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「項目から調べる液石法」について

１．「項目から調べる液石法」とは（作成の目的）

　　　日常業務の必要上、液石法の法令集を紐解く際、知りたい「項目」が法令の第何条にあるか、

　　または規則の第何条に記述されているかを探すのは、中々厄介なことであります。

　　　知りたい条文が見つからぬまま、やがて法令集を見るのもいやになってしまうことも、

　　あります。もし自分が探している「項目」から関連の法令が、容易に見つけられれば、便利では

　　ないかと思ったのが、「項目から調べる液石法」を作ることにした理由です。

　　　また、法律及び規則の運用及び解釈（通達）について法令集の巻末に添付されておりますが、

　　この資料では、関係条文の記載後に必要と思われる通達を掲載しています。

　　　今回は、これで使い勝手が良いか否かの検証もしておりませんし、法律第１０４条、規則第

　　１４４条までの全てを網羅したわけではないので、とりあえず利用者の批判を仰いだ上で、

　　改善し利用価値を高めたいと考えております。

２．表の説明

　　　　本資料は、索引と本文（条文の一部）からなっております。

　　　　資料は、「項目①」、「項目②」、「本文」、「条、項、号」から構成し、「項目①」を50音で分け、

　　　ア行、カ行、サ行・・・のようにシート別に構成しました。

　　　　また索引は、「項目①」、「項目②」及び「条、項、号」のみとし、一表にして一覧しやすい

　　　ように配慮しました。そのため一部本文と索引とで「項目」の並び方が一致していない場合が

　　　あります。

３．使い方

　　　　「項目①」は、主として日常業務で調べたいと思う用語としました。従ってかなり大雑把な

　　　　　　用語も使用しております。　　例：　「基準適合義務」、「登録」等々

　　　　「項目②」は、なるべく法令集の各条文に使われている表題を使用しております。しかし、

　　　　　　それだけでは判り難い場合は、カッコ書きで補足しました。　　

　　　　「本文」は、該当する法令の条文をそのまま記載しましたが、本文を一部省略したり、

　　　　　　号以下の内容は、号番号のみとした場合があります。

　　　　「条、項、号」は、該当する法令の条番号、項番号、号番号を判る範囲で簡略化して

　　　　　　記述しました。　　　例：　　　　法十六条のニ　一項（法律第十六条のニ第一項）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　或いは　　規十八条一号（規則第十八条第一号）

