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１．⾃然災害対策の位置づけ
１）LPガス安全⾼度化計画2030

①⽬標
2030年の死亡事故ゼロ
国、都道府県、LPガス事業者、消費者及び関係事業会社等が各々の役割を
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。

②指標
死亡事故 ０〜１件未満
傷害事故 25件未満
※件数は、2025年〜2029年までの5年の事故件数の平均

③アクションプラン
ⅰ）消費者起因事故対策
ⅱ）販売事業者起因事故対策
ⅲ）⾃然災害対策
ⅳ）保安基盤の整備
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１．⾃然災害対策の位置づけ
③アクションプラン ⅲ）⾃然災害対策 〜地震・⽔害・雪害対策〜

１）災害に備えた体制構築

２）迅速な情報把握

３）容器の転倒・流出・防⽌対策

４）雪害事故防⽌対策

「災害に強いLPガス」の前提条件を整える
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１．⾃然災害対策の位置づけ
２）LＰガス災害対策マニュアル

①LＰガス災害対策マニュアル 初版（2013年3⽉）
「LPガス消費者地震対策マニュアル」に津波、⽔害等における対策を加え、
作成したもの。
⇒2011年の東⽇本⼤震災では、地震に加え、津波の被害が⼤きかったことか
ら、津波と⽔害の対策を加えた。

②LＰガス災害対策マニュアル 改訂版（2014年9⽉）
「都道府県別協会別中核充填所」を加える等、参考・資料の充実を図り、作
成したもの。

③LＰガス災害対策マニュアル 第2次改訂版（2017年9⽉）
熊本地震の被災状況を受けて安全点検等の記載を加えたもの。

④LＰガス災害対策マニュアル 第3次改訂版（2021年3⽉）
・ハザードマップの活⽤に加え、容器流出対策及び雪害対策の記述を充実さ
せたもの。

・災害対応業務を遂⾏する上で、必要な知識等を加えたもの。

LPガス災害対策マニュアルの変遷
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１．⾃然災害対策の位置づけ
２）LＰガス災害対策マニュアル

⑤LＰガス災害対策マニュアル 第3時改訂版【改】（2022年3⽉）
・令和3年6⽉18⽇に容器流出防⽌措置にかかる液⽯法施⾏規則及び例⽰基準
の改正を受けて作成したもの。

・避難情報に関するガイドライン(内閣府)の改定を伴う参考資料の修正を
⾏ったもの。

・地震対策に加え、浸⽔・雪害対策を強化
・ハザードマップによる消費先別の災害リスク把握と対策

LPガス災害対策マニュアルの変遷
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１．⾃然災害対策の位置づけ
２）LＰガス災害対策マニュアル
消費先の災害種類別災害リスク確認と対策

災害種類 洪⽔ 落雪・積雪 地震

対象地域 浸⽔のおそれがある地域
災害リスクの⾼い地域

浸⽔のおそれがある地域に
近い地域 雪害のおそれがある地域 地震および地震による

液状化のリスクが⾼い地域
地域の定
義

⽔防法で定める洪⽔浸⽔想定
区域等で1m以上の浸⽔が
想定されている地域

洪⽔浸⽔想定区域等に
近い地域 豪雪地帯及び特別豪雪地帯 地震防災対策強化地域

地域詳細

・洪⽔浸⽔想定区域（想定最
⼤規模）は、洪⽔ハザード
マップから確認・把握するこ
と。

例）
・洪⽔浸⽔想定区域等に近い
地域で、標⾼の⼤きな差がな
い場合

例）
・洪⽔浸⽔想定区域等に近い
地域で、河川の合流部等、想
定外の浸⽔が発⽣しやすい場
合

・豪雪地帯
（全域）北海道、⻘森県、岩⼿県、
秋⽥県、⼭形県、新潟県、富⼭県、
⽯川県、福井県、⿃取県
（⼀部）宮城県、福島県、栃⽊県、
群⾺県、⼭梨県、⻑野県、岐⾩県、
静岡県、滋賀県、京都府、兵庫県、
島根県、岡⼭県、広島県

