
２０２２年１１月

関東東北産業保安監督部

最近のＬＰガス保安行政について



液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030

政令指定都市への事務・権限

バルク貯槽の検査周期の⾒直し

質量販売の規制の⾒直し

認定販売事業者制度の拡充

⽕気を遮る措置

激甚化する⾃然災害への対策

その他（⾮接触化、⼿続きの電⼦化など ）

⽬ 次
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液化⽯油ガス安全⾼度化計画２０３０



2030年時点〔件／年〕

全
体

死亡事故 0~1件未満

傷害事故 25件未満

販
売
形
態
別

体積販売
死亡事故 0~0.6件未満

傷害事故 22件未満

質量販売
死亡事故 0~0.4件未満

傷害事故 ３件未満

起
因
別

⼀般消費
者等

死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 15件未満

事業者
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 5件未満

その他
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 5件未満

場
所
別

住宅
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 10件未満

業務⽤
施設

死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 11件未満

その他
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 4件未満

＜概要＞

Ø 2020年を⽬標年度として毎年発出した「保安対策指針」に代わり、今後10年間を⾒据えて、多様な
関係者による協働体制の下で安全⾼度化を進める「液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030」（2021
年４⽉、産業構造審議会保安・消費⽣活⽤製品安全分科会液化⽯油ガス⼩委員会）を策定。

2030年の死亡事故ゼロに向けた、国、都道府県、ＬＰガス事業者、消費者及び関
係事業者等が各々の役割を果たすとともに、環境変化を踏まえて対応することで、各々
が共同して安全・安⼼な社会を実現する。

⾼度化⽬標

①事故分類ごとにおける対策の推進 ②各主体の連携の維持・強化
③事業者等の保安⼈材の育成 ④⼀般消費者等に対する安全教育・啓発

⾼度化指標

液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030について

３．⾃然災害対策
●地震・⽔害・雪害対策
・災害に備えた体制構築
・迅速な情報把握
・容器の転倒・流出防⽌対策
・雪害事故防⽌対策

実⾏計画(ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ)

４保安基盤の整備
●保安管理体制
・経営者等の保安確保に向けたコミットメント及び保安レベルの⾃⼰評価
・ＬＰガス事業者等の義務の再確認等
・⻑期⼈材育成を踏まえた保安教育の確実な実施
・⾃主的な基準の維持・運⽤

●スマート保安の推進
・スマートメータ・集中監視等を利⽤した保安の⾼度化
・その他のスマート保安に関するアクションプラン

１．消費者起因事故対策
●CO中毒事故防⽌対策
・業務⽤施設等に対する安全意識向上のための周
知・啓発
・業務⽤換気警報器・ＣＯ警報器の設置促進
・安全型機器及び設備の開発普及

●ガス漏えい事故防⽌対策
・安全な消費機器等の普及促進
・周知等による保安意識の向上
・誤開放防⽌対策の推進
・ガス警報器の機能の⾼度化及び設置の促進等
・消費設備調査の⾼度化 ・リコール製品等への対応

２．販売事業者起因事故対策
●設備対策
・供給管・配管の事故防⽌対策
・調整器、⾼圧ホース等の適切な維持
管理
・軒先容器の適切な管理

●その他事故防⽌対策
・他⼯事事故防⽌対策
・質量販売に係る事故防⽌対策
・バルク貯槽等の告⽰検査対応

基本的⽅向

⾼度化計画
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達成状況や

リスクの変化に

応じた⾒直し



各アクションプランの主体者⼀覧
⼤分類 中分類 ⼩分類 アクションプランの項⽬ 主体者

事故

対策

消費者起因

事故対策

CO中毒事故防⽌
対策

Ø業務⽤施設等に対する
安全意識の向上のための周知・啓発 ＬＰガス事業者、国、第三者機関

Ø業務⽤換気警報器・CO警報器の設置促進 ＬＰガス事業者
Ø安全型機器及び設備の開発普及 ＬＰガス事業者、関係事業者

ガス漏えいによる
爆発または⽕災
事故防⽌対策

Ø安全な消費機器等の普及促進 ＬＰガス事業者、国、関係事業者
Ø周知等による保安意識の向上 ＬＰガス事業者、国、都道府県、第三者機関
Ø誤開放防⽌対策の推進 ＬＰガス事業者
Øガス警報器の機能の⾼度化及び設置の促進等 ＬＰガス事業者、国、都道府県、関係事業者
Ø消費設備調査の⾼度化 ＬＰガス事業者
Øリコール対象品等への対応 ＬＰガス事業者、国、第三者機関

販売事業者
起因

事故対策

設備対策
Ø供給管・配管の事故防⽌対策 ＬＰガス事業者
Ø調整器、⾼圧ホース等の適切な維持管理 ＬＰガス事業者
Ø軒先容器の適切な管理 ＬＰガス事業者

その他
事故防⽌対策

Ø他⼯事事故防⽌対策 ＬＰガス事業者、国、都道府県、
Ø質量販売に係る事故防⽌対策 ＬＰガス事業者
Øバルク貯槽等の告⽰検査対応 ＬＰガス事業者

⾃然災害対策 地震・⽔害・雪害
対策

Ø災害に備えた体制構築 ＬＰガス事業者、国、都道府県、
Ø迅速な情報把握 ＬＰガス事業者、国、都道府県、
Ø容器の転倒・流出防⽌対策 ＬＰガス事業者、国、都道府県、関係事業者
Ø雪害事故防⽌対策 ＬＰガス事業者、国、都道府県、

保安基盤

保安管理体制

Ø経営者等の保安確保へ向けたコミットメント等及
び保安レベルの⾃⼰評価 ＬＰガス事業者

ØＬＰガス販売事業者等の義務の再確認等 ＬＰガス事業者
Ø⻑期⼈材育成を踏まえた保安教育の確実な実施 ＬＰガス事業者、国、第三者機関
Ø⾃主的な基準の維持・運⽤ 第三者機関

スマート保安の
推進

Øスマートメータ・集中監視等を利⽤した保安の⾼
度化 ＬＰガス事業者、国、第三者機関、関係事業者

Øその他のスマート保安に関するアクションプラン ＬＰガス事業者、国
5



項⽬ 主体者 LP事業者のアクション（⾼度化計画抜粋）

業務⽤換気警報器・
ＣＯ警報器の設置促

進
ＬＰガス事業者

• ＬＰガス事業者は、飲⾷店等の業務⽤厨房施設や、ホテル・旅館・
学校等の業務⽤ボイラーの使⽤者や所有者に対して、業務⽤換気警
報器・ＣＯ警報器の設置の重要性を周知するとともに、該当施設の
設置率向上を図る。

業務⽤施設等に対する
安全意識の向上のため
の周知・啓発

国、第三者機関、
ＬＰガス事業者

• ＬＰガス事業者は、業務⽤施設等についてオーナーや管理者向けに、
燃焼機器やダクト、フード等の給排気設備のメンテナンスと警報器の設
置促進に関する周知・啓発を実施する。また、従業員向けに、消費機
器使⽤時の換気の重要性・警報器作動時の対応に関する周知・啓
発を徹底する。なお、業務⽤施設等とは、厨房だけではなく、ホテル・旅
館、学校、福祉施設やボイラー設置先を⾔う。更に、建物外壁の塗装
⼯事等を⾏う事業者向けに、塗装養⽣時の注意事項（給排気⼝の
閉塞防⽌、万が⼀閉塞しなければならない場合は、ガス機器を使⽤し
ないことの居住者への通知の徹底）に関する周知・啓発を徹底する。

• 他⽅、国は、業務⽤施設等を使⽤する事業の所管省庁（⽂部科学
省、厚⽣労働省等）に対して、定期的な省庁連絡会議を開催し、Ｃ
Ｏ中毒事故防⽌注意喚起を要請するとともに、関係する業界団体に
対しても、同様の要請を⾏う。更に、第三者機関及びＬＰガス事業者
の業界団体は、厨房施設の管理者等が集う⾷品衛⽣責任者の講習
会等において、ＣＯ中毒事故防⽌に関する周知・啓蒙が実施されるよ
う関係団体に対して働きかけるなど、多⾯的な⽅向からの周知が⾏わ
れる体制構築を⽬指す。

事故対策 消費者起因事故対策 CO中毒事故防⽌対策
⾼度化計画（抜粋）

6



7

ＬＰガス安全⾼度化計画

ＣＯ中毒
事故防⽌対策

業務⽤施設等に対する
安全意識向上のための
周知・啓発

業務⽤換気警報器・
ＣＯ警報器の設置促進

業務⽤換気警報器の設置率は向上。更なる促進には
施設管理者等の理解・協⼒が必要。
注）業務⽤換気警報器は、CO濃度と経過時間からCOHｂ
（ヘモグロビン）値に換算し、警報を発する。

内容（例）

業務⽤換気警報器設置率の推移

事故対策 消費者起因事故対策 CO中毒事故防⽌対策
⾼度化計画（抜粋）

【不完全燃焼防⽌装置のない湯沸し器、
⾵呂釜等の残存件数の推移】

• ＣＯ中毒事故は発⽣すると重⼤事故に直結しやすく、引き続き重要な取り組み事項で
ある。

安全型機器及び
設備の開発普及



項⽬ 主体者 LP事業者のアクション（⾼度化計画抜粋）

安全な
消費機器等

の
普及促進

国、ＬＰガ
ス事業者、
関係事業
者

• ＬＰガス事業者は、⼀般家庭においてＳｉセンサーコンロ等の更なる普及拡⼤等、安
全機能が向上した燃焼器の普及を進める。また、業務⽤施設に関して、国、ＬＰガス
事業者及びメーカ等関係事業者は、ＣＯ中毒事故防⽌の観点だけでなく、ガス漏
えいによる爆発⼜は⽕災事故防⽌の観点からも⽴ち消え安全装置等の義務化も踏
まえた安全な業務⽤燃焼器の普及促進を図る。

周知等による
保安意識の
向上

国、都道府
県、第三者
機関、ＬＰ
ガス事業者

• ⼀般消費者等に起因する事故の原因は、点⽕ミス、不適切な使⽤によるものが多いこ
とから、国、都道府県、第三者機関及びＬＰガス事業者は、燃焼器の正しい操作⽅
法・安全な使⽤⽅法に関する事項と、ガス栓や接続具の正しい接続⽅法、ガス警報
器の正しい接続、⻑期使⽤していないガス機器の取り扱い等に関する事項の双⽅につ
いて周知・啓発を徹底する。また、近年増加傾向にある⽔害をはじめとする⾃然災害
に際し、消費者が避難する際の注意事項等においても周知・啓発を⾏う。

• なお、周知⽅法については外国⼈労働者の増加や⾼齢者世帯の増加など⼀般消費
者等の多様化に合わせて⼯夫を凝らし、消費者の安全に対する理解の裾野を広げる。

ガス警報器の
機能の⾼度
化及び設置
の促進等

国、都道府
県、ＬＰガ
ス事業者、
関係事業
者

• ＬＰガスの漏えいに起因する事故の防⽌には、ガス警報器の設置が効果的であること
から、国、都道府県、ＬＰガス事業者及び関係事業者等はガス警報器の有効性を周
知し、ＬＰガス事業者は、ガス警報器の設置の促進及び期限管理に取り組む。また、
重⼤事故の発⽣リスクの⾼い⼀部の業務⽤施設等においてはガス警報器とガスメー
タを連動させたシステムの普及促進を図る。さらに消費者がガス警報器のコンセントを
抜いていることでガス漏えいの知覚が遅れ、防⽌できなかった事故もあることから、メーカ
等の関係事業者は、ガス警報器の付加価値の向上や電池式警報器の開発などガス
警報器の機能の⾼度化を図る。