　　　　　　また、関連する通達や告示の出されている条文は、この欄に記載しました。

　　　　　　　　　　　　　　例：　　規十八条（通達９～１４．参照）、供・消・特告示三条

　　　　　　　　　　　　　　　　　　法十九条一項（通達参照）　等々



行 項　目① 項　目② 条、項、号
運用
解釈

ページ

カ 基準適合義務等 基準適合義務等 法第16条の2第１項 1

液化石油ガス設備工事 法第38条の2 有 1

供給設備の技術上の基準 供給設備の技術上の基準 規第18条 1

規第18条1号 有 1

規第18条2号 有 1

規第18条3号 有 2

規第18条4号 3

規第18条5号 3

規第18条6号 3

規第18条7号 3

規第18条8号 3

規第18条8号の２ 3

規第18条9号 3

規第18条23号 有 3

バルク供給に係る供給設 バルク供給に係る供給設 規第19条 4

備の技術上の基準 備の技術上の基準 規第19条1号 4

規第19条2号 4

規第19条3号 有 4

規第19条4号 4

規第19条5号 4

規第19条6号 4

規第19条7号 4

規第19条8号 4

危険のおそれのない場合 貯蔵施設 規第１７条 4

の特則 供給設備・バルク供給設備 規第２０条 4

業務主任者 業務主任者 業務主任者 法第１９条第１項 有 5

業務主任者の選任・解任 法第１９条第２項 5

業務主任者の代理者 業務主任者の代理者 法第２１条第１項 有 5

業務主任者の代理者 業務主任者の代理者 規第２５条第１項 有 5

業務主任者の選任等 業務主任者の選任等 規第２２条第１項 有 5

規第２２条第２項 有 5

業務主任者の講習 業務主任者の講習 法第１９条第３項 6

業務主任者の講習 業務主任者の講習 規第２３条第１項 6

規第２３条第２項 6

業務主任者の職務等 業務主任者の職務等 法第２０条第１項 6

業務主任者の職務 業務主任者の職務 規第２４条 有 6

サ 設備 定義 液化石油ガス 法第２条第１項 有 6

一般消費者者等 法第２条第２項 有 6

液化石油ガス販売事業者 法第２条第３項 有 6

供給設備 法第２条第４項 有 7

消費設備 法第２条第５項 有 7

液化石油ガス設備士 法第２条第６項 7

供給設備 規第３条 有 7

特定供給設備 規第２１条 有 7

書面 書面の交付 書面の交付 法第１４条第１項 有 8

書面の記載事項 書面の記載事項 規第１３条 有 8

設備工事 液化石油ガス設備工事の届出 液化石油ガス設備工事の届出 法第３８条の３ 9

施設又は建築物の指定 施設又は建築物の指定 規第８６条 有 9

液化石油ガス設備工事 液化石油ガス設備工事 規第８７条 10

工事の届出 工事の届出 規第８８条 10

液化石油ガス設備工事の 液化石油ガス設備工事の 法第３８条の７ 有 10

項　目　か　ら　調　べ　る　液　石　法　索　引　

・供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示参照

・バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示参照



液化石油ガス設備工事の作業 液化石油ガス設備工事の作業 規第１０８条 有 10
特定液化石油ガス設備工
事事業の届出

特定液化石油ガス設備工
事事業の届出

法第３８条の１０  有 11

特定液化石油ガス設備工事 特定液化石油ガス設備工事 規第１１１条 11

事業の開始の届出 事業の開始の届出 規第１１２条 有 11

施工後の表示 施工後の表示 法第３８条の１１ 有 12

施工後の表示に係る特定 施工後の表示に係る特定 規第１１５条 有 12

表示の方法 表示の方法 規第１１６条 有 12

表示すべき事項 表示すべき事項 規第１１７条 有 12

記録の保存等 記録の保存等 法第３８条の１２ 12

記録すべき事項 記録すべき事項 規第１１８条 有 12
記録及び配管図面の保存
の方法

記録及び配管図面の保存
の方法

規第１１９条 有 13

設備士 設備士の義務 13

設備士の義務 設備士の義務 法第３８条の８第１項 13

工事作業中の免状の携帯 工事作業中の免状の携帯 法第３８条の８第２項 有 13

設備士の講習（受講義務） 設備士の講習（受講義務） 法第３８条の９ 13

設備士の講習 設備士の講習 規第１０９条 有 13

規第１０９条第２項 有 13

タ 登録 事業の登録 事業の登録 法第３条第１項 有 13

法第３条第２項 有 13

法第３条第４項 有 14

販売事業の登録申請等 販売事業の登録申請等 規第４条１項 有 14

規第４条第２項 有 14

承継の届出 承継の届出 法第１０条第１項 有 14

法第１０条第２項 有 15

法第１０条第３項 有 15

承継の届出 承継の届出 規第１０条第１項 有 15

規第１０条第２項 有 15

貯蔵設備 貯槽 貯槽 規第1条第２項第１ 号 有 16

バルク貯槽 バルク貯槽 規第１条第２項第２号 有 16

容器 容器 規第１条第２項第３号 16

バルク容器 バルク容器 規第１条第２項第４号 16

貯蔵能力 貯蔵能力 規第１条第２項第５号 有 16

充てん容器 充てん容器 規第１条第２項第１０号 17

残ガス容器 残ガス容器 規第１条第２項第１１号 有 17

貯蔵施設 貯蔵施設 貯蔵施設 法第１１条 有 17

規第１１条第１項 有 17

規第１１条第２項 17

第一種貯蔵所 第一種貯蔵所 規第１１条第２項第2号 18