・特別豪雪地域
（⼀部）北海道、⻘森県、岩⼿県、
宮城県、秋⽥県、⼭形県、福島県、
群⾺県、新潟県、富⼭県、⽯川県、
福井県、⻑野県、岐⾩県、滋賀県、
⿃取県

・地震防災対策強化地域
（全域）静岡県
（⼀部）東京都、神奈川県、⼭梨
県、⻑野県、岐⾩県、愛知県、三
重県

・液状化のリスクが⾼い地域は、
地震ハザードマップで確認・把握
すること。

対策 容器流出防⽌措置
（液⽯法施⾏規則、例⽰基準）

容器流出防⽌措置
※浸⽔のおそれがある地域と

同等が望ましい

・落雪・積雪から供給設備を保護
・供給設備付近に雪をまとめない、
雪を落とさない

容器流出防⽌措置
※浸⽔のおそれがある地域と

同等が望ましい
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２．主な災害事例
１）最近発⽣した主な激甚災害

出典）内閣府 防災情報のページ 過去５年の激甚災害の指定状況⼀覧

発⽣年⽉⽇ または 発⽣期間 災害名 主な被災地

2018年5⽉20⽇ 〜 2018年7⽉10⽇ 梅⾬前線（平成30年7⽉豪⾬等）
台⾵第5号・第6号・第7号・第８号 岡⼭県・広島県・愛媛県

2018年8⽉20⽇ 〜 2018年9⽉5⽇ 台⾵第19号・第20号・第21号等 和歌⼭県・奈良県・⼤阪府・⻑野県・新潟県

2018年9⽉6⽇ 平成30年北海道胆振東部地震 北海道

2018年9⽉28⽇ 〜 2018年10⽉1⽇ 台⾵第24号 ⿃取県・宮崎県・⿅児島県

2019年6⽉6⽇ 〜 2019年7⽉24⽇ 梅⾬前線・台⾵第3号・第5号 ⻑崎県・⿅児島県・熊本県

2019年8⽉13⽇ 〜 2019年9⽉24⽇ 前線による豪⾬
台⾵第10号・第13号・第15号・第17号 佐賀県・千葉県

2019年10⽉1⽇ 〜 2019年10⽉26⽇ 台⾵第19号･第20号･第21号 岩⼿県・宮城県・福島県・茨城県・栃⽊県・群⾺県・埼⽟県・
千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・⼭梨県・⻑野県・静岡県

2020年5⽉15⽇ 〜 2020年7⽉31⽇ 梅⾬前線(令和2年7⽉豪⾬等) ⼭形県・⻑野県・岐⾩県・島根県・福岡県・佐賀県・熊本県・
⼤分県・⿅児島県

2021年5⽉7⽇ 〜 2021年7⽉14⽇ 梅⾬前線 ⿃取県・島根県・⿅児島県

2021年8⽉7⽇ 〜 2021年8⽉23⽇ 前線による豪⾬
台⾵第9号・第10号 ⻘森県・⻑野県・島根県・広島県・福岡県・佐賀県・⻑崎県

2022年3⽉16⽇ 令和4年3⽉16⽇の地震 福島県
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２．主な災害事例
２）容器転倒・流出

地震で転倒した容器の重みでチェーンが外れ
てしまい、破損してしまった集合装置

2011年 東⽇本⼤震災 2011年 東⽇本⼤震災
地震後の津波で流されてしまった容器

出典）Ｉ・Ｔ・Ｏ株式会社 出典）株式会社⽯油化学新聞社
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２．主な災害事例
３）雪害

屋根から落下する雪で、容器に直結した単段式調整器が
破損する例

単段式調整器の破損

屋根から落下する雪で、容器に直結した⾃動切替式調整器
（⽚側POLタイプ）が破損する例

⾃動切替式調整器（⽚側POLタイプ）の破損

屋根から落下する雪が、ガスメータに落下し、供給管が
破損する例

ガスメータの破損

出典）（⼀社）⽇本エルピーガス供給機器⼯業会
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２．主な災害事例
３）雪害