事故対策 消費者起因事故対策 ガス漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策

8

⾼度化計画（抜粋）



9

• Siセンサーコンロ等の更なる普及拡⼤等、安全機能が向上した燃焼器の普及を進める。

• ガス警報器の普及、とりわけ、2020年に発⽣した業務⽤飲⾷店における爆発事故を踏
まえ、業務⽤施設におけるガス警報器とのメーターの連動の促進等を図る。

ＬＰガス安全⾼度化計画

ガスの漏えいによる
爆発または⽕災
事故防⽌対策

安全な消費機器等の
普及促進

周知等による
保安意識の向上

誤開放防⽌対策
の推進

ガス警報器の機能の⾼度化
及び設置の促進等

消費設備調査の
⾼度化

リコール製品等への
対応

【Siセンサー等、安全性の⾼い
ガス機器の普及】

Siセンサーコンロは、2019年11⽉
で累4,000万台を突破。それに合
わせてコンロ⽕災も減少している。
製品の経年劣化事故を防ぐため、
ＬＰガス販売事業者は定期調査
等の機会を通じて、不具合のある
消費機器については交換等を消
費者に対して促していく。

S: Safety, Support & Smile
i: intelligent

内容（例）

事故対策 消費者起因事故対策 ガス漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策
⾼度化計画
（抜粋）

〈業務⽤飲⾷店等におけるガス警報器とガスメーターと連動〉
ガス警報器は、ガスメーターと連動することでガス警報器が鳴動す
ればガスを遮断することで安全性が向上する。さらに集中監視を
⾏うことでより安全なシステムとなる。
とりわけ、業務⽤飲⾷店等では、⻑時間遮断機能の無いＳＢガ
スメーター等、⽐較的⼤型のマイコンメーターが設置されており、警
報器と連動遮断を促進することで、ガス漏えいによる事故を防⽌
する。



⼩分
類 項⽬ 主体者 LP事業者のアクション（⾼度化計画抜粋）

設備
対策

供給管・配管の
事故防⽌対策

ＬＰガス事業
者

• ＬＰガス事業者は、供給管・配管の⼯事を⾏う際は、施⼯不良等による漏えいを防
ぐため、施⼯後に漏えい状況の確認等を確実に⾏う（ガスメータ・調整器交換時含
む）。⼯事を外部に委託する場合にあっては、外注先の特定液化⽯油ガス設備⼯
事に係る届出、液化⽯油ガス設備⼠資格の有無及び再講習の受講状況を確認す
ることにより適切に監督する。

• また、飲⾷店等の業務⽤厨房施設などで、多湿の使⽤環境が予想される箇所に
配管施⼯する場合にあっては、適切な配管材料を使⽤するなど、腐⾷防⽌の観点
に⼗分配慮し正しい施⼯の徹底を図る。

• 更に、⽩ガス管による埋設管がある場合は、漏えい試験を毎年確実に実施し、漏え
い検知装置の普及促進を図るとともに、腐⾷しにくいポリエチレン管（ＰＥ管）等へ
の取り替えを促進する。

その他
事故
防⽌
対策

他⼯事事故防
⽌対策

国、都道府県、
ＬＰガス事業

者

• 道路に埋設されたガス管などの他⼯事事故対策については、ＬＰガス事業者により
地道な周知活動が⾏われているが事業者の努⼒だけで事故を防⽌するのは難しいた
め、他⼯事事業者から現場の他⼯事従事者に⾄るまで広く周知・徹底が図られるよ
う、他⼯事事業者・他⼯事従事者、国、都道府県及びＬＰガス事業者等による連
携した取組を実施する。

• ⼀般消費者敷地内の埋設管の他⼯事事故対策では、道路と異なり個⼈の敷地内
での⼯事となるため、ＬＰガス事業者に事前の⼯事照会がない場合が多いことから、
国、都道府県及びＬＰガス事業者が連携して⼀般消費者等へ⼯事の事前照会を
⾏うよう周知・啓発活動を実施する。そのうえで、他⼯事に関する事前照会があった
場合には、ＬＰガス事業者は⽴会等や他⼯事事業者に対する酸⽋事故防⽌も含
めた啓蒙など適切な対応を⾏う。 10

事故対策 販売事業者起因事故対策 ⾼度化計画（抜粋）
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• 調整器、⾼圧ホース等については、⻑期使⽤に係る漏えい事故が発⽣していることから、
期限管理を徹底する。機器の交換に際しては、ガス放出防⽌機能を有するものにする
など、より安全性の⾼い製品の普及を図る。

ＬＰガス安全⾼度化計画 内容（例）

設備対策

供給管・配管の
事故防⽌対策

調整器・⾼圧ホース等
の適切な維持管理

〈調整器・⾼圧ホース等期限管理〉
貼付されている交換期限シールで確認する。

軒先容器の
適切な管理

〈ガス放出防⽌型⾼圧ホース〉
ホースに所定の張⼒が加わるとガスの通路が遮断される。

事故対策 販売事業者起因事故対策 設備対策
⾼度化計画（抜粋）

他⼯事事故
防⽌対策

質量販売に係る
事故防⽌対策

バルク貯槽等の
告⽰検査対応

〈他⼯事注意喚起チラシの例〉



項⽬ 主体者 LP事業者のアクション（⾼度化計画抜粋）

災害に備え
た体制構築

国、都道府県、
ＬＰガス事業者

• ＬＰガス事業者は、国が作成する「ＬＰガス災害対策マニュアル」等を踏まえ、
災害発⽣時における保安確保のための具体的な取組について、着実に実施
する。具体的には、地震、⽔害等による⼤規模災害に備え、容器転倒・転
落・流出防⽌の鎖⼜はベルト等の⼆重掛け、ベルト等に緩みがないようにする
設置の推進や新設⼜は取り替え時等におけるガス放出防⽌型⾼圧ホース等
の設置、鎖⼜はベルトが容易に外れにくい取付け⾦具の設置、容器プロテクタ
ー掛けを徹底する。

• 特に、各地⽅公共団体（⾃治体）において発表されているハザードマップを
確認・把握し、津波、河川氾濫等による浸⽔、⽔害の恐れがある地域に所在
するＬＰガス消費者世帯については、⼤規模⽔害によるガス容器の流出防
⽌に備えた対策を重点的に講じる。

• ＬＰガス事業者は、現在、各都道府県単位で開催されている防災訓練に積
極的に参画するとともに、地域の⾃治会、婦⼈会等とも共同した訓練の実施
を⽬指す。また、都道府県の範囲を超えた広域の災害連携を図る。

迅速な情報
把握

国、都道府県、
ＬＰガス事業者

• ＬＰガス事業者は、災害発⽣後のＬＰガス供給の早期復旧復興に備え、
ＬＰガス事業者等は予め顧客情報、設備情報、ＬＰガス保安に関する情
報についてクラウド等を活⽤するなど、情報の保全に努める。また、国、都道府
県、都道府県協会等への報告がスムーズに⾏えるよう、定期的な通報訓練
等の実施を図る。 12

⾃然災害対策
⾼度化計画（抜粋）
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• 「ＬＰガス災害対策マニュアル」等を踏まえ、災害発⽣時に有効となる具体的な取組に
ついて、着実に実施する。

• 発災後のＬＰガス供給の早期復旧復興に備え、ＬＰガス事業者等はＬＰガス保安に
関する情報についてクラウド等を活⽤し、⾏政や都道府県協会等への報告がスムーズに
⾏えるよう、定期的な通報訓練等の実施を図る。更にはIoTを利⽤した被害情報把握
のシステム構築に関する検討を図る。

• 多発化する⽔害に備え、ハザードマップなどに基き、消費先の災害環境を踏まえて、軒
先容器の２重掛け等、容器流出防⽌対策を⾏う。また、閉栓先において、充填容器が
放置されないよう不要な充填容器の撤去を進める。

ＬＰガス安全⾼度化計画

地震、⽔害対策

災害に備えた体制対策

迅速な情報把握

〈洪⽔被害を受けた供給設備〉 〈上半部と下半部の
２重掛けによる固定例〉

容器の転倒・流出
防⽌対策

雪害事故防⽌対策

〈ＬＰガス災害対策マニュアル〉
東⽇本⼤震災以降作成され、定期
に⾒直しを実施。地域保安指導事業
⽤テキストとして周知を図る。

⾃然災害対策
内容（例）

⾼度化計画（抜粋）



項⽬ 主体者 LP事業者のアクション（⾼度化計画抜粋）

経営者等の保安
確保へ向けたコミッ
トメント等及び保安
レベルの⾃⼰評価

ＬＰガス
事業者

• 経営者等が保安に対する姿勢を社内外に明確にし、保安確保の指導⼒を発揮
することが、ＬＰガス事業者の保安⼒の向上に⼤きく資することから、保安組織体
制の構築及び保安関連予算の確保を図ることなどのコミットメントの明⽰を図
る。

• 現場の実態に応じて異なるリスクを把握・認識し、適切な対策・改善を継続して
実施する「リスクマネジメント」の考え⽅を取り⼊れ、リスク管理の徹底を図る。具
体的には、ＬＰガス事業者が「⾃主保安活動チェックシート」を活⽤した⾃主保
安活動の⾃⼰診断を⾏うことにより、⾃らの⾃主保安の状況を客観的に認識し、
保安レベルの向上に活⽤する活動を継続して⾏う。

⻑期⼈材育成を踏
まえた保安教育の
確実な実施

国、第
三者機
関、
ＬＰガス
事業者

• ＬＰガス事業者は、保安教育を的確に実施する体制を構築するとともに、年間
保安教育計画を策定し、保安教育が従業員に対して確実に実施されるようにす
る。また、⾏政、第三者機関及び業界団体等が開催する保安講習会に積極的
に参加する。

• また、保安業務に係る⼈材の⾼齢化に伴い、保安技術・経験を確実に伝承する
ことが今後重要になる。そのため、第三者機関及び業界団体等は、作業ミス、⼯
事ミス等、ヒューマンエラー防⽌のための事例集や容器交換時や設備⼯事・修理
等の際の標準作業マニュアルを作成する等、ＬＰガス事業者の保安教育の教材
を提供し、保安レベルの向上を図る。

• 上記の取組や保安に関わる⼈材に対する保安教育が有効且つ効率的に実施で
きるよう、国及び第三者機関は必要に応じて教材の開発やその⽀援を⾏う。

14

保安基盤 保安管理体制
⾼度化計画（抜粋）



ＬＰガス安全⾼度化計画

保安管理体制

経営者等の保安確保
に向けたコミットメント及び
保安レベルの⾃⼰評価

ＬＰガス事業者等の
義務の再確認等

⻑期⼈材育成を踏まえた
保安教育の確実な実施

全国ＬＰガス協会による約20,000事業所を対象にした⾃主保安
診断。回収率は2013年度の56.1％から本年度は91.9％と⼤きく
向上している。

• 「⾃主保安活動⾃⼰診断チェックシート」を活⽤した⾃主保安活動の⾃⼰診断を
⾏うことにより、⾃らの⾃主保安の状況を客観的に認識し、保安レベルの向上を⽬
指す。

⾃主保安活動チェックシートの項⽬例

• 保安確保の⽬標管理
• ガス警報器設置率
• 集中監視システムの導⼊率
• ガス漏れ警報器連動遮断装置
• 保安教育の実施
• 消費設備の保安啓発活動
• 業務⽤厨房施設への業務⽤換気警報器の設置
• 配管図⾯の保管
• 経年埋設管の交換
• 他⼯事業者による事故防⽌対策
• 法定期間内における供給設備点検頻度
• 法定期間内における消費設備調査頻度
• メーターの異常表⽰の確認
• 安全装置の有無の調査
• 消費者への保安啓発活動
• ガス放出防⽌型⾼圧ホース等の設置
• 容器への鎖⼜はベルトの２本取付け
• 防災訓練の実施⼜は参加
• 災害マニュアル、災害対策指針等の整備等
• ハザードマップの活⽤
• 災害発⽣時の対応について

申告書
評価項⽬

（⾃主保安活動⾃⼰診断チェックシート）
Ⅰ.保安⽅針
注１）各項⽬について事業者（所）内に徹底されている場合に得点できる。
注２）ここでいう設置率100％とは99％を超えるものをいう。

