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立入検査結果概要

１．立入検査実施事業者数
（１）販売事業者：２２社（保安機関も兼ねる）
（２）保安機関：

 
２社

２．検査による指摘事業者
（１）販売事業者

ｲ．指摘事項無し：
 
６社

ﾛ．是正報告徴収：
 

１６社
（２）保安機関

指摘無し
 

：
 

２社



指摘内容概要
１．法第８条（変更届未提出）

 
４社

２．法第１４条（書面交付の不備）

 
１３社

３．法第１６条の２（供給設備基準不適合）

 
１社

４．法第１９条及び２１条（業務主任者、代理者関係）

 
４社

５．法第２７条（保安業務関係）

 
４社

６．法第２８条（保安業務委託契約）

 
１社

７．法第３１条（認定の基準）

 
３社

８．法第３４条（点検調査）

 
７社

９．法第３５条（保安業務規程）

 
１社

１０．法第８１条（帳簿）

 
７社

１１．例示基準２９号（自記圧計の校正）

 
２社

（計４７件・社）



販売所等変更届書（法第８条）
【指摘事項】
・保安業務実施者を変更したにもかかわらず、変更届を提出していない
・法第11条の但し書きにより貯蔵施設を設けないとしていたが、販売所敷地内に貯蔵

 施設を設けていた

第八条

 

液化石油ガス販売事業者は、第三条第二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3条第2号

（届出対象事項）
一

 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二

 

販売所の名称及び所在地
三

 

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

四

 

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二十七条第一項

に掲げる業務（※保安業務）を行う第二十九条第一項の認定を受けた者（※認定保安機

関）の氏名又は名称及びその事業所の所在地
五

 

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



書面交付（法第１４条）①
【指摘事項】

・保安業務を行う保安機関を誤って記載していた

・保安業務実施者を変更した際に変更書面を交付していない

・保安業務区分に対する保安機関の記載がない

・交付したものの氏名、年月日が記載されていない

・設備の所有関係が未記載もしくは不明確

・法第14条書面を未交付のものが認められた

・販売事業者名が誤っている

・夜間等の緊急時連絡の転送先の記載



書面交付（法第１４条）②
（書面の交付）
第十四条

 

液化石油ガス販売事業者は、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等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

 
たときは、当該変更した部分についても、同様とする。
一

 

液化石油ガスの種類
二

 

液化石油ガスの引渡しの方法
三

 

供給設備及び消費設備の管理の方法
四第二十七条第一項第二号に

 

規定する調査の方法及び同項第三号に規定する周知の方法

五当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務（※保安業務）を行う第二十九条第一項の認定を

 
受けた者（※認定保安機関）の氏名又は名称
六前各号に

 

掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
↓施行規則第13条

一

 

一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合の液化石油ガス販売事業者及び保安機関の責任に関する事項
二

 

液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関する事項
三

 

液化石油ガスの計量の方法
四

 

第十六条第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものの引取

 
りの方法
五

 

液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
六

 

供給設備及び消費設備の所有関係
七

 

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
八

 

液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が

 
支払うべき費用の額及び徴収方法（当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。）
九

 

消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業者から一般消費者等

 
に所有権を移転する場合の精算額の計算方法（当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限

 
る。）
十

 

保安機関の名称、住所及び連絡方法



技術基準適合義務（法第16条の２）
【指摘事項】
・供給管の設置工事終了後に気密試験を行っていない

第十六条の二

 
液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技

 術上の基準（経済産業省令で定める供給設備（以下「特定供給設備」という。）にあつ

 ては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第二十七条第一

 項第一号、第三十八条の二及び第三十八条の八第一項において同じ。）に適合する

 ように維持しなければならない。

↓施行規則第18条

（供給設備の技術上の基準）
第十八条

 
法第十六条の二第一項 の経済産業省令で定める供給設備（バルク供給

 に係るものを除く。以下この条において同じ。）の技術上の基準は、次の各号に掲げ

 るものとする。
九

 
調整器とガスメーターの間の供給管は、その設置又は変更（硬質管以外の管の

 交換を除く。）の工事の終了後に行う次に定める圧力による気密試験に合格するもの

 であること。



業務主任者・代理者（法第19条、第21条）①

【指摘事項】

・業務主任者及び代理者が本社及び他の営業所と兼務

・業務主任者が定められた期間内に再講習を受講していない

・業務主任者を解任したに関わらず、届出を行っていない

・業務主任者を実際に選解任した日付と届出に記載されている選解任の日付が相違

 
していた



（業務主任者）

第十九条

 
液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに販売所ごとに、経済産業省令で定める基

 準に従つて、販売主任者免状（高圧ガス保安法第二十八条第一項 の高圧ガス販売

 主任者免状であつ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

 受けている者であつて、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、

 次条第一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。

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。これを解任したときも、同様とする。
３液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に