積雪により、LPガス容器に荷重が加わり、配管の継⼿部が
破損する例

配管継⼿部の破損

●2021年1⽉14⽇ 秋⽥県 ⼀般住宅 爆発⽕災事故 死者1名
⼀般住宅において、爆発⽕災事故が発⽣しました。落雪により調整器のガス容器接続部及びガス
メーターの供給管・配管接続部が損傷し、いずれかからガスが漏えいしたものと推定されます。
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ますが、詳細は不明です。

最近の雪害による事故事例

出典）経済産業省ホームページ 事故情報

●2020年1⽉17⽇ 北海道 ⼀般住宅 漏えい
⼀般住宅において、近隣住⺠よりガス臭がするとの連絡を受けた消費者が販売事業者に通報した。
販売事業者は消費者にバルブを閉めるよう指⽰し、現場へ出動したところ、ガス臭はしていな
かったが調整器より漏えいしていることを確認した。
原因は、地⾯の凍上により容器の位置が上昇し、容器と直結していた単段式調整器本体の⼀部が
ガス管の⽴管バンドと接触したことで調整器に⻲裂が⼊り、ガス漏えいが発⽣したことによるも
の。

出典）（⼀社）⽇本エルピーガス供給機器⼯業会
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３．対策
１）災害に備えた体制構築

①LPガス事業者は、国が作成する「LPガス災害対策マニュアル」「LPガス
設備設置基準」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。

②LP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。

③LPガス事業者は、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。

④LPガス事業者は、都道府県の範囲を超えた広域の災害連携を図る。
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３．対策
１）災害に備えた体制構築

①災害発⽣時における保安確保のための具体的な取組とは︖

Ⅰ）ベルト⼜は鉄鎖の⼆重掛けの推進

Ⅱ）ベルトに緩みがないようにする設置の推進

Ⅲ）ベルト⼜は鉄鎖が容易に外れにくい固定⾦具の使⽤推進

Ⅳ）ガス放出防⽌型⾼圧ホース等の設置の推進

Ⅴ）ベルト⼜は鉄鎖の容器プロテクター掛けの徹底

Ⅵ）ハザードマップを活⽤したLPガス容器の流出防⽌措置【重点対策】
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３．対策
１）災害に備えた体制構築

②ハザードマップを活⽤したLPガス容器の流出防⽌措置とは︖

●⽔防法で定める洪⽔浸⽔想定区域（想定最⼤規模）（※1）等で1m以
上（※2）の浸⽔が想定されている地域を「浸⽔のおそれがある地域」
としてLPガス容器の流出防⽌措置を講じること。

●洪⽔浸⽔想定区域（想定最⼤規模）は、洪⽔ハザードマップから確
認・把握すること。

※1 洪⽔浸⽔想定区域（想定最⼤規模）
河川を管理する国や都道府県が、降⾬で氾濫した場合に浸⽔する危険性が⾼い場所を⽰
した区域のことで、2001年の⽔防法改正で区域指定が導⼊されました。
ただし、2015年の改正で想定最⼤規模を「50年〜150年に1回」から「1000年に1回」
としたため、⾃治体では対応できていないところもあります。
該当する場合は、供給エリアの各河川を管理する⾃治体に確認してください。

※2 ⾃治体の洪⽔ハザードマップによっては、1mの区切りが無い場合（例︓0.5m〜
3m）もありますのでその場合は⾃治体に確認してください。
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３．対策
１）災害に備えた体制構築
③洪⽔ハザードマップとは︖
国⼟交通省「ハザードマップポータルサイト」より確認可能

URL︓https://disaportal.gsi.go.jp/

※更新が遅れている場合もありますので、各⾃治体が発表しているハザードマップもあわせて
ご確認ください。

https://disaportal.gsi.go.jp/
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３．対策
１）災害に備えた体制構築