項⽬ 内容 配点

Ｎｏ．１ 保安体制・責任と権限の明確化

① 保安確保の⽬標
管理

保安確保の⽬標を達成するため、計画、実⾏及び検討・評価に分
けて管理が⾏われている。

・計画（２点）︓保安確保・消費者安全サービスについて、具体
的な数値化された計画が書⾯化されていること。
・実⾏（２点）︓計画を実⾏し、実施結果の記録があるもの。
・検討・評価（２点）︓⽬標及び実⾏した結果について、定期的
な⾒直しが⾏われ、計画と実⾏に反映されていること。

2点

2点

2点

注意︓別紙に保安活動の概要を計画、実⾏及び検討・評価に分け具体的に記⼊のこと。
Ｎｏ．２ 安全機器等の設置の取組

① ガス警報器

設置を推進しており、消費者の要望に応じ積極的に導⼊している
こと。（設置率100%以下でも可。） 2点

設置率１００％
(100％とは99％を超えるものをいう。)

（⼀消費者に対しガス警報器が複数設置されている場合であって
も、設置率の設置数（分⼦）は１とする。）

2点

設置率８０％以上９９％以下 1点

抜粋

内容（例）

保安基盤 保安管理体制
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⾼度化計画（抜粋）



項⽬ 主体者 LP事業者のアクション（⾼度化計画抜粋）

スマートメー
タ・集中監
視等を利⽤
した保安の
⾼度化

国、第三者機関、
ＬＰガス事業者、
関係事業者

• 集中監視の普及率は2019年度末現在で約400万⼾となっている。近年は、通
信技術の進化により、LPWA等の無線通信や電気メータを利⽤した集中監視の
新たな⽅式の利⽤が開始されており、今後、更なる集中監視の信頼性の向上が
期待されることから、ＬＰガス事業者は、集中監視の普及の⼀層の普及を図る
とともに、認定販売事業者制度の取得の推進を図ることで保安の⾼度化を⽬指
す。

• また、集中監視の普及とともに、それに対するサイバーセキュリティ対策の重要性も
⾼まることから、ＬＰガス事業者は集中監視を普及させていくうえで、集中監視セ
ンターにおけるサイバーセキュリティ対策を⾏い安全を確保する。また、業務委託
をしている場合は、委託先のサイバーセキュリティ対策が確保されているかをあら
かじめ確認しておく等の対応を図る。

• 他⽅、少⼦⾼齢化による保安確保を担う⼈⼿不⾜や新型コロナウイルス等の感
染症に対応するため、⼈との接触機会を減らした保安確保の⼿法が必要となる
ことから、国、第三者機関、ＬＰガス事業者の業界団体及びメーカ等の関係事
業者は、ガスメータやガス機器を含めたガス関連機器の⾼機能化・スマート化によ
り、より⾼度な保安管理システムの構築を⽬指すとともに、それらの状況を踏まえ
た適切な規制の⾒直しの断続的な検討を図る。これらスマート保安の推進にあた
って、個⼈情報保護対策を徹底する。

16

保安基盤 スマート保安の推進
⾼度化計画（抜粋）



項⽬ 主体者 LP事業者のアクション（⾼度化計画抜粋）

その他のスマ
ート保安に
関する

アクションプラ
ン

国、
ＬＰガス事業者

• スマート保安官⺠協議会で策定された「スマート保安推進のための基本⽅針」の
下、スマート保安に資する新技術の導⼊や、それを促進する規制・制度の⾒直し
など、官⺠によるスマート保安の実践に向けた具体的な「アクションプラン」が電⼒・
都市ガス業界において策定されることが⾒込まれている。他⽅、ＬＰガス業界にあ
っては、それらの業界に⽐べ、事業規模、活動領域が相対的に⼩さいこともあり、
これらの進捗状況を注視しつつ、また、技術⾰新の動向を踏まえ、業界団体が掲
げるアクションプランにおいて、スマート保安の内容を検討、記載していくとともに、
国のバックアップが必要な事項があれば、その都度協議を図る。

• 具体的には、集中監視システム以外に今後新たなテクノロジーの導⼊として期待
されることとして、タブレット端末を利⽤した点検調査の⾼度化、周知のデジタル化、
AIによる残ガス予測と配送ルートの最適化、ＬＰガス設備の余寿命予測、IoT
によるガス燃焼機器等との連携、集中監視システムのビッグデータを活⽤した事故
予測と危機回避などへの応⽤、災害時におけるドローンを活⽤した容器流出の捜
索やIoT技術を利⽤した被害情報把握等、種々な取り組みの可能性について、
ＬＰガス事業者の現状調査、内容の分析を⾏い、業界団体のスマート保安に
関するアクションプランを策定し、状況に応じ継続的に内容の⾒直しを⾏っていく。
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保安基盤 スマート保安の推進
⾼度化計画（抜粋）



ＬＰガス安全⾼度化計画

スマート保安の推進

スマートメーター・
集中監視等を利⽤した
保安の⾼度化 〈スマートメーター・ＬＰＷＡ等による保安の⾼度化のイメージ〉

セキュリティ対策（個
⼈情報保護対策）

18

• LPWAや電⼒メーターを利⽤した新たな通信⽅式の普及により、集中監視の⼀層の普及、認
定販売事業者の拡⼤を図る。また、保安⼈材不⾜等の課題に対応するため、ガス関連機器
の⾼機能化等により、より⾼度な保安管理システムの構築を⽬指すとともに、それらの状況を踏
まえた適切な規制の⾒直しの断続的な検討を図る。

各⼾で分散して供給を⾏うLP分
野では、約30年前より集中監視
システムの導⼊が⾏われてきた。通
信⽅式は従来の電話線通信から
無線化が進み、近年は、低電⼒・
広範囲・ローコストの通信⽅式
LPWAや、電⼒スマートメーターと
の共同検針システムの開発により
今後、更なる普及が期待される。

内容（例）

保安基盤 スマート保安の推進
⾼度化計画（抜粋）



安全⾼度化指標の達成状況
●2021年(暦年)の事故について、安全⾼度化指標の対する達成状況は、以下の通り。

安全⾼度化指標の達成状況(死亡事故及び傷害事故)
安全⾼度化指標
(2030年時点

の５年平均［件/年］)

2021年(暦年)
事故発⽣状況

［件］
指標に対する
達成状況

(参考)
過去5年(2017-

2021)の平均事故件数
［件/年］

全
体

死亡事故 0〜1件未満 1 未達成 0.4
傷害事故 25件未満 20 達成 25.6

販
売
形
態
別

体積販売
死亡事故 0〜0.6件未満 1 未達成 0.4
傷害事故 22件未満 18 達成 22.2

質量販売
死亡事故 0〜0.4件未満 0 達成 0
傷害事故 3件未満 2 達成 3.4

起
因
者
別

消費者
死亡事故 0〜0.2件未満 0 達成 0
傷害事故 15件未満 13 達成 16.6

事業者
死亡事故 0〜0.2件未満 0 達成 0
傷害事故 5件未満 1 達成 3.4

その他
死亡事故 0〜0.2件未満 1 未達成 0.4
傷害事故 5件未満 6 未達成 6.4

場
所
別

住宅
死亡事故 0〜0.2件未満 1 未達成 0.2
傷害事故 10件未満 9 達成 7

業務⽤施設
死亡事故 0〜0.2件未満 0 達成 0.2
傷害事故 11件未満 7 達成 12.6

その他
死亡事故 0〜0.2件未満 0 達成 0
傷害事故 4件未満 4 未達成 6 19



1979年（昭和54年）
事故件数 793件
負傷者数 825⼈
死 者 数 63⼈

年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
事故件数 260 210 187 182 140 195 212 203 198 212
対前年⽐(％) 15 ▲19 ▲11 ▲3 ▲23 39 9 ▲4 ▲2 7
死 者 1 3 1 2 0 0 1 0 1 1
負傷者 85 52 76 60 52 50 46 32 29 20

20

• ⼀般消費者等に係るＬＰガス事故の発⽣状況は、1979年に793件（死傷者数888⼈）を記録した後、減少に転じ、1997
年には68件（死傷者数70⼈）となったが、1998年から2005年までの間は、75〜120件／年の発⽣状況であった。

• その後、2005年の悪質な法令違反事例に関連した法令遵守の徹底指導や2006年のパロマ製湯沸器に係る事故発⽣に伴う事
故届の徹底指導等により、潜在化していた事故の捕捉率が向上したためと推測されるが、2006年以降については、事故件数が増
加し、140〜260件／年で推移している。

• 2021年の事故件数は212件で、2020年の198件から14件の増加となった。また、死亡者数は1⼈で昨年と同様、負傷者数
は20⼈で、2020年の29⼈から9⼈減少し、液化⽯油ガス法公布の1967年以降、最少⼈数となった。

事故動向について



2021年における事故発⽣状況
●2021年のＬＰガス事故件数は 212件であり、前年⽐で 14件の増加となった。
●死亡者は1 ⼈(雪害事故)である。
●負傷者は 20⼈であり、液⽯法公布の 1967年以降最少となった。

暦年 2016 2017 2018 2019 2020 2021
事故件数 140件 195件 212件 203件 198件 212件
対前年比 23%減 39%増 9%増 4%減 2%減 7%増
死者 0人 0人 1人 0人 1人 1人
負傷者 52人 50人 46人 32人 29人 20人

● CO中毒事故は発⽣していない。
暦年 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CO中毒事故 8件 2件 5件 0件 0件 0件

うちB級事故 1件 0件 0件 0件 0件 0件

●原因者別では「他⼯事事業者」によるものが62件(29.3％)発⽣し、過去(2019年28.6%、
2020年27.1％)と⽐較すると最も⾼い割合となった。

暦年 2016 2017 2018 2019 2020 2021
他工事事故 34件 49件 48件 58件 54件 62件
事故件数に占める割合 24.3% 25.1% 22.6% 28.6% 27.3% 29.3% 21



近年の他⼯事事故の概要

l 単年度の動向︓2016年以降、他⼯事事故の件数は増加傾向である。直近の2019年は全事故
件数の28.6%、2020年は同27.1％となった。

l 過去５年間の動向︓2016年〜2020年に発⽣した他⼯事事故は244件である。
設備別には、埋設配管180件、露出した供給管/配管28件、未撤去容器/貯槽は7件である。
⼯事別には、上下⽔道⼯事によるものが70件（28.7%）と最も多く、次いで解体⼯事55件
（22.5%）と なっている。この２つの⼯事起因の事故が他⼯事事故の半数以上を占めている。ま
た、⼯事の連絡がないこと、⼯事事業者がガス管を認識していないこと等が要因となっており、周知・
啓発活動の強化などが望まれる。
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他⼯事事故（件）︓左軸
他⼯事割合（％）︓右軸

⼯事等 ⼯事別
件数

全件数に
占める割合

漏えい等の場所
埋設された
供給管/配管

露出した
供給管/配管

未撤去の容
器/貯槽 その他

上下⽔道⼯事 70 28.7% 62 7 0 1
解体⼯事 55 22.5% 40 8 4 3
掘削⼯事 23 9.4% 22 0 0 1

改装等⼯事 20 8.2% 3 4 0 13
建設⼯事 12 4.9% 12 0 0 0

草刈り等作業 11 4.5% 4 6 0 1
その他 53 21.7% 37 3 3 10

合計（件数） 244 100% 180 28 7 29
上下⽔道⼯事70件のうち、55件（78.6%）が事前連絡無しの⼯事。⼯事業者はガス管が埋設されて
いる認識が無い状態で⼯事を実施。⽔道管と誤認識して切断した事故も発⽣。
解体⼯事55件のうち、41件（74.5%）が集合供給⽅式。住宅を解体する際に埋設供給管に気づいて
いないことも要因。図︓他⼯事事故件数の推移（暦年）

表︓他⼯事事故の原因等 （単位︓件数）

22



関係省庁、関係団体への要請 ⼯事業者向けパンフレット

「液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030」
第４章 販売事業者起因事故対策
２．その他事故防⽌対策
（１）他⼯事事故防⽌対策