 協会又は高圧ガス保安法第三十一条第三項 の指定講習機関の行う液化石油ガス

 による災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。

業務主任者・代理者（法第19条、第21条）②



業務主任者・代理者（法第19条、第21条）②

（業務主任者の代理者）

第二十一条

 
液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに販売所ごとに、経済産業省令で定めると

 ころにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、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又は経済産業省令で定める条件に

 適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、

 業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてそ

 の職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。

２

 
液化石油ガス販売事業者は、前項の代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨

 を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。これ

 を解任したときも、同様とする。

３

 
第一項の代理者は、業務主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法

 律に基づく命令の規定の適用については、業務主任者とみなす。



保安業務を行う義務（法第27条）
 

①

【指摘事項】

・容器交換時等供給設備点検の伝票について保安業務実施者の名称及び氏名のな

 い事例があった

・緊急時連絡の保安業務について、他事業所の保安業務を行っている事例があった

・緊急時対応について,30分以内に到着できないところに消費者が存在している事例

 があった

・供給開始時点検、定期点検・調査について例示基準に定められたとおり実施してい

 ない事例があった。

・定期点検・調査について、法定期間内に実施されていない事例があった

・周知における配布文書が不明



保安業務を行う義務（法第27条）
 

②
（保安業務を行う義務）
第二十七条

 
液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費

 者等について次に掲げる業務（以下「保安業務」という。）を行わなければならない。
一

 
供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定

 める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合

 するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果

 をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知

 する業務
二

 
消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める

 技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合する

 ようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をそ

 の所有者又は占有者に通知する業務
三

 
液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生

 の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
四

 
液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、

 当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置

 を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措

 置を講ずる業務



保安業務委託（法第28条）
【指摘事項】
・保安業務を他の保安機関に委託しているが、保安業務委託契約書を締結していな

 い事例があった

（保安業務の委託）
第二十八条

 
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。
一

 
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つては、そ

 の代表者の氏名
二

 
委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法

三前二号に掲げるもののほか、

 
経済産業省令で定める事項

↓施行規則第28条

一

 
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

二

 
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

三

 
委託に係る供給設備又は消費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



認定基準（法第31条）①

【指摘事項】

・機械式自記圧力計の誤差が例示基準で定められている値を超過していた

・緊急時対応について30分以内に到着できないところに一般消費者が存在していた

・夜間の緊急時連絡において、携帯電話への転送がされている事例があった



認定基準（法第31条）②
（認定の基準）
第三十一条

 
経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項の認定の申

 請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしては

 ならない。
一

 
保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであ

 ること。
↓施行規則第31条

（保安業務に係る技術的能力）
第三十一条

 
法第三十一条第一号 の経済産業省令で定める保安業務に係る技術

 的能力の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一

 
事業所ごとに告示で定める基準に従って第三十七条第一号のすべての消費設

 備の調査を行うことができる者を確保していること。
二

 
事業所ごとに告示で定める基準に従って、自記圧力計、マノメータその他保安業

 務の実施に必要な設備機器（以下「保安業務用機器」という。）を備えていること。



保安業務（点検調査）の方法（方第34条）①

【指摘事項】
・点検・調査で漏洩試験、調整器の圧力確認が例示基準に定める手順により適切に

 行われていない事例があった。
・供給開始時、点検・調査及び定期点検調査で漏えい試験が適切に実施されていな