ハザードマップポータルサイトの使い⽅（スマホ版）

①「洪⽔」を
選択します。

②右下の「現
在地マーク」
を押します。
位置情報の利
⽤可否のポッ
プがでますの
で「許可」と
します。

③右下の「凡
例」を押すと
画⾯の説明が
出ます。
⾚系の⾊が洪
⽔浸⽔想定区
域0.5m以上
です。

④⾚系のとこ
ろをタッチす
ると洪⽔浸⽔
想定区域の
「浸⽔深」が
ポップします。

⑤右下の「避
難場所ピク
ト」を押すと
⾮難場所がピ
クト表⽰され
ます。
そのピクトを
押すと詳細情
報がポップし
ます。

⑥左上の「情
報」ボタンを
押すと現在の
選択肢が表⽰
されます。
⼟砂災害等を
重ねて⾒るこ
とが可能です。
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３．対策
１）災害に備えた体制構築
④避難情報に関するガイドラインの改定
災害対策基本法が令和3年に改正（5⽉10⽇公布、5⽉20⽇施⾏）されたこ
とを受け、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め
改定し、「避難情報に関するガイドライン」となりました。
同ガイドラインでは、警戒レベル4を「避難指⽰」とし、警戒レベル4が発
令されたら全員避難となります。（避難勧告は廃⽌。）

出典）気象庁HP 防災気象情報と警戒レベルとの対応について
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３．対策
１）災害に備えた体制構築
⑤気象情報と5段階の警戒レベル

出典）気象庁HP 防災気象情報と警戒レベルとの対応について
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３．対策
１）災害に備えた体制構築
⑥キキクル（危険度分布）とは︖
現在地の「⼟砂災害」「浸⽔害」「洪⽔害」に対する警戒レベルが表⽰で
きます。

以下のリンクより確認可能
URL︓https://www.jma.go.jp/bosai/risk
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３．対策
１）災害に備えた体制構築
⑥キキクル（危険度分布）とは︖
ⅰ）⼟砂災害キキクルの⾏動例

出典）気象庁HP ⼟砂災害警戒情報・⼟砂キキクル
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３．対策
１）災害に備えた体制構築
⑥キキクル（危険度分布）とは︖
ⅱ）浸⽔害キキクルの⾏動例

出典）気象庁HP 浸⽔キキクル
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３．対策
１）災害に備えた体制構築
⑥キキクル（危険度分布）とは︖
ⅲ）洪⽔害キキクルの⾏動例

出典）気象庁HP 洪⽔害キキクル



22

３．対策
１）災害に備えた体制構築

⑦液⽯法施⾏規則及び同規則の機能性基準の運⽤（例⽰基準）の⼀部改正
について（⾃然災害対策︓充てん容器の流出防⽌措置）

「ハザードマップを活⽤したLPガス容器の流出防⽌措置」を踏まえ、
施⾏規則及び例⽰基準の⼀部改正が⾏われました。

●施⾏規則の⼀部改正
LPガス容器の流出防⽌措置を講ずるため、施⾏規則第⼗⼋条供給設備の技術上の基準に
⼀部改正が⾏われました。
【改正内容】
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。

●施⾏規則の機能性基準の運⽤（例⽰基準）の⼀部改正
①対象地域（洪⽔浸⽔想定区域（想定最⼤規模）等）の追加
②具体的対策（鎖⼜はベルト等が容易に外れにくい固定⾦具の設置、鎖⼜はベルト等の
⼆重掛け、鎖⼜はベルト等の容器プロテクタ掛け、容器収納庫の設置）の追加



23

３．対策

施⾏規則改正

内容

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。

例⽰基準改正

内容

対象地域

浸⽔のおそれがある地域
条件 ⽔防法で定める洪⽔浸⽔想定区域（想定最⼤規模）等で1m以上の浸⽔が想定されている地域

●洪⽔浸⽔想定区域（想定最⼤規模）とは︖
河川を管理する国や都道府県が、降⾬で氾濫した場合に浸⽔する危険性が⾼い場所を⽰した区域。
2001年〜 想定最⼤規模「50〜150年に1回」 2015年〜 想定最⼤規模「1000年に1回」
※⾃治体では2015年の改定に対応できていないところもあるため、該当する場合は、供給エリアの各河
川を管理する⾃治体に確認すること。