道路に埋設されたガス管などの他⼯事事故対策につい
ては、LPガス事業者により地道な周知活動が⾏われてい
るが事業者の努⼒だけで事故を防⽌するのは難しいため、
他⼯事事業者から現場の他⼯事従事者に⾄るまで広く
周知・徹底が図られるよう、他⼯事事業者・他⼯事従事
者、国、都道府県及びLPガス事業者等による連携した取
組を実施する。

他⼯事事故防⽌対策 周知・啓発活動の展開
【国の取り組み】
l 経済産業省から関係省庁、関係業界に対して、事故防⽌の徹底を毎年要請。
l 特に⼯事事業者に対しては、国⼟交通省及び厚⽣労働省を通じて、ガス事業者へガス管有無の

事前照会、ガス管近くで⽕気や電動⼯具の使⽤を避けること、ガス臭い場合にはガス事業者へ速や
かに連絡をすること等を要請。

l 今後とも「液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030」に基づき、⼯事の事前照会についての周知・啓発
（安全な作業、酸⽋防⽌事故等）、⽴会いを展開する予定。

【LPガス業界の取り組み】
l ４県（⻑野県・岡⼭県・島根県・兵庫県）のLPガス協会は、会員企業等に「埋設管表⽰シール」

を配布。
l 販売事業者は、他⼯事事故発⽣時に⼀般消費者等及び他⼯事事業者に対して、事前の連絡等

の徹底を要請。
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他⼯事事故防⽌対策 更なる普及・啓発などの検討
内容 事故動向・事例 課題

契約終了後の速や
かな撤去

使⽤されなくなったLPガス設備が残置された場合に、他⼯事業
者がLPガス設備を損傷するケースが発⽣。
【事故事例】空き家において、解体⼯事業者が作業中に当該
空き家敷地内に残存していた埋設供給管を重機で損傷し、漏
えいが発⽣した。（2018/10/26 埼⽟県）

使⽤されなくなった供給設備（液化⽯油ガスの⼊った容器、バ
ルク貯槽を含む）については、⼀般消費者等から要求があった
場合に遅滞なく撤去することが義務付けられている。（撤去が
著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場
合を除く。／規則第16条第16号）。実際には⼀般消費者等
から撤去を要求されず、撤去がなされないことが多い。

販売事業者への連
絡（周知）

・他⼯事の際にLPガス配管の埋設箇所、埋設深さがわからず、
掘削等の際に誤ってLPガス設備を損傷したり、露出した配管で
あっても、草⽊により隠れていることなどが原因で、他⼯事業者
が誤ってLPガス設備を損傷するケースが発⽣。
【事故事例】⼀般住宅において、他⼯事業者が下⽔道改修⼯
事中に誤って埋設配管をコンクリートカッターで切断し、漏えいが
発⽣した。他⼯事業者は販売事業者と事前打ち合わせを⾏わ
なかった。（2020/11/28 福岡県）

LPガス設備の周辺で他⼯事を⾏う際には、他⼯事業者とLPガ
ス販売事業者で他⼯事に関する事前協議を⾏うことが望ましい
が、このことについては、法令で定められておらず、他⼯事業者・
LPガス販売事業者の⾃主的な取り組みにより⾏われている。

埋設管などの表⽰

他⼯事業者が地⾯掘削の際に誤ってLPガス設備を損傷するケ
ースが発⽣。
【事故事例】⼀般住宅において、他⼯事業者が下⽔道改修⼯
事中に誤って埋設配管をコンクリートカッターで切断し、漏えいが
発⽣。（2020/11/28 福岡県）

令和３年度委託事業において過去の事故事例を分析し、事
故抑制の効果のある場所（道路に埋設される配管）、供給
形態（⼤量漏えいにつながる集合供給など）、部位（埋設配
管の⽴ち上がり部）などを特定し表⽰のあり⽅を検討。

契約終了後の速やかな撤去
Ø 供給契約が終了した場合は、消費設備側で他⼯事事故の例も考
えられるため、⼀般消費者等の要求が無くとも供給設備等（液
化⽯油ガスの⼊った容器、バルク貯槽を含む。）は遅滞なく撤
去することを販売事業者に対する義務付けとして検討。

速やかに撤去 LPガスは除去される

⼀般消費者等への周知
Ø 敷地内で⼯事を⾏う場合は、事前に販売事業者へ連絡を⾏
うように要請を周知⽂書に記載。

埋設管の表⽰
Ø 埋設の始点、終点に埋設管が敷設されている旨
の表⽰。

Ø 埋設管の近くの⾒えやすい場所に警告の表⽰。
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＜容器交換時等供給設備点検＞
年⽉
⽇

発⽣
場所

事故
分類

建物
⽤途

原因
者

事故原因
法違反の有無 事故概要 機種 ⾏政指導等

再発防⽌策

2020
1/1

⻑野
県
松本
市

C2級
（漏
え
い）

共同
住宅

販売
事業
者
保安
機関

販売事業者による容器交換時の作業
ミス
＜法令違反＞
法第16条第2項
（基準適合義務等）
規則18条の第1項第5号
（供給設備の技術上の基準）
法第27条の第1項第1号
（保安業務を⾏う義務）
法第34条第1項
（保安機関の業務等）
規則36条の第1項第1号
（供給設備の点検の⽅法）

共同住宅において、消費者より容器庫付近で
ガス臭がする旨の通報を受けた消防が販売事
業者に連絡をした。
連絡を受けた販売事業者が現場に出動し、容
器と⾼圧ホースよりガスの漏えいを確認し、補
修作業を⾏った。
原因は、販売事業者が容器交換時に容器と
⾼圧ホースを接続する際、ねじ込み不⾜の状
態のまま作業を完結したことによるもの。

容器バルブ

・県は販売事業者に対し、事故状況のヒアリング
を⾏い、また、事故再発防⽌策の徹底を指⽰した。
・販売事業者は保安機関に対し、容器交換時
点検における点検表の細分化及び保安教育など
の再発防⽌策の徹底と報告を指⽰した。また、保
安機関が実施する容器交換時点検において、未
交換側の容器と⾼圧ホースの接続部の締め付け
確認を実施することについて作業基準に追加し、
社内教育を徹底する。

2020
5/15

愛媛
県
新居
浜市

C2級
（漏
え
い）

⼀般
住宅

販売
事業
者
保安
機関

容器交換時の接続ミス

⼀般住宅において、近隣住⺠よりガス臭及び
ガス噴出⾳がする旨の通報を受けた消防が販
売事業者に連絡した。販売事業者が現場に
出動したところ、消防により容器バルブが閉⽌さ
れ、漏えいが停⽌していることを確認した。漏え
い個所を検査したところ、容器バルブと調整器
の接続部より漏えいしていることを確認した。
原因は、容器交換を実施した者が作業に不
慣れであったため、接続不良が発⽣したと推定
される。

単段式調整器
・県は現地調査を実施し、販売事業者に対し事
故情報及び再発防⽌策についての報告を求めた。
また、県LPガス協会には会員に対する注意喚起を
依頼した。

＜緊急時対応＞
年⽉
⽇

発⽣
場所

事故
分類

建物
⽤途

原因
者

事故原因
法違反の有無 事故概要 機種 ⾏政指導等

再発防⽌策

2018
8/11

北海
道
旭川
市

C2級
（漏
え
い）

⼀般
住宅

販売
事業
者
保安
機関

ガスメーターユニオンの接続不良
＜法令違反＞
法第27条第1項第4号
（保安業務を⾏う義務）

⼀般住宅において、消費者からガスが漏えいし
ているとの通報を受けた消防が現場へ出動し、
容器バルブを閉栓した。その後、消費者から連
絡を受けた販売事業者が現場へ出動し、メー
ターユニオンからの漏えいを確認した。
原因は、メーターユニオンのパッキンに不具合が
⽣じたことによるもの。
なお、販売事業者への緊急時連絡があったも
のの、不在だったため対応が遅れたとのこと。

メーターユニオン
（供給管継⼿
部）

・道は、販売事業者に対し、緊急時連絡を受け
るための体制を整えることを⼝頭で指⽰し、その後
緊急時連絡体制について改善報告書を提出す
るよう指⽰した。
・販売事業者は、緊急連絡先の電話について、
不在の場合に⾃宅⼜は携帯電話に転送するよう
回線⼯事を⾏った。

保安機関に関係する事故事例
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lバルク供給に関係する事故件数のうち、原因別に、他⼯事事故、施⼯不完全、腐⾷劣化で
４分の３を占め、以下に留意する必要がある。
① 他⼯事事故︓⼀般的に供給管・配管、埋設部が⻑く、また、速やかに撤去が⾏われ

ない場合がある。この対策として、供給管・配管の損傷防⽌対策、埋設管の表⽰、販
売事業者への連絡、契約終了後の撤去が考えられる。

② 施⼯不完全︓液取り出し弁等から漏えい事故が⾒られ、適切な施⼯、管理を⾏う必
要がある。

③ 腐⾷劣化︓⻑期間、設置されることから、外⾯の腐⾷劣化対策が必要である。
l 業務⽤に使われるケースがあり、消費設備側では業務⽤途の事故が⾒られる。

供給設備 消費設備

容器 容器バ
ルブ

⾼圧ホ
ース ヘッダー 調整器 バルク

貯槽 供給管 ガスメーター
その他
機器 配管 末端ガ

ス栓
ホース
類

家庭⽤
燃焼器

業務⽤
燃焼器

その他
の燃焼
器

その他 合計

他⼯事事故 0 0 0 0 2 1 28 0 1 16 1 1 0 0 0 0 50
施⼯不完全 0 2 0 0 0 9 0 1 2 0 4 1 4 0 0 0 23
腐⾷劣化 0 0 0 0 0 4 3 0 2 8 0 1 1 3 0 0 22
消費者の取扱いミス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 9 0 0 16
損傷 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
雪害 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
故障 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
製造不良 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
再液化 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
地盤沈下 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
不明 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 7

合計 1 2 0 0 4 17 35 1 5 31 9 7 8 13 0 0 133

2016年1⽉－2021年3⽉（暫定版）

バルク供給に係る事故

（単位︓件数）
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（参考）バルク事故事例（2016年以降）

27

2020/11/12 奈良県⼤和⾼⽥市

C2級 漏えい その他（空き店舗（閉栓中の元飲⾷店）他⼯事業者（解体⼯事業者）

解体⼯事業者によるバルク貯槽付属品の損傷 他⼯事事故

閉栓中の元飲⾷店において、解体⼯事業者が作業中、誤って重機でバルク貯槽を損傷させた。都
市ガス業者より連絡を受けた販売事業者が現場に出動しバルク貯槽内の液体ガスの回収及び残ガ
スの処理を⾏った。なお、メーカーにより安全弁本弁⼀式を取り外し、破損個所の検証を⾏ったところ、
安全弁本弁フランジ接続⾯ガスケット変形とガス取出弁と本体接続部とのOリングが重機による解体
時の衝撃等で変形し漏えいが発⽣したと推定される。原因は、解体⼯事業者によるバルク貯槽附属
品の損傷によるもの。なお、当該店舗の解体時には旧消費者から建物所有者へ⼯事の時は販売事
業者への事前連絡が必要である旨を伝えてなかったとのこと。また、店舗所有者及び旧消費者はバ
ルク貯槽の存在を認識していなかったとのこと。販売事業者としては、バルク貯槽等に連絡先の記載
をしていたが、解体時事前連絡が必要である旨の表記はしていないとのこと。さらに、販売事業者は
旧消費者へ解体時の事前連絡要請を実施していたが、建物所有者へ直接要請はしていなかったと
のこと。（バルク貯槽 980㎏×1基）

対策例︓速やかな撤去、適切な連絡



(参考）バルク事故事例（2016年以降）
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2019/12/13 北海道札幌市

C2級 漏えい その他（温泉施設）

休業中の温泉施設において、付近の福祉施設従業員から屋外でガス臭がする旨消防に通報があり、
消防が確認したところ、温泉施設敷地内の容器貯蔵庫内に設置されたバルク容器の安全弁放出管
からガスが漏えいしていたため、安全弁元弁を閉⽌した。原因は、温泉施設の管理者等に確認したと
ころ平成26年３⽉から管理を⾏っているが当時からバルク容器は使⽤していないとのことであり、不明
とのこと。なお、温泉施設の管理者が道内販売事業者に依頼してバルク容器内の残ガスを全て抜い
たとのこと。