 い事例があった。
・地盤面下に埋設した白ガス管について、1年に1回以上の漏洩検査を実施していな

 い
・定期点検・調査について法で定められた期間内に実施していない事例があった
・点検調査について、漏えい試験及び調整器の閉塞圧力の確認が例示基準に沿って

 行われていない事例があった
・漏洩試験の実施方法が例示基準に沿って行われていない
・定期供給設備点検・定期消費設備調査において、調整器の閉塞圧力が確認できな

 い事例があった



保安業務（点検調査）の方法（方第34条）②

（保安機関の業務等）
第三十四条

 
保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準

 に従つて、その保安業務を行わなければならない。ただし、供給設備又は消費設備

 の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又

 は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。

↓
供給設備の点検方法

 
施行規則第36条

消費設備の調査の方法

 
施行規則第37条

周知の方法

 
施行規則第38条

例示基準２９．供給管又は配管等の気密試験方法及び漏えい試験の方法
例示基準３０．調整器の調整圧力及び閉そく圧力並びに燃焼器の入口における液化

 石油ガスの圧力の確認方法



保安業務規程（法第35条）

【指摘事項】
・緊急時対応の保安業務について、認可を受けた保安業務計画書の記載内容と実態

 が相違している事例があった。

（保安業務規程）
第三十五条

 
保安機関は、保安業務に関する規程（以下この章において「保安業務

 規程」という。）を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受

 けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
２

 
保安業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

↓施行規則第39条第2項

一

 
事業所の所在地

二

 
各事業所ごとの保安業務を行うことのできる保安業務区分ごとの一般消費者等

 の数
三

 
保安業務を行うことのできる者の数及びその事業所ごとの配置に関する事項

四

 
保安業務用機器の種類及び数並びにその事業所ごとの配置に関する事項

五

 
保安業務区分ごとの保安業務の実施の方法

六

 
保安業務の結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法

七

 
前各号に掲げるもののほか、保安業務に関し必要な事項



帳簿（法第81条）①
【指摘事項】
・帳簿について、以下の事項の記録がない
－法第14条書面の交付者及び交付年月日
－委託している容器交換時等供給設備点検の記録
－容器交換時等供給設備点検で技術基準に適合しないものがあった場合、それに

 ついて講じられた措置の記録
－埋設白ガス管の点検調査の記録

－点検･調査を行った者の氏名及び点検調査の結果が記載されていないものがあっ

 た。
－周知を行った者の氏名が記載されていない事例があった。
－緊急時連絡、対応を行ったときの内容及び結果等の記載が不十分。
－容器交換時等供給設備点検を行った者の氏名が記載されていない事例があった。
・定期供給設備点検・消費設備調査の調査票に販売事業者の名称が誤っている事

 例があった。



帳簿（法第81条）②

（帳簿の記載）
第八十一条

 
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、これを保存しなければならない。

↓施行規則



帳簿（法第81条）③

一 充てん容器の種類及び数
二 販売開始の年月日
三 販売先
四　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
一 充てん容器の種類及び数
二 販売の年月日
三 販売先
一　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
二 引取りの年月日
三 引取元
一　書面交付に係る一般消費者等の氏名又は名称及
び住所
二　書面交付をした者の氏名
三　書面交付の年月日

一　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

二　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
三　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
四　法第十四条第一項の書
面交付を行った場合

（帳簿）
第百三十一条

 

法第八十一条第一項 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。



帳簿（法第81条）④

一　委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住
所
二　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
三　保安業務の結果
四　供給設備が法第十六条の二第一項の技術上の基
準（特定供給設備にあっては法第三十七条の技術上
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
五　消費設備が法第三十五条の五の技術上の基準に
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
六　法第二十七条第一項第四号に基づき実施した措
置の内容
七 保安業務を行った年月日
一 その内容
二　それに対して講じた措置
三　異常があった年月日及び措置を講じた年月日

六　貯蔵施設又は特定供給
設備に異常があった場合

五　法第二十九条の認定を
受けた保安機関に法第二十
七条第一項各号の業務を委
託した場合



帳簿（法第81条）⑤

一

 

供給開始時点検・調査を

 行った場合
一

 

供給開始時点検・調査に係る一般消費者等の氏名又は名称

 及び住所
二

 

供給開始時点検・調査を行った者の氏名
三

 

供給開始時点検・調査の結果
四

 

供給開始時点検・調査の実施又は法第二十七条第一項第一

 号又は第二号の通知をした場合は、その内容
五

 

供給開始時点検・調査又は通知の年月日
六

 

供給開始時調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称
七

 

供給開始時調査に係る燃焼器の型式及び製造年月
二

 

容器交換時等供給設備

 点検を行った場合
一

 

容器交換時等供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又

 は名称及び住所
二

 

容器交換時等供給設備点検を行った者の氏名
三

 

容器交換時等供給設備点検の結果
四

 

容器交換時等供給設備点検の実施又は法第二十七条第一

 項第一号の通知をした場合は、その内容
五

 

容器交換時等供給設備点検又は通知の年月日

２

 