貯蔵所 貯蔵所 高圧保法第１６条 18

第二種貯蔵所 第二種貯蔵所 高圧保法第１７条の２ 18

基準適合義務等 基準適合義務等 法第１６条第１項 18

貯蔵施設の技術上の基準 貯蔵施設の技術上の基準 規第１４条 有 18
経済産業省令で定める
貯蔵施設の貯蔵量

経済産業省令で定める
貯蔵施設の貯蔵量

規第１５条 19

基準適合義務等
（特定供給設備）

基準適合義務等
（特定供給設備）

法第１６条の２第１項 19

特定供給設備 特定供給設備 規第２１条 有 19

貯蔵施設 貯蔵施設等の設置の許可 貯蔵施設等の設置の許可 法第３６条第１項 19

（消防長意見書） 消防長の意見書 消防長の意見書 法第３６条第２項 19

規第５１条第１項 19

規第５１条第２項 有 19

許可の基準 許可の基準 法第３７条 20

法第３７条の２第１項 有 20

法第３７条の２第２項 20

貯蔵施設の技術上の基準 貯蔵施設の技術上の基準 規第５２条 20
特定供給設備の技術上の
基準

特定供給設備の技術上の
基準

規第５３条
（第１号～４号省略）

有 20

変更の許可変更の許可

貯蔵施設等の許可申請 貯蔵施設等の許可申請



バルク供給に係る特定供
給設備の技術上の基準

バルク供給に係る特定供
給設備の技術上の基準

規第５４条
（第１号～４号省略）

有 20

貯蔵施設等の変更の許可 貯蔵施設等の変更の許可 規第５６条第１項 20

申請（消防長の意見書） 申請（消防長の意見書） 規第５６条第２項 有 20
軽微な変更
（充てんを除く貯蔵施設等）

軽微な変更
（充てんを除く貯蔵施設等）

規第５７条 21

充てん設備の軽微な変更
の届出

充てん設備の軽微な変更
の届出

規第５８条 21

法第３７条の４第１項 21

法第３７条の４第２項 21

規第６３条第１項、 有 21

規第６３条第２項 有 21
充てん設備の技術上の
基準

充てん設備の技術上の
基準

規第６４条第１項 21

軽微な変更 軽微な変更 規第６６条 有 21
充てん設備の軽微な変更
の届出

充てん設備の軽微な変更
の届出

規第６７条 21

法第３７条の５第１項 21

法第３７条の５第２項 21
液化石油ガスの充てんの
作業の技術上の基準

液化石油ガスの充てんの
作業の技術上の基準

規第７２条 有 22

危険のおそれのない場合
の特則

危険のおそれのない場合
の特則

規第７３条 22

帳簿の記載 帳簿の記載 帳簿の記載 法第８１条第１項 22

帳簿 帳簿 規第１３１条 有 22

ハ 保安物件 第一種保安物件 第一種保安物件 規第１条２項第６号 有 22

第二種保安物件 第二種保安物件 規第１条第２項第７号 有 23

第一種施設距離 第一種施設距離 規第１条第２項第８号 23

第二種施設距離 第二種施設距離 規第１条第２項第９号 23

バルク供給 定義 定義 規第１条第２項第１２号 24

販売の方法 販売の方法の基準 販売の方法の基準 規第１６条 有 24

（販売事業者の移動） （販売事業者の移動) 規第１６条第１５号の２ 有 26

 [一週間ルール] 規第１６条第１６号 有 27

規第１６条第１７号 有 27

変更 販売所等の変更の届出 販売所等の変更の届出 法第８条 有 27

規第９条第１項 27

規第９条第２項 有 27

保安業務 法第２７条 有 27

法第２７条第１項第１号 有 28

 （消費設備調査）  （消費設備調査） 法第２７条第１項第２号 有 28

 （周知の内容）  （周知の内容） 法第２７条第１項第３号 28

 （災害の発生）  （災害の発生） 法第２７条第１項第４号 有 28

供給設備の点検の方法 供給設備の点検の方法 規第３６条 28

規第３６条第１項第１号 有 28

規第３６条第１項第２号 28

消費設備の調査の方法 消費設備の調査の方法 規第３７条 28

規第３７条第１号 有 28

周知の内容 周知の内容 規第２７条 有 29

周知の方法 周知の方法 規第３８条 有 29

保安業務の委託 保安業務の委託 法第２８条 30

委託契約に係る記載事項 委託契約に係る記載事項 規第２８条 有 30

保安機関 認定 認定 法第２９条第１項 有 30

法第２９条第２項 30

法第２９条第３項 有 30

保安業務区分 保安業務区分 規第２９条 有 31

認定の基準 認定の基準 法第３１条 有 32

認定の申請 認定の申請 規第３０条第１項 32

規第３０条第２項 有 32

保安業務に係る技術的能力 保安業務に係る技術的能力 規第３１条 33

充てん設備の許可申請

液化石油ガスの充てんの
作業等

充てん設備の許可

液化石油ガスの充てんの
作業等

充てん設備の許可申請

充てん設備の許可

保安業務を行う義務
 （供給設備点検）

保安業務を行う義務
 （供給設備点検）



保安機関の損害賠償措置 保安機関の損害賠償措置 規第３２条 有 33

構成員の構成 構成員の構成 規第３３条 34

保安機関の認定の更新 保安機関の認定の更新 法第３２条第１項 34

保安機関の認定の更新 保安機関の認定の更新 規第３４条 34

法第３３条第１項 有 34

法第３３条第２項 34

規第３５条第１項 34

規第３５条第２項 34

保安機関の業務等 保安機関の業務等 法第３４条第１項 有 34

法第３４条第２項 有 34

法第３４条第３項 34

保安業務規程 保安業務規程 法第３５条第１項 35

法第３５条第２項 有 35

法第３５条第３項 有 35

保安業務規程 保安業務規程 規第３９条第１項 35

