る業務の委託に関する契約が締結され、かつ、

当該第三者がＬＰガス配送事業者賠償責任保険等に加入していることを証する書面の写し。 

（４）保安責任者の資格及び保安責任者以外に保安業務を実施する者がいる場合にはその者の資格を証する書面の写し。また、保

安責任者が当該消費場所の他の山小屋等の保安業務を兼務する場合には、兼務する山小屋等に係る特則承認申請書の写し及び

承認書（承認を受けている場合に限る。）の写し。 

（５）保安責任者が行った保安業務の内容について当該申請者が確認することが明確になっていることを証する書面の写し。 

（７）消費設備調査の結果を記した規則第１３１条第２項の規定による帳簿の写し及び保安機関が確認した旨の確認書の写し。 

 

 





 

様式第５（４－４．①関係） 

 

 

年 月 日       

 

 経済産業大臣 殿 

 

 

                                  氏名又は名称及び  

                          法人にあっては         

                                      その代表者の氏名 

                             住      所 

      販売事業者登録番号 

 

 

 

山小屋等に係る液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第１７条

に基づく特則承認内容変更承認申請書 

 

 

年 月 日付け      をもって承認のありました内容について、以下のとおり変更承認を受けた

いので、次のとおり申請します。 

 

（変更の理由） 

 

 

（変更の内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第４の特則承認書（過去の様式第８の特則承認内容変更承認書を含む。）及び申請時の様式第１の

特則承認申請書（過去の様式第５の特則承認内容変更承認申請書を含む。）の写しを添付すること。） 



 

様式第９（４－５．①関係） 

 

 

番  号       

年 月 日       

 

 

 経済産業大臣 殿 

 

 

                                  氏名又は名称及び  

                          法人にあっては         

                                      その代表者の氏名 

                             住      所 

      販売事業者登録番号 

 

 

 

山小屋等に係る液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第１７条

に基づく特則承認廃止届書 

 

 

年 月 日付け      をもって承認のありました内容について、以下のとおり廃止したので、届

け出ます。 

 

 

（廃止の理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第４の特則承認書（過去の様式第８の特則承認内容変更承認書を含む。）及び申請時の様式第１の

特則承認申請書（過去の様式第５の特則承認内容変更承認申請書を含む。）の写しを添付すること。） 



ご清聴ありがとうございました
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