（バルク容器 2,900kg×１基）

対策例︓速やかな撤去



出典：ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ

他法令の事故事例（参考）

出典：YAHOO NEWSのメーテレ（名古屋テレビ）の記事より抜粋



「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」の改正について

【政令指定都市への事務・権限】

（2023年４⽉１⽇施⾏予定）
（法令、政令、省令改正）



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
(液化⽯油ガス法)の改正について

l 本改正は、液化⽯油ガス法についての都道府県知事の事務・権限（販売事業の登録、
保安機関の認定、貯蔵施設の設置許可等）を指定都市の⻑に移譲するもの（2023
年４⽉１⽇施⾏予定）。

l 2022年３⽉４⽇、閣議決定（地⽅分権⼀括法として改正）。5⽉20⽇に公布。
l 今後、政令・省令を改正する予定。

液化⽯油ガス法における事務・権限の移譲等の概要（⻩⾊が改正部分）

経済産業⼤⾂⼜は都道府県知事の権限に
属する事務

都道府県知事の権限に
属する事務

経済産業⼤⾂⼜
は都道府県知事
の権限に属する

事務
経済産業⼤⾂の

権限に
属する事務

経済産業⼤⾂⼜
は都道府県知事
の権限に属する

事務試験事務及び免
状交付事務以外

免状交付事務及
び試験事務 試験事務

事務・権限
の内容

Ø 液化⽯油ガス販売事
業（法第２章）

Ø 液化⽯油ガス販売事
業者の認定
（法第３章の２）

Ø 保安業務
（法第３章）

Ø 貯蔵施設等の充
てんのための設備
（法第４章）

Ø 液化⽯油ガス設
備⼯事
（法第４章の２
第１節）＊第38条
の３及び第38条の10

Ø 液化⽯油ガス設
備⼯事
（法第４章の２
第１節）＊第38条
の４〜第38条の９

Ø 指定試験機関
（法第４章の２
第２節）

Ø 液化⽯油ガス器
具等
（法第５章）

Ø 雑則
(法第６章)

＊報告聴取、⽴⼊
検査等

改正法にお
ける権限移
譲の対応

都道府県知事の権限を指定都市の⻑に移譲 移譲対象外
法改正の必要な
し（現⾏条⽂で
市⻑が含まれて

いる）

都道府県知事
の権限を指定都
市の⻑に移譲
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(参考) 本改正により都道府県知事から指定都市の⻑へ移譲予定の事務・権限(液化⽯油ガス法条⽂)(次⾴に続く)
液化⽯油ガス法条項 内容

第２章液化⽯油ガス販売事業(第３条―第26条の３)
第３条第１項及び第２項 液化⽯油ガス販売事業者の登録
第３条の２ 液化⽯油ガス販売事業者登録の実施
第４条 液化⽯油ガス販売事業者の登録の拒否
第６条 登録⾏政庁等の変更の届出の受理
第８条 液化⽯油ガス販売事業者の⽒名等の変更の届出の受理
第10条第２項及び第３項 液化⽯油ガス販売事業者等の地位の承継の届出の受理
第13条第２項 液化⽯油ガス販売事業者に対する災害発⽣防⽌措置命令
第14条第２項 ⼀般消費者等への書⾯の交付⼜は再交付の命令
第16条第３項 貯蔵施設等に関する技術上の基準等への適合命令
第16条の２第２項 供給設備に関する技術上の基準への適合命令
第19条第２項 業務主任者の選任⼜は解任の届出の受理
第21条第２項 業務主任者の代理者の選任⼜は解任の届出の受理
第22条 業務主任者等の解任の命令
第23条 液化⽯油ガス販売事業等の廃⽌の届出の受理
第24条 液化⽯油ガス販売事業者の登録の失効
第25条 液化⽯油ガス販売事業者の登録の取消し
第26条 液化⽯油ガス販売事業者の登録の取消し⼜は液化⽯油ガス販売事業の停⽌の命令
第26条の２ 液化⽯油ガス販売事業者の登録の消除

第３章保安業務(第27条―第35条の５)
第29条第１項及び第２項 保安機関の認定
第31条 保安機関の認定の基準
第32条第２項 保安機関の認定の更新
第33条 保安機関に係る⼀般消費者等の数の増加の認可等
第34条第３項 保安機関に対する業務等改善命令
第35条第１項及び第３項 保安業務規程の制定⼜は変更の認可
第35条の２ 保安機関に関する認定の基準への適合命令
第35条の３ 保安機関の認定の取消し
第35条の４ 保安機関の認定⾏政庁の変更の場合における認定の受理等
第35条の５ 消費設備に係る技術基準適合命令 32



(参考) 本改正により都道府県知事から指定都市の⻑へ移譲予定の事務・権限(液化⽯油ガス法条⽂)
第３章の２ 液化⽯油ガス販売事業者の認定(第35条の6―第35条の10)

第35条の６第１項 液化⽯油ガス販売事業者に係るの保安の確保の⽅法等の認定
第35条の７ 液化⽯油ガス販売事業者からの報告義務
第35条の10 販売事業者の認定の取消し

第４章 貯蔵設備等及び充てんのための設備(第36条―第38条)
第36条第１項 販売事業者による貯蔵施設等の設置の許可
第37条 販売事業者による貯蔵施設の設置の許可の基準
第37条の２ 販売事業者による貯蔵施設等の変更の許可等
第37条の３ 貯蔵施設等の完成検査の実施等
第37条の４ 充てん設備の許可
第37条の５第３項 充てん事業者に対する技術基準適合命令
第37条の６第１項、第３項及び第４項 充てん設備の保安検査の実施等
第37条の７ 貯蔵施設の許可の取消し等

第４章の２ 液化⽯油ガス設備⼯事
第１節 液化⽯油ガス設備⼯事(第38条の２―第38条の13)

第38条の３ 液化⽯油ガス設備⼯事の届出の受理
第38条の10 特定液化⽯油ガス設備⼯事事業の届出の受理

第６章 雑則(第81条―第95条の３)
第82条第１項及び第２項 販売事業者等からの報告の徴収
第83条第３項及び第４項 販売事業者等に対する⽴⼊検査の実施等
第87条第１項及び第２項 関係⾏政機関への通報等
第88条第２項第１号及び第１号の２ 公⽰
第90条第１項 聴聞の特例 33



バルク貯槽の検査周期の⾒直し
〜特に内⾯の検査について〜

(検討中︓バルク告⽰改正)



バルク貯槽の検査周期について（課題）

20年 5年

バルク貯槽の製造の⽇ 検査（初回）

5年

検査（２回） 検査（３回）

検査周期︓液⽯法第１６条第２項に基づく同法施⾏規則第１６条第２２号の規定に従い、告⽰で検査周期が定められている。

【制定の経緯】
平成８年当時、バルク貯槽の検査周期及び検査⽅法は、製造か
ら20年を超えての⻑期使⽤が可能かどうか明らかでなかったこ
とより、初回の20年検査の後は、５年毎に検査を⾏うこととし
た。事業者によっては、検査を⾏わず、20年未満で廃棄しよう
とする者もあった。

【検査周期⾒直しの背景】
「次世代燃料供給インフラ研究会」（資源エネルギー庁）にお
いて、20年検査後のバルク貯槽の効率的な安全確保の在り⽅を
検討する必要性が報告されている（平成30年7⽉5⽇）。
今後、告⽰検査を迎えるバルク貯槽が増加するにあたり、検査
⽅法が合理的であるか、経済産業省として検討を⾏ってきた。

l 現⾏法令では、バルク貯槽は、製造後20年以内に初回の検査（①外⾯の⽬視検査、②
鋼板の厚さ測定、③⾮破壊検査、④内⾯の⽬視検査、⑤気密試験）を⾏い、その後5年
以内の周期で２回⽬以降の検査（①〜⑤）を⾏うこととなっている。

l 初期に製造されたバルク貯槽は、20年⽬検査を終え、25年⽬検査（2回⽬の検査）を
受ける時期を迎えていることを受け、20年⽬検査結果で得られた知⾒等を踏まえ、40年⽬
までについて合理的な検査周期について検討を⾏う。（令和元年度〜令和２年度におい
て、20年を経過したバルク貯槽を切断して劣化状況等を検証）

0

50,000

100 ,000

150 ,000

200 ,000

250 ,000

300 ,000

350 ,000

400 ,000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

19
98
年

20
00
年

20
02
年

20
04
年

20
06
年

20
08
年

20
10
年

20
12
年

20
14
年

20
16
年

20
18
年

20
20
年

50kg以下 100kg以下 150kg以下 200kg以下
300kg以下 500kg以下 1000kg以下 累計数

図︓バルク貯槽の⽣産数の推移
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①外⾯の⽬視検査、及び②鋼板の厚さ測定のあり⽅について
l バルク貯槽の外⾯における、塗装の劣化（⽩亜化、膜厚の減少）、腐⾷の進⾏（状況の
確認）についてサンプリング調査※を実施した。

l 貯槽本体の鋼板に、設計仕様上の最⼩厚さを下回っているものは確認されなかったが、⼀
部に塗装の剥離、腐⾷等が確認された。

l 今回の調査において安全上問題な個体はなかったが、設置環境により外⾯への影響は異な
るため、安全側に判断し、外⾯の⽬視検査及び鋼板の厚さ測定は、現⾏法令通り５年ごと
の検査を⾏うことが適当と考えられる。

※ 鉄道路橋防⾷便覧を参考に、最も腐⾷環境が厳しいと考えられる沿岸地域に設置されているバルク貯槽等、及び、20
年検査後、再設置されたバルク貯槽10基について、それぞれの外⾯腐⾷を調査。

・ 腐⾷環境が厳しい沿岸地域に設置されたバルク貯槽の⼀部において腐⾷が確認された。
・ 沿岸地域から離れた地域に設置されたバルク貯槽においても、塗装の劣化は確認された。
・ 膜厚の測定箇所によっては、同じ貯槽においても他の箇所より150μm程度膜厚が薄い箇所が確認された。
・ 20年⽬検査を終え、再塗装が施されたバルク貯槽においては、再設置後、腐⾷が⾒受けられなかった。

告⽰検査の他に、維持・
管理に関する規定として、
バルク貯槽は供給設備点
検にて２年に１回以上
（規則第36条第1号ロ
(3)）、腐⾷を防⽌する措
置が施されているか、確認
がなされる。

【塗装の劣化・腐⾷が確認されたバルク貯槽】 【20年⽬検査後再設置
されたバルク貯槽】

バルク貯槽上部バルク貯槽全体 36



l LPガスは、腐⾷に影響を与える成分は含まれておらず、また、20年⽬検査を経たバルク貯
槽を試験体として、貯槽内部の残留ガスを成分分析し、発錆の原因となる硫化⽔素等は
ないことを確認した。⽬視検査では、30μｍ程度の薄い錆層の形成が確認されたが、錆成
分分析や断⾯観察の結果、試験のために開放後、空気に触れたことが原因と推定され、開
放によって空気にふれない限り、内部腐⾷は限りなく進展しないと考えられる。

l 以上により、内⾯の⽬視検査については、貯槽が開放されないことを条件に、20年⽬検査
の後は、25年⽬、30年⽬、及び35年⽬の検査を省略することができると考えられる。

【内⾯の⽬視検査結果（断⾯観察）】
ü20年⽬検査後、再設置されたバルク貯槽５基の断⾯観察、錆層の分析を⾏った。
ü調査結果から、内⾯の腐⾷の影響度について検討を⾏った。

錆層（灰⾊の層）は、30μm程度の錆であり、⾮常に
薄い層であった。
電⼦線ﾏｲｸﾛｱﾅﾗｲｻﾞによる元素ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞでは、⺟材表層
の錆断⾯に硫⻩化合物の存在形態は特定できず。