規第３９条第２項 有 35

規第３９条第３項 36

報告 報告 報告 規第１３２条 有 36

一般消費者等の数の
増加の認可

一般消費者等の数の
増加の認可

一般消費者等の数の増加
の認可等

一般消費者等の数の増加
の認可等

・保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示を参照



項　目① 項　目② 本　　　　　文 条、項、号

カ行 基準適合義 基準適合義務等 　液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で 法16条の2

務等 　定める技術上の基準（経済産業省令で定める供給設備(以 　第1項

　下「特定供給設備」という。）にあっては、第３７条の経済産

　業省令で定める技術上の基準。次項、第２７条第１項第１

　号、第３８条の２及び第３８条の８第１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。

（液化石油ガス設 　供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事（以下「液 法３８条の２

備工事） 　化石油ガス設備工事」という。）は、供給設備についてのも （通達参照）

　のにあってはその供給設備が第１６条の２第１項の経

　済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についての

　ものにあってはその消費設備が第３５条の５の経済産業省

　令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにし

　なければならない。

通達（法律関係）

[法第３８条の２

関係]

　　れたい。

供給設備の技術上 　法第１６条の２第１項の経済産業省令で定める供給設備 規１８条

の基準 　（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。

　貯蔵設備（貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム 規１８条第１号

　未満のものに限る。）は、次に定める基準に適合すること。 （通達参照）

　　イ　充てん容器等（内容積が２０リットル以上のものに限

　　　る。）には、当該容器を置く位置から２メートル以内にある

　　　火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただ

　　　し、屋外に置くことが著しく困難な場合（告示で定める場

　　　合に限る。）において、充てん容器等及びこれらの附属　

　　　品から漏えいした液化石油ガスが屋内に滞留しないよう

　　　な措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に

　　　触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことがで

　　　きる。

　　ロ　充てん容器等（当該容器に取り付けたスカートを含む）

         には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を

         講ずること。

　　ハ　充てん容器等は、常に温度４０度以下に保つこと。

　　ニ　充てん容器等（内容積が５リットル以下のものを除く。）

　　　には、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こと。

　貯蔵設備（貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム 規１８条第２号

　以上三千キログラム未満のものに限る。）は、次に定める基 （通達参照）

　準に適合すること。

　　イ　貯蔵設備は、その外面から、第一種保安物件に対し

　　　１６．９７メートル以上、第二種保安物件に対し１１．３１メ

項目から調べる液石法（第２９次改訂版準拠）

１．本条による義務は、「供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事」を行う

　　すべての者に課せられる。すなわち、液化石油ガス販売事業者のみならず、

　　例えば水道工事業者、建築業者等にも本条が適用される。

　　化石油ガス設備工事事業者と継続的な委託契約を締結するよう指導された

　　い。特に、液化石油ガス販売事業者の登録を行う際には、液化石油ガス設備

　　事業者と継続的な委託契約を締結するよう十分に指導するとともに、当該申

　　れたい。

　　　 なお、液化石油ガス販売事業者に対する啓発は当然であるが、水道工事

　　業者、建築業者等に対しても、本条及び法第３８条の３の趣旨の徹底を図ら

２．本条の基準適合義務を確実に実施するため、液化石油ガス販売事業者に対

　　し、液化石油ガス設備士を販売所ごとに確保又は法第３８条の１０の特定液

　　事業者自身が液化石油ガス設備工事の作業を行うことのないよう徹底を図ら

　　士を販売所ごとに確保又は法第３８条の１０の特定液化石油ガス設備工事

　　請者が液化石油ガス設備士を有しない場合にあっては、液化石油ガス販売
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　　　ートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物