内容

具体的対策
（流出防⽌措置）

設置状況に応じて以下2点（軒先・容器収納庫）いずれかの措置を⾏うこと

軒先の設置
（容器収納庫無）

①固定⾦具
ベルト⼜は鉄鎖が外れにくい固定⾦具を使⽤すること。
②ベルト⼜は鉄鎖

20kg超

⼆重掛けして取付
上部 容器の底部から3/4程度の⾼さ
下部 容器の底部から1/4程度の⾼さ

※プロテクターのある容器の場合、1本をその開⼝部に通して取付可能
※ゆるみがないこと

20kg以下プロテクターの開⼝部に通して取付※ゆるみがないこと。
※①②共に⾏うこと。
※ただし、積雪時において容器交換作業に⽀障を来す場合であって冬の期間等に
あってはこの限りでない。

容器収納庫の設置 設備については通常の条件に沿って設置すること
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３．対策

スケジュール

内容
公布 2021年6⽉18⽇
施⾏ 2021年12⽉1⽇

従前設備の期限 2024年6⽉1⽇ 従前設備︓2021年12⽉1⽇に現に設置されているもの
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３．対策
２）迅速な情報把握

①LP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る。
②LP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。

③国、都道府県及び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。

④国及びLPガス事業者の業界団体等において、IoTを利⽤した被害情報把
握や、集中監視システムによる被害情報把握の可能性などの調査・検討
を⾏い、迅速な情報把握システム構築を⽬指す。

関東液化⽯油ガス協議会「地震等被害速報」
●報告時期
震度５強以上の地震をはじめとする広域かつ⼤規模な⾵⽔害等の災害が発⽣したとき
（⾃発的に報告して頂く）
●報告⽅法

Ⅰ）関東液化⽯油ガス協議会（http:www.kan-eki.jp/）のホームページに掲⽰してい
る災害情報にアクセス

Ⅱ）掲載している⽤紙（別紙）に本社で情報を取り纏め、第１報〜第３報のひな型を参
考とし⼊⼒後 ⇒ 送信

Ⅲ）送信されたデータは、関東液化⽯油ガス協議会事務局と共に関東東北産業保安監督
部保安課並びに関東経済産業局資源エネルギー環境部資源・燃料課に送信データが
転送される。
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３．対策
３）容器の転倒・流出防⽌対策

Ⅰ）LPガス容器は、地震動等により容易に転倒しないよう、⽔平な容器設置台の上に設置すること。
Ⅱ）容器は、地震動等により台から落ちないように容器のスカート径に⽐べて充分な広さを有する

容器設置台に設置すること。標準的広さを下表に⽰す。

Ⅲ）容器設置台は、地盤⾯からの露出⾼さが20mm以下のものとすること。

①専⽤設置台の整備

容器内容積 標準容器 容器設置台の広さ(容器1本あたり)
20L以上30L未満 10kg 350mm×350mm φ350
30L以上50L未満 20kg 350mm×350mm φ350
50L以上120L未満 30kg・50kg 400mm×400mm φ400

スカート底部の変形が著しくすわりの悪い容器は、地震動や⽔流による転倒の恐れが⾼まることか
ら使⽤しないこと。

②すわりが悪い容器の使⽤禁⽌

地震 ⼟砂 雪害洪⽔

地震 ⼟砂 雪害洪⽔
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３．対策
３）容器の転倒・流出防⽌対策

ベルト⼜は鉄鎖の⼆重掛け（ベルト⼜は鉄鎖の容器1本ごとの⼆重掛け）を推進すること。
Ⅰ）ベルト⼜は鉄鎖の容器1本ごとの掛け
Ⅱ）ベルト⼜は鉄鎖の⼆重掛け
Ⅲ）ベルト⼜は鉄鎖の容器プロテクター掛け（容器20kg以下）
Ⅳ）ベルト⼜は鉄鎖の容器プロテクター掛け（容器20kg超）
Ⅴ）ベルト⼜は鉄鎖が容易に外れにくい固定⾦具の使⽤推進
※下線は、「浸⽔のおそれがある地域」で容器収納庫がない場合の必須事項