法第八十一条第一項 の規定により保安機関が帳簿に記載すべき事項は、自ら行う販

 売事業に係る保安業務にあっては販売所ごとに、委託を受けた保安業務にあっては当該委

 託を受けた液化石油ガス販売事業者ごとに、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。



帳簿（法第81条）⑥

一　定期供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所
二　定期供給設備点検を行った者の氏名
三　定期供給設備点検の結果
四　定期供給設備点検の実施又は法第二十七条第一項第一号の通知を
した場合は、その内容
五　定期供給設備点検又は通知の年月日
一　法第三十四条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者
等の氏名又は名称及び住所
二　法第三十四条ただし書中の承諾を求めた者の氏名
三　法第三十四条ただし書中の承諾を求めた年月日
一　定期消費設備調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所
二　定期消費設備調査を行った者の氏名
三　定期消費設備調査の結果
四　定期消費設備調査の実施又は法第二十七条第一項第二号の通知を
した場合は、その内容
五　定期消費設備調査又は通知の年月日
六　定期消費設備調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称
七　定期消費設備調査に係る燃焼器の型式及び製造年月
一　法第三十四条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者
等の氏名又は名称及び住所
二　法第三十四条ただし書中の承諾を求めた者の氏名
三　法第三十四条ただし書中の承諾を求めた年月日

三　定期供給設備点検を行った
場合

三の二　法第三十四条ただし書
の規定により定期供給設備点
検を行わなかった場合

四　定期消費設備調査を行った
場合

四の二　法第三十四条ただし書
の規定により定期消費設備調
査を行わなかった場合



帳簿（法第81条）⑦

一 周知に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所
二 周知を行った者の氏名
三 周知の内容
四 周知の年月日
一　緊急時対応に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住
所
二 緊急時対応を行った者の氏名
三 緊急時対応の内容及び結果
四 緊急時対応を行った年月日
一　緊急時連絡に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住
所
二 緊急時連絡を行った者の氏名
三 緊急時連絡の内容及び結果
四 緊急時連絡を行った年月日

五　周知を行った場合

六　緊急時対応を行った場合

七　緊急時連絡を行った場合



自記圧計の校正（例示基準２９号）①

【指摘事項】

・自記圧計の校正が行われていない

・自記圧力計の誤差が例示基準に定める範囲を超えている事例があった



自記圧計の校正（例示基準２９号）②

例示基準２９．供給管又は配管等の気密試験方法及び漏えい試験の方法
１．気密試験
（１）気密試験のための器具又は設備
①規則第18条第9号ｲに定める気密試験（以下「中圧試験」という。）以外の気密試

 験においては、次の器具又は設備を用いること。
（ii）圧力測定器具

a.機械式自記圧力計
（i）

 
6月に1回以上、最低圧力が2.0kPa以上、最高圧力が8．4kPa以上10kPa以

 下の範囲内の圧力で最小目盛単位が0.02kPa以下のマノメータ又はこれと同等以上

 の精度を有する圧力計と比較検査を行い、これに合格したものであること。
この場合、0.2kPaを超える誤差のあるものは不合格とし、0.2kPa以下の誤差

 のあるものは、その補正値を用いることによって使用することができるものとする。
b.電気式ダイヤフラム式自記圧力計

(h) 12月に1回以上、最低圧力が2.0kPa以上、最高圧力が8．4kPa以上10kPa 
以下の範囲内の圧力で最小目盛単位が0.02kPa以下のマノメータ又はこれと同等以

 上の精度を有する圧力計と比較検査を行い、これに合格したものであること。
この場合、0.03kPaを超える誤差のあるものは不合格とし、0.03kPa以下の誤差の

 あるものは、その補正値を用いることによって使用することができるものとする。



自記圧計の校正（例示基準２９号）③

（１）気密試験のための器具又は設備
②「中圧試験のための器具又は設備は、次に定めるところによるものとする。

（ii）圧力測定器具
a.機械式自記圧力計
（c）

 
6月に1回以上、圧力0.1MPa以上0.3MPa以下の範囲内の圧力で最小目盛

 単位が0.01MPa以下の標準圧力計（JIS B 7505(1994)）ブルドン管圧力計に定める

 普通形1.0級又はこれと同等以上の精度を有する圧力計と比較検査を行い、これに

 合格したものであること。
この場合、0.01MPaを超える誤差のあるものは不合格とし、0.01MPa以下の

 誤差のあるものは、その補正値を用いることによって使用することができるものとする。
b.電気式ダイヤフラム式自記圧力計

(h) 12月に1回以上、最低圧力が0.1MPa以上、最高圧力が0.3MPa以下の範囲

 内の圧力で最小目盛単位が3kPa以下の標準圧力計又はこれと同等以上の精度を

 有する圧力計と比較検査を行い、これに合格したものであること。
この場合、3kPaを超える誤差のあるものは不合格とし、3kPa以下の誤差の

 あるものは、その補正値を用いることによって使用することができるものとする。
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