　　　件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等

　　　を設けた場合は、この限りでない。

　　ロ　貯蔵設備は、その外面から火気（当該貯蔵設備に附属

　　　する気化装置内のものを除く。）を取り扱う施設に対し５メ

　　　ートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を　

　　　取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液　

　　　化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを

　　　防止するための措置を講ずること。

　　ハ　貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留し

　　　ないような措置を講ずること。

　　ニ　貯蔵設備には、さく、へい等を設けること。

　　ホ　貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を

　　　掲げてあること。

　　ヘ　貯蔵設備には、消火設備を設けること。

　 　ト　貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した

　　　軽量な屋根又は遮へい板を設けること。

　　チ　充てん容器等には、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こと。

　　リ　充てん容器等には、湿気、水滴等による腐しょくを防止

　　　する措置を講ずること。

　貯槽（貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。）は、次 規１８条第３号

　に定める基準に適合すること。 （通達参照）

　　イ　貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し　

　　　１６．９７メートル以上、第二種保安物件に対し１１．３１

　　　メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安

　　　物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁

　　　等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設した場合に　

　　　は、この限りでない。

　　ロ　第一種保安物件又は第二種種保安物件が密集し、特

　　　に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済

　　　産業大臣が指定する地域においては、貯槽を地盤面下

　　　に埋設すること。

　　ハ　地盤面下に埋設する貯槽は、次に定める基準（省略）

　　　に適合するものであること。

　　ニ　貯槽は、その外面から火気（当該貯槽に附属する気

　　　化装置内のものを除く。）を取り扱う施設に対し、５メー

　　　トル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱　　

　　　う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガス　

　　　が当該火気を取り扱う施設に流動することを防止する

　　　ための措置を講ずること。

　　ホ　貯槽には、さく、へい等を設けること。

　　ヘ　貯槽には、その外部から見やすいように液化石油ガス

　　　の貯槽である旨を朱書すること。

　　ト　貯槽の材料は、その使用条件等に照らし適切なもので

　　　あること。

　　チ　貯槽には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥

　　　がないものであること。

　　リ　貯槽には、腐しょくを防止する措置を講ずること。

　　ヌ　貯槽の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害な

　　　ひずみが生じないようなものであること。

　　ル～ヲは省略

　　ワ　貯槽には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、

　　　かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、

　　　直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全

　　　弁を設けること。

　　カ　ワの規定により設けた安全弁には、放出管を設けるこ

　　　と。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲
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　　　に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から５メ

　　　ートルの高さ又は貯槽の頂部から２メートルの高さのい

　　　ずれか高い位置以上の高さであること。

　　ヨ　貯槽には、液面計を設けること。この場合において、ガ

　　　ラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計に

　　　は、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス

　　　管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止

　　　め弁を設けること。

　　タ　貯槽に取り付けられた受入管及び供給管には、二以

　　　上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該

　　　貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽

　　　の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又

　　　は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。

　　レ～ナは省略

　貯蔵設備、気化装置及び調整器は、一般消費者等の液化 規１８条第４号

　石油ガスの最大消費数量に適応する数量の液化石油ガス

　を供給しうるものであること。

　バルブ、集合装置、供給管及びガス栓は、使用上支障のあ 規１８条第５号

　る腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。

　バルブ、集合装置及び供給管には、腐しょくを防止する措置 規１８条第６号

　を講ずること。

　バルブ、集合装置及び供給管の材料は、その使用条件等に 規１８条第７号

　照らし適切なものであること。

　集合装置及び供給管には、次に定める基準に適合する管を 規１８条第８号

　使用すること。

　　イ～ニは省略

　集合装置又は供給管は、次に定める基準に適合するよう 規１８条第８号

　修理し、又は取り外すこと。 　の２

　　イ～ハは省略

　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 規１８条第９号

　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。

　　イ～ロは省略

　第１０号～第２２号は省略

　供給管若しくは集合装置又は調整器から充てん容器等を 規１８条第２３号

　取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バル （通達参照）

　ブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずる

　こと。

通達（規則関係）

[第１８条関係]