③容器のベルト⼜は鉄鎖掛け

出典）（⼀社）全国LPガス協会

地震 ⼟砂 雪害洪⽔
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３．対策
３）容器の転倒・流出防⽌対策

Ⅵ）家屋の壁と容器とのすき間及びベルト⼜は鉄鎖のあそびは極⼒少なくすること。
Ⅶ）1本⽬のベルト⼜は鉄鎖を当該容器の底部から容器⾼さの3／4の位置に取り付け、2本⽬のベ

ルト及び鉄鎖を容器の底部から容器⾼さの1／4の位置に取り付けること。（容器50kg）
※下線は、「浸⽔のおそれがある地域」で容器収納庫がない場合の必須事項

③容器のベルト⼜は鉄鎖掛け
出典）LPガス災害対策マニュアル_第3次改訂版 2.2.1(3)容器の鎖掛け

地震 ⼟砂 雪害洪⽔
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３．対策
３）容器の転倒・流出防⽌対策

容器の転倒防⽌措置を⾏う場合、専⽤固定具を⽤いて、家屋等の壁⾯に容器を固定することにより、
単なる鎖掛けの場合に⽐べて、容器動揺時の振幅及びベルト⼜は鉄鎖に加わる荷重を⼩さくする
ことができる。
専⽤固定具は、少なくとも家屋の新設の場合及び増改築の場合に積極的に採⽤すること。

④専⽤⾦具
出典）（⼀社）全国LPガス協会

地震 ⼟砂 雪害洪⽔
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３．対策
３）容器の転倒・流出防⽌対策

50kg容器11本以上となるような集合供給設備においては、家屋の壁⾯等を⽤いて容器を固定する
と、振動等により容器に係る負荷に伴い、家屋⾃体を破損する危険性が⾼いことから、容器収納庫
を設置する。
容器収納庫は耐震性を有するブロック製⼜は鋼製等とし、この中に容器及び容器周りの設備を収納
することが望ましい。
※「浸⽔のおそれがある地域」では、容器本数に関わらず、ベルト⼜は鉄鎖の⼆重掛け等の措
置（③容器のベルト⼜は鉄鎖掛けの下線部分）をしない場合の必須事項

⑤容器収納庫の設置
出典）（⼀社）全国LPガス協会 出典）（⼀社）⽇本エルピーガス供給機器⼯業会

地震 ⼟砂 雪害洪⽔
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３．対策
３）容器の転倒・流出防⽌対策

500kg容器などの⼤型容器（横型、縦型）につ
いては、地震により当該⼤型容器が移動するこ
と等により供給管が破損し、⼤量のガスが漏え
いするおそれがある。
このため、⼤型容器については地震による容器
の移動等による供給管の損傷防⽌対策を講じる
こと。
また、容器バルブと接続する供給管は、⾦属フ
レキシブルホース等を⽤い、容器バルブ付近に
対震⾃動ガス遮断装置⼜は緊急遮断弁を設置す
ること。

⑥⼤型容器の地震対策

出典）LPガス災害対策マニュアル_第3次改訂版 2.2.1(6)⼤型容器の地震対策

地震 ⼟砂 雪害洪⽔
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３．対策
３）容器の転倒・流出防⽌対策

⾼圧ホースを設置するにあたっては、「ガス放出防⽌型⾼圧ホース」を設置すること。
・設置にあたっては、容器が転倒しそうになった場合でもできるだけ⽔平⽅向の⼒が加わらないよ
うに取り付けること。
・容器が傾斜した時にホースに加わる⼒は、傾斜⾓度が⼤きくなる程増加することから、ホースの
たるみは、容器が傾いてホースが伸びきった状態になったときでも容器の静⽌転倒⾓度を超えな
い程度とすること。

⑦ガス放出防⽌型⾼圧ホースの設置 地震 ⼟砂 雪害洪⽔
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３．対策
３）容器の転倒・流出防⽌対策