【開放後、１か⽉間、空気にふれた状態】
全⾯に⾚錆を視認。錆の程度が⼤きいと想定
される箇所を選定し断⾯観察。
注）写真は切断したバルク貯槽。

【開放直後のもの】
断⾯観察前に、ファイバースコ
ープにて確認した内⾯の状況。
錆はみられない。

l 20年経過したいずれのバルク貯槽において、30μm(0.03mm)程度の⾮常に薄いさび層しか形成されていない。これ
は、貯槽開放時等の空気接触等による腐⾷と推定される。

l 20年間で30μm程度のさびの進⾏速度では、40年の使⽤には影響はないと考えられる。

④内⾯の⽬視検査のあり⽅について

顕微鏡画像
×400倍

断⾯観察の
ため塗布した
樹脂層

錆層

⺟材
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バルク貯槽の検査周期と⽅法（①外⾯の⽬視検査、②鋼板の厚さ測定、③⾮破壊検査、
④内⾯の⽬視検査、⑤気密試験）について検証を⾏った結果、製造後20年以降40年以下
の検査については、以下の通りとすることが適当と考えられる。

確認されなかった。

項⽬ 調査結果 検査⽅法案
25年⽬、30年⽬、35年⽬検査

外⾯

①外⾯の⽬視検査 設置環境によらずに、バルク貯槽外⾯の塗装が
劣化しているバルク貯槽が確認された。特に設
置環境が厳しい沿岸部などのバルク貯槽では、
外⾯の塗装が剥離し、更に鋼板の腐⾷が発⽣し
ている貯槽が確認された。

現⾏基準のままとし、初回検査後、５年ごと
に実施する。

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査

外的な要因による腐⾷、割れ、傷、変形などの
不具合については、外⾯の⽬視検査にて確認す
ることができた。
供⽤中に新たに発⽣した有害な傷等の不具合は
確認されなかった。

20年⽬検査で溶接部全線の⾮破壊検査を⾏い、
傷等の不具合を処置したものについては、⾮
破壊検査を省略することができる。

外⾯の⽬視検査（25年⽬検査等）において溶
接部に不具合が確認された場合は、⾮破壊検
査を⾏うこととする。

内⾯

供⽤中に新たに発⽣した 溶

不具合は 接

線
非破壊検査

④内⾯の⽬視検査
ＬＰガス雰囲気下において、 内面検査

内⾯の腐⾷の進⾏は確認
されなかった。

内⾯の⽬視検査を不要とする。ただし、20年
⽬検査後、附属機器の交換等によりバルク貯
槽が開放されなかった場合に限る。

⑤気密試験

開放検査時（20年⽬検査）
の附属機器の取り外し・取り
付けに起因する接続部の漏え
いがないことを気密試験にて
確認している。 気密試験

運転状態を継続した場合の接続部の漏えいリ
スクを回避するため、運転状態（供⽤中）で
漏えいの有無を確認する。

まとめ バルク貯槽の検査周期の⾒直しについて

38



l 【現⾏】 20年⽬検査の後は５年ごとに５項⽬の検査（①外⾯の⽬視検査、②鋼板の厚さ
測定、③⾮破壊検査、④内⾯の⽬視検査、⑤気密試験）を実施。

l 【⾒直し後（製造後40年まで）】 外⾯の腐⾷が発⽣することから、①、②、及び③のう
ち外⾯の⾮破壊検査（外⾯の溶接部において不具合が確認された場合に実施）については
現⾏通り。他⽅、図における製造から25年⽬、30年⽬、35年⽬の検査について、③⾮破
壊検査※、④内⾯の⽬視検査、を省略できることとする。また、⑤気密試験については、
運転状態（LPガスが充てんされた圧⼒）により試験ができることとする。

※20年⽬検査で溶接部全線を検査し、検出された不具合を全て処置したものに限る。

バルク貯槽の検査周期の⾒直しについて

＊溶接部全線を検査し、検出された不具合を全て処置したものは、⾮破壊検査を省略可能。

20年 5年5年

検査
（３回⽬）

5年5年

①外⾯の⽬視検査

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査

④内⾯の⽬視検査

⑤気密試験
（空気等による常⽤圧⼒）

①外⾯の⽬視検査

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査＊
（外⾯の⽬視検査
により溶接部の不
具合が確認された
場合は必要）
④内⾯の⽬視検査

⑤気密試験
（供⽤中）

①外⾯の⽬視検査

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査＊
（外⾯の⽬視検査
により溶接部の不
具合が確認された
場合は必要）
④内⾯の⽬視検査

⑤気密試験
（供⽤中）

①外⾯の⽬視検査

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査＊
（外⾯の⽬視検査
により溶接部の不
具合が確認された
場合は必要）
④内⾯の⽬視検査

⑤気密試験
（供⽤中）

①外⾯の⽬視検査

②鋼板の厚さ測定

③⾮破壊検査

④内⾯の⽬視検査

⑤気密試験
（空気等による常⽤圧⼒）

製造から
25年⽬

製造から
30年⽬

製造から
35年⽬

製造から
40年

告
⽰
検
査
%
項
⽬

バルク貯槽の
製造の⽇

特定則の基準
により製作 検査

（２回⽬）
検査

（４回⽬）
検査

（５回⽬）
検査

（初回）
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質量販売の規制の⾒直し

(2022年７⽉15⽇、告⽰、通達改正)
(⼀部検討中︓省令、通達改正)
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緊急時対応について以下に限り、３０分ルールから除く。（注１）

質量販売（注２）により販売した液化⽯油ガスをキャンピングカー等の屋外にお
いて移動して使⽤される消費設備により消費する⼀般消費者等であって、緊
急時対応に関する講習の課程を修了し、かつ、緊急時に所要の措置を⾃ら⾏う
ことについて、当該液化⽯油ガス販売事業者の確認を受けたものの消費設備。
（注１）緊急時対応以外の保安業務については従来通りである。例えば、緊急時連絡に関し、保安業務を⾏う保安機関
が、⼀般消費者等に対し適切な指⽰・助⾔をすることは変わりない。
（注２）質量販売においては、LPガス容器〜調整器〜燃焼器まで消費設備であり、消費者が管理を⾏う。

• 質量販売を扱う販売事業者から液化⽯油ガス
を購⼊する際に、受講修了証を提⽰する。

• 緊急時に所要の措置を⾃ら⾏うことについて、
販売事業者の確認を受ける。

販売契約
o 書⾯交付（注３）

o 帳簿への記載・保存（注4）

o 周知（注5）、消費設備調査、緊急時連絡等
（注３）緊急時連絡先等の情報も含まれる。
（注４）緊急時における措置を⾃ら⾏うことについての確認書類

や受講修了証の控えを含む。
（注５）災害防⽌に必要な事項等を⼀般消費者等に周知する。

キャンピングカー等の３０分ルール⾒直し（R4.7.15保安業務告⽰・通達改正）

緊急時対応に関する講習の課程を修了し、緊急時に所要の措置を⾃ら⾏
うことについて、当該液化⽯油ガス販売事業者の確認を受けた消費者

緊急時に所要の措置を⾃ら⾏う

30分以内に到着し、所要の措置を⾏う

①緊急時の連絡

②適切な指⽰・助⾔

出動

緊急時の所要の措置
バルブの閉⽌、容器の移動等

保安機関 消費者 今回改正の追加事項
（⼀定の条件を満たした場合は
３０分ルールから除く）

液化⽯油ガス法において、保安業務を⾏う保安機関
に対し、保安確保の観点から、緊急時対応として、「
保安業務に係る⼀般消費者等の供給設備及び消費設備
には原則として３０分以内に到着し、所要の措置を⾏
うことができる体制を確保すること」が求められてい
る（以下「３０分ルール」という。）。

質量販売緊急時対応講習（４時間以上）
科⽬ 範囲

液化⽯油ガ
スの基礎

⼀ 液化⽯油ガスに関する物理・化学の基礎知識
⼆ 液 化⽯油ガスの性質等

各種設備の
機能、取扱
い

⼀ 液化⽯油ガス容器等
⼆ 調整器
三 燃焼器
四 安全機器

緊急時の対
処の⽅法

⼀ ⾮常時の措置（ガスが漏えいした場合、漏えいした
ガスに着⽕した場合）
⼆ 損害賠償責任保険

関係法令

⼀ ⾼圧ガス保安法 第１章（総則）、第２章（事業
）、第３章（保安）、第４章（容器等）及びこれら
に関係する政令、省令、告⽰、通達等
⼆ 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 第１章（総則）、第２章（液化⽯油ガス
販売事業）、第３章（保安業務）、第４章の２
（液化⽯油ガス設備⼯事）及びこれらに関係する政
令、省令、告⽰、通達等



l ⾮定住型の別荘地や過疎地などの住宅では、室内据え付け形式の給湯器が設置されている例が⾒
受けられる。

l 消費者が、質量販売にてガス供給を受ける場合、現⾏の質量販売に関する法令で給排気に関する基
準が無いことなどにより、不適切な機器の設置による⼀酸化炭素中毒事故のリスクが⾼まっていると考え
られる。

l ついては、⼀般的な質量販売であっても、湯沸かし器などを室内で使⽤してLPガスを消費している場合
については、体積販売と同等の技術基準を適⽤するべく法令を⾒直してはどうか。

l なお、その際、質量販売に係る現⾏法令のうち、仮設住宅などを対象とした、規則第44条第2号イで
は、体積販売に係る基準と同等の規定となっており、これを参考に検討してはどうか。

固定使⽤する際の給排気に係る規定の適⽤について

⼀般消費者等
体積販売 質量販売販売⽅法

容器、燃焼器などのLP
ガス設備を固定して使⽤

LP設備の
使⽤⽅法

容器、燃焼器などの
LPガス設備を移動し

て使⽤

使⽤例 ⼀般住宅、
飲⾷店

別荘、
過疎
地等

飲⾷
店等

屋台、移
動販売⾞、
RV

現状

体積販売 質量販売

技術基準

＞
20リットル以下の容
器でLPガスを販売す
る場合、販売⽅法
によって技術基準が
異なる。

★体積販売と同等の使⽤⽅法

⾒直し後

体積販売 質量販売

技術基準

≒
20リットル以下の容
器でLPガスを質量
販売する場合、体
積販売と同等の技
術基準を適⽤ 質量販売では給排気に係る技術基準

は適⽤されていない。
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認定販売事業者制度の拡充

(検討中︓省令、告⽰、通達改正)



認定LPガス販売事業者制度の概要
l 液化⽯油ガス法に基づく認定LPガス販売事業者制度では、消費者の判断基準として、「保安サービスの
質」を⽰すとともに、緊急時対応や点検頻度の緩和など、インセンティブ規制を措置。

l LPガス販売事業者は、集中監視システム導⼊率に応じて、第⼀号（導⼊率70%以上）、第⼆号
（導⼊率50％以上）の認定を受けることができる。

l 第⼀号認定LPガス販売事業者は、追加要件を満たせば更なる特例を付与。
l 認定LPガス販売事業者数は３５９者（令和３年１２⽉末現在）。

第⼀号認定LPガス販売事業者（ゴールド保安認定事業者）
①業務主任者の
選任基準の緩和

②緊急時対応の
要件の緩和

③点検・調査頻度
の⼀部緩和

① 業務主任者の選任基準の緩和
基準となる消費者数から２／３を減じる。

② 緊急時対応の要件の緩和
原則30分到着要件を、40ｋｍ内であれば満たすとする。

③ 定期供給設備点検・定期消費設備調査の⼀部の頻度の緩和
⼀部の機器について、４年の頻度を10年に緩和する。

第⼆号認定LPガス販売事業者（保安認定事業者）

集中監視システムの導⼊

70%
以上

50%
以上

②緊急時対応の
要件の緩和

★集中監視システムを導⼊する消費者について、
以下のいずれかに該当すること

l ＣＯ警報器が設置され、ＣＯ警報器連動
遮断である。

l 湯沸器、ふろがま、ストーブの燃焼器全てに不完
全燃焼防⽌装置が付けられている。
※業務⽤消費者は全ての燃焼器が対象。

l 湯沸器、ふろがま、ストーブの燃焼器全てが
屋外に設置している。

l 緊急時対応の更なる緩和
60ｋｍ以内を同要件に適合してい
るとみなす。

l 点検・調査頻度の更なる緩和
４年に１回以上の頻度を５年に１
回以上とする。

第⼀号認定の追加要件
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液化⽯油ガス分野における制度措置の⽅向性
• 集中監視システムの導⼊等により、重⼤事故の件数は減少する等、現⾏の「認定販売事業者制度」が有効に
機能する⼀⽅、個々の消費先に設置される設備が保安の中⼼となる液化⽯油ガス販売事業において、集中監
視システム以外の取組としてAI/ビッグデータ等の技術を活⽤したスマート保安が本格的に導⼊されるには、な
お時間を要する。