　　い。

１．第１号ハ中「温度40度以下に保つこと」については、例えば直射日光、暖房

２．第2号ロ中「火気（当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下

　　ロにおいて同じ。）を取り扱う施設」とは、ボイラー、ストーブ等通常定置され

４．第3号ハ(２)中「貯槽の頂部」の「貯槽」とは、貯槽本体を指すものとし、マンホ

　　てられたいわゆるボンベ小屋の壁を含む。

　　れたものについては標識を掲げればよいものとする。

　　近に設けさせるとともに、他の一つは貯槽と他の社会通念上別の工程とみ

５．第3号ニ中「火気（当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下

７．第3号カ中「安全な位置」とは、放出したガスが拡散して、当該ガスの爆発限

６．第3号ヘ中「外部から」とは、貯槽の付近からと解し、例えば、地下に埋設さ

　　界以下となる位置をいうものとする。

８．第3号タは、貯槽には２以上のバルブを設けさせ、その一つは必ず貯槽の直

　　ニにおいて同じ。）を取り扱う施設」とは、２．と同じとする。

　　て使用されるものをいい、煙草の火、自動車のエンジンの火花は含まれな

３．第2号ニ中「さく、へい等」とは、さく、へいのほか、コンクリートブロック等で建

　　　 また、「設けること」とは、人がみだりに立入れないように設けることをいう。

　　ール、付属弁類等は含まれない。

　　等による温度上昇を防ぐため、屋根、障壁、散水装置を設ける等の措置を講

　　じさせること。
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バルク供給に係る 　法第16条の2第1項の経済産業省令で定める供給設備（バル 規１９条

供給設備の技術上 　ク供給に係るものに限る。）の技術上の基準は、次の各号に掲

の基準 　げるものとする。

　バルク容器（貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。）は、 規１９条第１号

　次に掲げる基準に適合すること。

　　イ～タは省略
　バルク容器（貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未 規１９条第２号

　満のものに限る。）は、次に掲げる基準に適合すること。

　　イ～ホは省略
　バルク貯槽（貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。）は、 規１９条第３号

　次に掲げる基準に適合すること。 （通達参照）

　　イ～ヘは省略
　バルク容器及びバルク貯槽は、液化石油ガスの漏えいがない 規１９条第４号

　ものであること。

　バルク容器及びバルク貯槽のプロテクター内に、告示で定め 規１９条第５号

　るところにより、ガス漏れ検知器を設け、液化石油ガスの漏え

　い情報等を常時監視するシステムと接続すること。ただし、告

　示に定める場合にあっては、この限りでない。

　告示で定めるところにより、バルク容器又はバルク貯槽と調整 規１９条第６号

　器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置を講ずる

　こと。

　前条第４号から第７号まで、第８号の２から第１６号まで及び第 規１９条第７号

　１８号から第２３号までの基準に適合すること。この場合におい

　て、「充てん容器等」とあるのは、「バルク容器又はバルク貯槽

　」と読み替えるものとする。

　供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。 規１９条第８号

　　イ～ハは省略

通達（規則関係）

[第19条関係]