ⅰ）張⼒式
容器の転倒等によって調整器に所定以上の張⼒が働いた場合にガスを遮断する。

ⅱ）折損式
落雪、台⾵、地震による落下物が調整器に直撃した場合に容器との接続部が折れ、ガスを遮断
する。

⑧ガス放出防⽌型単段式調整器の設置 地震 ⼟砂 雪害洪⽔

ⅰ）張⼒式 ⅱ）折損式
【作動前】

【作動後】
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３．対策
４）雪害事故防⽌対策

雪囲いを設置し、LPガス容器、供給設備及び配管を保護する。
①雪囲いの設置

容器プロテクタに保護板を取付し、単段式調整器を保護する。
②保護板の設置

LPガス⽤容器収納庫を設置し、LPガス容器、供給設備及び
配管を保護する。

③容器収納庫（⼾建⽤）の設置

出典）（⼀社）⽇本エルピーガス供給機器⼯業会

出典）（⼀社）⽇本エルピーガス供給機器⼯業会

雪害
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３．対策
４）雪害事故防⽌対策

LPガス容器収納庫（集合⽤）を設置し、LPガス容器、供給
設備及び配管を保護する。

④容器収納庫（集合⽤）の設置

単段式調整器とガス放出防⽌型⾼圧ホースを組み合わせ、垂
直配管とすることで、落雪のダメージを軽減します。

⑤単段式調整器＋ガス放出防⽌型⾼圧ホースの設置

落雪で調整器に異常な負荷が加わり⼊⼝接続部が折れること
により、ボールが栓をしてLPガスの流出を防⽌する機構が付
いています。
※⼊⼝接続部が完全折損（20°以上）しないとガス放出防⽌
弁は作動しません。

⑥ガス放出防⽌型単段式調整器（折損式）の設置

出典）（⼀社）⽇本エルピーガス供給機器⼯業会

雪害
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３．対策
４）雪害事故防⽌対策

⼩まめな雪かきを実施してLPガス供給設備付近に雪をまとめ
ないようにする。

⑦雪かき（ソフト⾯）

雪下ろしの際は、雪を供給設備付近に落とさない、まとめな
いようにする。

⑧雪下ろし（ソフト⾯）

出典）（⼀社）⽇本エルピーガス供給機器⼯業会

雪害
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３．対策
５）容器の⼆重掛けの対応状況と促進のための取り組み

出典）2021年度燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書

①容器流出防⽌地域の把握（2022年3⽉31⽇現在）

※把握不要＝全ての施設で⼆重掛け対応するため、把握しない
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３．対策
５）容器の⼆重掛けの対応状況と促進のための取り組み

出典）2021年度燃焼器具交換・安全機器普及状況等調査報告書

②容器の⼆重掛けを⾏う施設の選別（2022年3⽉31⽇現在）
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３．対策
５）容器の⼆重掛けの対応状況と促進のための取り組み

経済産業省及び全国LPガス協会にて作成のパンフレットを使
⽤し、線状降⽔帯のように想定外の⼤⾬を起因とした⽔害に
よる、LPガス容器流出防⽌対策の必要性を周知する。

③周知活動

2024年6⽉1⽇までに、点検・調査や期限のある器具交換等
と⽇程を合わせ、⼆重掛け⼯事計画を⽴てる。
【計画の例】
第1候補︓4年に1回点検・調査
第2候補︓10年または7年毎の調整器の期限交換時
第3候補︓ 10年または7年毎のメータの期限交換時
上記にいずれも当てはまらない場合は、任意⽇を設定する。

④効率的な作業計画

出典）経済産業省
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４．まとめ

・近年の⾃然災害は、多様化し、特に⽔害については、台⾵や梅
⾬前線によるものだけではなく、「線状降⽔帯」による⼤⾬の
被害も相次いでいる。
・「線状降⽔帯」等による⼤⾬は、地震同様に予⾒することが難
しいため、事前の対策が重要となる。
・「LPガス安全⾼度化計画2030」の重点対策として、「ハザード
マップを活⽤したLPガス容器の流出防⽌措置」が挙げられた。
・「ハザードマップを活⽤したLPガス容器の流出防⽌措置」を踏
まえ、施⾏規則及び例⽰基準の⼀部改正が⾏われた。

LPガス容器の流出防⽌措置を中⼼に
⾃然災害対策を推進しましょう︕