• このため、今般、スマート保安を前提とした⾼度保安実施事業者制度の創設は⾏わないが、保安体制の⾼度
化を促進するために、「認定販売事業者制度」を拡充する。これは、保安⼈材不⾜・⾼齢化問題の対応のための、
保安業務のさらなる省⼒化に資するもの。

• 具体的には、現⾏の常時監視型の集中監視システムを前提とした認定制度に加え、認定事業者の裾野を広げ
る観点から、常時監視ではない「低頻度型通信型集中監視システム」を導⼊した者にも、⼀定のインセンティブ
を措置すること等を検討。

現⾏の「認定販売事業者制度」
ゴールド（第１号認定） シルバー（第２号認定）

認定対象消費者の割合(集中監視システム設置率) 70%以上 50-70%未満

特
例

①業務主任者 2/3を減じる。 ×
保
安
業
務

②緊急時対応 40km以内 40km以内

③点検・調査
配管の漏えい試験など4年に1回 10年に1回に緩和 ×

追加要件︓燃焼器など CO対策の実施等 ×
追
加
特
例

②緊急時対応 60km以内 ×

③点検・調査
燃焼器の適合性など4年に1回 5年に1回に緩和 ×

第６回 産業保安基本制度⼩委員会 都市ガス・液化⽯油ガス分野における今後の取組より抜粋
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認定販売事業者リスト（2021年12⽉末現在）

ゴールド保安認定事業者（第⼀
号）
■京浜燃料株式会社
■⽇本コークス販売株式会社
■株式会社ライフコメリ
■ＮＸエネルギー関東株式会社
■⽥邊⼯業株式会社
■株式会社クラスタ
■東京プロパンガス株式会社
■岡⾕酸素株式会社
■株式会社エネアーク関東
■サーラＥ＆Ｌ静岡株式会社
■イハシライフ株式会社
■株式会社エネクル

保安認定事業者（第⼆号）
■全農東⽇本エネルギー株式会社
■イワタニ関東株式会社
■株式会社エネライフ
■⽇東エネルギー株式会社
■フジオックス株式会社
■⼩池プロパン株式会社

●関東管轄１８者
（※2022年9⽉末時点）
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⽕気を遮る措置

(パブコメ済み︓通達改正)
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（改正案）

○容器の外面から２ｍ（下方の火気に対しては水平距
離）以内にある火気を遮る措置を講ずること。

（改正案）
○容器等の上端より低い位置の火気に対しての隔壁は
・幅は容器等の幅以上
・高さは容器等の上端高さ以上
・容器等と火気が互いに見えない幅・高さ以上
・隔壁と地盤面との間には、隙間がないようにすること。

○容器等の上端より高い位置に上端を有する火気に対しては、
隔壁により容器等と火気が互いに見えないようにすること。

⽕気を遮る措置（パブコメ案）
l屋外に火気がある場合は、容器外面（付属品含む）から２ｍ以上と定義。

l２ｍ以内の場合は、容器の幅等以上の隔壁を設け、容器等と火気が互いに見えない
ようにすること。

○現行は、水平距離で２ｍ以上や隔壁を迂回して２ｍ以上などの運用。

○もしくは、充塡容器等の全面を不燃性のシートにより、まとわ
せるように覆うこと。



激甚化する⾃然災害への対策



軒先50kg容器 洪⽔等（浸⽔） 地震 雪害等

主な発⽣地 浸⽔想定区域等 全国
（南海トラフ沿いなど。

軟弱地盤では揺れが増幅）

豪雪地帯等（注１）
（北海道、東北地⽅、北陸など）

1.容器の固定（注２）
（転倒・流出防⽌）

ベルト⼜は鉄鎖の⼆重がけ（注３）
（容器の上下に⼀本ずつ）

鉄鎖などによる固定
ベルト⼜は鉄鎖が外れにくい固定⾦
具の使⽤（浮上による外れ防⽌）

２.落下物からの保護
（損傷防⽌）

屋根⼜はひさしの内側に設置
雪囲い（保護板など）

3.ガス漏えい防⽌
マイコンメーター（感震器作動遮断など）（注４） 折損対応型調整器、横引き配管など

（家屋の形態、気象条件など、実情に応じた対応）

ガス放出防⽌機能付きホースなど（注５）
（注１）雪に関連する事故件数のうち約96％（2011-2020, 327件中314件）は１〜３⽉に発⽣。繰り返しの降雪を経て圧雪した氷状の固い雪などが屋

根から滑り落ち、LPガスの供給設備（調整器など）を損傷させる事故が発⽣。⼤雪の時に発⽣するものではない。
（注２）容器収納庫などの⽅法あり。
（注３）容器が埋没するほどの積雪時は上記措置が困難。
（注４）震度５相当以上の揺れを感知した時にガスを遮断。BCガス⽌めが表⽰される。
（注５）転倒した際に張⼒によりガスを遮断する⾼圧ホース。⾼圧ホースの製造は、より安全なガス放出防⽌機能付きホースに⼀本化される。（令和3年4⽉集

合⽤ホース、同年10⽉連結⽤ホースについて実施）。

LPガス設備についての⾃然災害対策

50



充てん容器の流出防⽌措置

豪⾬等による容器流出被害が相次いだことを踏まえ、令和3年6⽉、容器のベルト⼜は鎖の⼆本掛け
等を義務づける液化⽯油ガス法施⾏規則等の改正を⾏った。

１．背景
近年、気象環境は⼤きく変化しており、災害の頻発化・激甚化が進⾏している。さらに、気象現象と地理的な条件が組み合わさることで、 LP
ガス設備に関しては、充てん容器の流出等と⾔った、浸⽔による甚⼤な被害が発⽣している。こうした状況下において、災害リスクの把握と対応
が急務となっている。
２．経緯
⾃然災害対策については、産業構造審議会保安・消費⽣活⽤製品安全分科会液化⽯油ガス⼩委員会、容器流出防⽌対策検討会
（事務局︓⼀般社団法⼈全国LPガス協会）等において検討を⾏ってきた。また、令和3年4⽉に「液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030」
が策定され、「ＬＰガス災害対策マニュアル」（令和3年3⽉改定）等を踏まえた対策を徹底する旨が明記された。
3. 内容
充てん容器の流出を防⽌する措置を講ずるため、施⾏規則及び施⾏規則の機能性基準の運⽤（別添例⽰基準）について⼀部改正を
⾏った。
今回の改正では、施⾏規則第⼗⼋条 供給設備の技術上の基準に、洪⽔等の対策として容器流出対策を加え、“転落、転倒等による衝
撃及びバルブ等の損傷を防⽌する措置を講ずるとともに、浸⽔のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸⽔によって流されることを防⽌
する措置を講ずること。“とし、地域の災害リスクに応じて容器の流出防⽌対策を講ずることを定めた。
また、施⾏規則の機能性基準の運⽤（別添例⽰基準）において、①対象地域（洪⽔浸⽔想定区域（想定最⼤規模）等）、②具体
的対策（例えば、20kgを超える容器にはベルト⼜は鎖を２本かける、（容器の浮上により鉄鎖等が簡単に外れることを防ぐため）ベルト⼜は
鎖が外れにくい固定⾦具を使⽤する等）を追加した。
4. スケジュール
公布︓令和3年6⽉18⽇
施⾏︓令和3年12⽉1⽇。省令の施⾏の際現に設置されている設備については令和6年6⽉1⽇までは、なお従前によることができる。
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【共通基礎的対策】
場所︓浸⽔のおそれのある地域（洪⽔浸⽔想定区域（想定最⼤規模）など）
対策︓①ベルト⼜は鎖を上下に⼆本掛け、ゆるみなく容器を固定する。

②ベルト⼜は鎖が外れにくい固定⾦具を使⽤する。
＊ガス放出防⽌型⾼圧ホースの使⽤については、⾼圧ホースの製造については、より安全なガス放出防⽌型
⾼圧ホースに製造が⼀本化される予定（令和３年４⽉〜集合⽤、１０⽉〜連結⽤）。

容器流出対策
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浸⽔のおそれのある地域においては、 充てん容器等が浸⽔によって流されることを
防⽌する措置を講ずること。

ＬＰガス容器の設置例

l LPガスは、災害時のエネルギー供給の「最後の砦」として、国⺠⽣活において重要なエネルギー。毎年「保安対策指針」を定め、ＬＰ
ガス事業者に要請する形で⾃主保安を推進してきた。

l 今後、近年の⾃然災害激甚化を踏まえ策定した「LPガス安全⾼度化計画2030」に基づき、体制⾯・設備⾯から災害対策を実施。
l 過去の災害も踏まえ、LPガス設備に求められる技術基準を改正し、「容器の流出対策」を法令に位置付ける。（R3.6.18公布。
R3.12.1施⾏）

○LPガス安全⾼度化計画における災害対策

Ø 「ＬＰガス災害対策マニュアル」に基づき、「防災協定」を締結する等、官⺠の連携体制を構築(※)
Ø 発災後の早期復旧に備え、ＬＰガス保安に関する情報について⾏政等への報告がスムーズに⾏える
よう、定期的な通報訓練等を実施。

LPガス安全⾼度化計画2030

事故対策

⾃然災害対策

保安基盤

容器の転倒・流出防⽌

雪害事故防⽌対策

災害に備えた体制構築

迅速な情報把握

体制
構築

設備
対応

アクションプラン

Ø 法令、「LPガス災害対策マニュアル」等を踏まえ、災害発⽣時に有効な取り組みを実施。
Ø 激甚化する⽔害に備え、軒先容器の２重掛け等、容器流出防⽌対策を⾏う。

※LPガス業界が各都道府県、市町村等と防災協定を締結することや、⾃治体から防災復旧拠点の指定等の
協⼒等を得て、災害対策組織の整備を進めることを規定。



具体的対策
(ⅰ)ベルト又は鉄鎖が外れにくい固定金具を使用すること。充てん量２０ｋｇを超える容器にあっては
１本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの３／４程度の位置に、２本目のベルト又は
鉄鎖を容器底部から１／４程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。ただし、プロテク
ターのある容器の場合は、２本のベルト又は鉄鎖のうちいずれか１本について、プロテクターの開口部
にベルト又は鉄鎖を通して取り付けることができる。充てん量２０ｋｇ以下の容器にあっては当該容器
のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。
(ⅱ)容器収納庫に保管すること。

対策 イメージ図

容器が浮上すると、鎖などが持ち上げられ

て外れやすいことから、外れにくい固定金
具を使用することとされています。

＜対策例＞

・片側は取り外し不可とし、もう一方は抜け

落ち防止機構のあるフック
・抜け防止のカエシがついて外れにくいフッ

ク

・引っかけ部分に十分な深さがあり、安易

に外れないフック

・容器１本ごとの鎖掛け

・ベルトによる二重掛け

・プロテクター容器の掛け

・２０ｋｇ以下の容器の掛け

・容器収納庫

ベルトによる二重掛け

容器１本ごとの鎖掛け
（ＫＨＫＳによれば原則は１本ごとに固定、
ただし、３本以内はまとめることができる）

プロテクター

２０ｋｇ以下

カエシに
深さがある
フック

カエシに
抜け防止がある
フック

容器庫収納
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１．発⽣⽇時・場所
令和3年1⽉14⽇（⽊）10時40分、秋⽥県

２．被害
⼈的被害︓死者1名
物的被害︓当該住宅1棟全焼等

３．事象
液化⽯油ガスの漏えいによる爆発⽕災事故と推定

４．事故概要
落雪により容器バルブと圧⼒調整器との接続部及び供給管とガスメーター⼊⼝部が損傷し、
いずれかからガスが漏えいしたと推定。雪下ろしの雪に囲まれた家屋の周辺や床下に、漏えい
したガスが滞留し、何らかの原因でガスに着⽕して爆発したものと推定されている。

秋⽥爆発⽕災事故の概要
• 令和3年1⽉14⽇(⽊)、⼀般住宅で爆発⽕災事故が発⽣。関東東北産業保安監督部
東北⽀部及び⾼圧ガス保安協会（事故調査委託先）などが、現地調査を実施。屋外に
漏えいしたガスが、雪に囲まれた家屋の周辺や床下に滞留し、何らかの原因で着⽕して爆発
したものと推定される。

• 雪害に関する注意喚起（落雪の注意、設備の雪害対策、設備周辺の除雪、販売事業者
への連絡など）を⾏った。

雪害等事故発⽣状況

31
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• 事故件数は、降雪の状況により、年によって⼤きく変動する。
• 雪に関連する事故件数のうち９割以上は１～３月に発生。繰り返しの降雪を経て圧雪した氷状の
固い雪などが屋根から滑り落ち、LPガスの供給設備（調整器など）を損傷させる事故が発生している。
• 2022年1⽉〜4⽉末時点には、41件の事故が発⽣。発⽣した地域は、北海道、岩⼿県、秋⽥県、
⼭形県、福島県、群⾺県、⻑野県である。

2011年〜2021年の雪害事故（件数）

雪害事故対策の取組状況
• 雪害事故防⽌の注意喚起をHP上で実施（北海道監督部、東北⽀部、本省）
• 毎年、HPや地元新聞社を通じて雪害防⽌対策の呼びかけ、市町村広報誌への掲載依頼（新潟県）
• 講習会等での指導（富⼭県、⻑野県、福井県、⼭⼝県、⻘森県、福島県）

雪害等事故発⽣状況

暦年 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2011- 2022 

(1-4⽉)2021
平均

雪害事故
件数 50 64 39 39 32 6 9 29 6 0 19 26.6 41

雪害事故
による負傷
者数

0 1 0 3 0 0 2 1 0 0 1 0.7 0
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１．落雪
１）⾃然落雪︓ ⾃然に落下した雪の衝撃により供給設備を損傷。雪害の事故で最も数が多い。
例）住⼈が⽯油ストーブに点⽕後、床下から⽕が噴出した。原因は、落雪により調整器接続部が損傷し、漏えいしたガスが
床下から室内に滞留し引⽕したもの。（H.23.01.01, 岩⼿県⼆⼾市 漏えい爆発事故）

２）雪下ろし︓ 雪下ろし作業の際、落雪により供給設備を損傷。
例）住⼈が⽯油ボイラーのスイッチを⼊れたところ、爆発が発⽣。原因は、屋根の雪下ろしの際に単段式調整器接続部が損
傷し、漏えいしたガスが換気⼝や窓の隙間から屋内に流⼊し引⽕したものと推定される。（H.23.01.12, 秋⽥県湯沢市漏
えい爆発事故）

２．積雪荷重︓ 積雪により荷重がかかり、供給設備を損傷。
例）容器の設置場所である物置⼩屋から出⽕。原因は、除雪作業者が容器周辺に雪を下ろしたため、荷重により調整器接
続部が損傷し、漏えいしたガスに2.5m離れた灯油ボイラーの⽕が引⽕したものと推定される。 （H.27.01.12, 秋⽥県藤⾥
町）

３．除雪︓ 除雪作業の際、重機等により供給設備を損傷。
例）除雪作業時にバルク貯槽からガスが漏えいし⽕災となり、3名が重傷を負い、家屋等が焼損した。原因は、除雪作業者が
積雪によりバルク貯槽の存在に気付かず、重機で誤って安全弁及び液受⼊弁を損傷し、漏えいしたガスにストーブの⽕が引⽕
したものと推定される。なお、除雪作業者は道路から⽞関までの除雪を依頼されていたが、その奥にあるバルク貯槽付近の除雪
を⾏っていた。（H.26.12.30, ⻑野県⽩⾺村漏えい⽕災事故<B級事故>）

• 損傷場所は、主に供給設備（容器等〜ガスメータ）。
• 落雪（⾃然落雪、雪下ろし）や積雪荷重によるものに加え、除雪の際にも発⽣。

雪害等事故発⽣状況



雪害等事故対策
ハード対策（販売事業者等（供給設備））

① 設備の保護︓軒下などへの設置、雪囲いの設置などにより、
落雪及び積雪による設備の損傷を防ぐ。また、専⽤の容器収
納庫を設置し、容器や調整器等の設備を収納する。

② 損傷しにくい設備の設置︓配管の⽀持を強化し、積雪荷重
等への耐性を向上させる。配管を軒下の壁沿いの⾼い位置に
敷設することによって、落雪及び積雪の影響を減らす。

③ 漏えい防⽌機能付き設備の設置︓⾼圧ホースはガス放出防
⽌型⾼圧ホースとする。容器が1本で調整器が直付けの場合
は折損対策型ガス放出防⽌型単段式調整器とする。

＜例⽰基準第９節＞ “充てん容器等の設置位置は、屋根⼜はひさしの垂直投影⾯の
内側であって、かつ、積雪により埋没するおそれのない位置⼜は雪囲いを施す等によっ
て保護された位置であること。ただし、落雪による衝撃等の外⼒に耐える構造の箱等
（側板下部の通⾵がよいものに限る。）に充てん容器等を収納した場合はこの限りで
ない。”

l ソフト対策（⼀般消費者等）

① 雪下ろし︓定期的に屋根等からの雪下ろしを⾏い、雪庇の発達や⼤量の落雪を防ぐ。

② 速やかな排雪︓ガスが万が⼀漏れたときでも滞留しないよう、供給設備周辺の除雪を⾏う。また、重機等に
よる除雪が⾏われる場合は、作業者にLPガス供給設備の位置を伝え、重機による損傷がないよう注意する。

③ 販売事業者等への連絡︓漏えいした場合は、速やかに販売事業者等に連絡する。

雪害等 地震 洪⽔

発⽣地 豪雪地 全国 浸⽔想定区域

時期 1-3⽉ - 台⾵、梅⾬の時期等

設備の保護、
損傷しにくい
設備の設置

軒下の容器設置 -

雪囲い
配管⽀
持強化

- -

漏えい防⽌
機能付き設
備の設置

ガス放出防⽌機能付きホースなど

容器の固定

ベルトや鎖を⼆重がけ（容器の上半分に１本、
下半分に１本かける）
注）容器が埋没するほどの積雪時は上記措置が困難。

- - 鎖が外れにくい固定⾦具
（浮き上がり防⽌）

注）50kg以下の容器を想定。この他、容器庫への格納などの⽅法あり。

LPガス設備の⾃然災害対策
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その他（⾮接触化、⼿続きの電⼦化など ）



マイコンメーター表⽰等に基づく計算値による定期消費設備調査

コンロ（燃焼器）

マイコンメーター

燃焼器入口圧力

１２３４５

マイコンメーター表示値などをもとに
した計算値により代替可能とした。

【代替措置の追加】 計算値を使⽤する措置を追加。（例⽰基準第30節に追加） マ
イコンメーター表⽰、その他データ（注）をもとに計算した値を使⽤可能とした。
（注）計算に必要なデータ︓最⼤ガス流量（消費量）、管の内径、配管の⻑さ、継⼿類な ど。
計算に使⽤した根拠を記録に残す。
委託事業（KHK）における検討
・ 圧⼒損失について、計測値と、計算値（⾼圧ガス保安協会基準KHKS0738の圧⼒損失
計算⽅法による）との相関関係を分析し、乖離が⼩さいことを確認。
• 本⼿法の適⽤範囲︓計測値⼜は計算値による圧⼒損失が0.3kPaを超える場合は マイコン
メーターの表⽰による圧⼒確認⽅法は使えない。（例えば、0.3kPaの圧⼒損失は計算上で
は⻑さ約40m程度の配管設備に相当し、著しく⻑い配管設備ではマイコン メーターによる確
認は出来ない。）

【従来】 圧⼒損失の調査について計測が必要。

調整圧⼒及び閉塞圧⼒並びに燃焼器⼊⼝における
圧⼒確認を⾏うためには、消費者宅において各圧
⼒測定及び燃焼器の点⽕が必要であった。

もしくは、マイコンメーターと燃焼器間の圧⼒損失を
消費者宅で事前に測定しておくことを条件とし、マイコ
ンメ ーターでの代替を可能としていた。

いずれの⽅法でも、圧⼒の測定は消費者の協⼒が得
られない場合は実施できなかった。

コンロ（燃焼器）

マイコンメーター

燃焼器入口圧 力

１２３４５ 屋外 屋外

従来は屋内に入り実測
を行っていた。

l圧⼒損失について、計測値と、計算値の相関関係を分析し、乖離が⼩さいことを確認。
l従来は計測が必要であったが、今回の改正では計算値を使⽤する代替措置を追加。

改正後（R3年2⽉24⽇〜）改正前 全国LPガス協会規制⾒直し要望

59



l緊急時対応の技術的能⼒として、現⾏の制度では、⼀般消費者等からの連絡を確実に 受ける
体制を構築するため、携帯電話への転送は配置条件を満たさないとしている。

l今般の通信技術の発達や新型コロナウイルス感染症を受けたテレワークの増加等を勘案 し、携
帯電話等への転送措置を認めるため、制度改正を実施した。

緊急時対応・連絡

緊急時連絡

緊急時連絡
（災害時の補完）

緊急時対応

保安機関
事業所内

保安業務資格者

事業所の近隣
事業所に１０分以内で
到着できる範囲

一般消費者等 一般消費者等

緊急時連絡

保安機関

事業所内

テレワーク中の従業員への⾃動転送

事業所内での携帯等の受信

事業所の近隣
事業所に１０分以内
で到着できる範囲

事業所の
近隣における
⾃動転送

• 緊急時対応は⼀般消費者等から緊急時連絡を受けた場合
、 直ちに出動し事態の収束を図る必要がある。そのため
緊急 時連絡は確実に対応できる体制を取る必要があり、
事業所における常駐が義務づけられている。

• また、電波の状況による影響や電話を取りそびれること
等 により、⼀般消費者等からの緊急連絡を受けられない
こと が想定されるため、災害時等を除く携帯電話への通
知⼜は転送は常時配置と⾒なさないこととされている。

• 最近の通信技術の向上や、新型コロナウイルス感染症を受
けたテレワークの増加等を勘案し電話転送の基準について
、⼀部を緩和することとする。

• 確実に保安業務の遂⾏できる体制構築を前提に原則携帯
電話等への転送を認めることとする。

改正前 改正後（R3年2⽉18⽇〜） 全国LPガス協会規制⾒直し要望

通達 保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運⽤及び解釈について
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液⽯法⼿続の電⼦化など

l 保安ネットは、産業保安法令に基づく⼿続について、インターネットを利⽤して提出可能となるシ
ステム。経済産業省及び産業保安監督部所管の事業者を対象にシステムを構築。

l 令和2年1⽉から⼀部届出の電⼦申請が開始され、その他の⼿続きについては、同6⽉から、申
請書類・添付書類をPDFファイルにして保安ネット内の簡易申請フォームより提出することが可能
となった。

保安ネット

l 令和2年12⽉28⽇、経済産業省が所管する省令において、押印を求めている⼿続等に関し
て押印を不要とするための所要の規定等を整備。

l 液⽯法については、⾏政機関等への⼿続きにおける省令の様式を改正することで、押印⼿続き
の⾒直しを実施した。

押印⼿続きの⾒直し

印
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ご静聴、ありがとうございました。