危険のおそれのない 　第１４条第２号から第４号まで並びに前条（１６条）第３号、第 規１７条

場合の特則 　５号及び第１３号に規定する基準について、経済産業大臣

（貯蔵施設） 　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、当該規定

　にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該

　規定に係る法第16条第１項及び第２項の基準とする。

危険のおそれのない 　前２条（第１８条、第１９条）に規定する基準について、経済 規２０条

場合の特則 　産業大臣が供給設備の規模、周囲の状況等から判断して

（供給設備） 　保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定に

（バルク供給設備） 　かかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、法第１６

１４．第23号は、一般消費者等のもとに供給管若しくは集合装置又は調整器に

　　１９条（バルク供給に係る供給設備の技術上の基準）関係の２．又は第４４条

　　安全弁の放出管等は含まれない。

　　　 「安全な場所に移す措置を講ずること」とは、具体的には、取り外す容器が

　　自ら供給したものであるときは、速やかに引き取ることをいい、それが自ら供

　　同じ趣旨のものである。

　　給した容器でないときは、それを供給した者に引き取らせるよう、容器の取り

　　外しについて、事前に必要な連絡をすることをいう。

　　　 なお、本号は、充てん容器により体積による販売が行われている場合の規

　　定であることから、バルク容器若しくはバルク貯槽又は質量による販売により

１．第3号ホ(１)中「バルク貯槽の頂部」とは、バルク貯槽のうち、特定設備検査合

　　格証又は特定設備基準適合証該当部分の頂部を指すものとし、プロテクター、

　　（消費設備の技術上の基準）関係の８．を参照されたい。

　　液化石油ガスの供給が行われている場合の規定については、それぞれ、第

・供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示（省略）

・バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細目を定める告示（省略）

　　られる箇所に至るまでの間に設けさせればよい旨の規定であり、必ずしも２

　　つのバルブを相近接して設置することまでは要しない。

　　接続されていない容器が存在しないようにするための規定で第16条第５号と

９．～１３．は省略

　　　 なお、このバルブの設け方を例示すると以下の通りである。[図は省略]
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　条の2第1項の技術上の基準とする。

カ行 業務主任者 業務主任者 　液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令 法１９条第１項

　で定める基準に従って、販売主任者免状（高圧ガス保安法 （通達参照）

　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。）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。

業務主任者の選任 　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 法１９条第２項

・解任 　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。

通達（法律関係） １．同一の販売所において高圧ガス保安法第２８条第１項の販売主任者と兼務

[第１９条関係] 　することは認めるものとする。ただし、その職務が過大になって実行できない

　場合には、第１項の「職務を行わせなければならない」の規定に違反する

　ことになる。

２．第１項中「職務を行わせ」とは、業務主任者を選任するだけでなく、実際に業

　務主任者としてその職務を行うことを命じ、その職務を行うことができる部署に

　配置し、職務を行うことができる環境を整備し、業務主任者がその職務を怠る

　ときは、これを督励し、その職務を行わせることである。

　　販売事業者がこれを怠るときは、第１項の規定に違反となる。

業務主任者代理者 　液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令 法２１条１項

の選任 　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 （通達参照）

　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ってその職務

　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。

通達（法律関係） １．第１項中「あらかじめ」については、原則として「業務主任者の選任と同時に」

[第２１条関係] 　　として運用する。

２．第１項中「旅行、疾病その他の事故によって、その職務を行うことができない

　　場合」とは、相当長期にわたる職務遂行不可能の場合をいい、一時的な不在

　　等の場合は、業務主任者はなお、その職務遂行中とする。

３．第１項中「代行させなければならない」については、２．に記したような相当長

　　期にわたる業務主任者の職務遂行不可能の事態が生じたときに、液化石油

　　ガス販売事業者は、その旨及び業務主任者の職務を代行すべきことを業務

　　主任者の代理者に命ずべきものとする。

業務主任者代理者 　法２１条第１項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、 規２５条第１項

の選任 　販売所ごとに１人以上の業務主任者の代理者を選任しな （通達参照）

　ければならない。

通達（規則関係） １．１人の業務主任者に対し２人以上の業務主任者の代理者を選任する場合

[第２５条関係] 　は、その職務の代行の順序を明らかにさせること。

業務主任者の選任等 　法第１９条第１項の規定により、液化石油ガス販売事業者 規２２条第１項

　は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所に （通達参照）

　あっては一、千以上の販売所にあっては二に一般消費者

　等の数が千以上で二千を増すごとに一を加算した数以上

　の業務主任者を選任しなければならない。

　液化石油ガス販売事業者は、前項の規定にかかわらず、 規２２条第２項

　次の各号に掲げる要件に適合する場合には、その販売す （通達参照）

　る一般消費者等の数が千未満の販売所において選任した

　業務主任者を当該液化石油ガス販売事業者の他の二以

　内の販売所の業務主任者に選任することができる。

　　一　当該販売所が相互に６０分以内に到達できる範囲に

　　　あること。

　　二　当該販売所の一般消費者等の数を合計した数が千
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　　　未満であること。

通達（規則関係） １．第１項中「一般消費者等の数」とは、供給設備により供給している場合に

[第２２条関係] 　あっては、ガスメーター１個につき１として算定するものとする。

２．一般消費者等の数が１，０００未満の場合において２人以上を選任し、届け

　出てもよい。

３．２人以上選任される場合は、責任の所在を明らかにするため、販売区域等

　に応じて監督の範囲を明らかにして届出させることができる。

４．第２項第１号中「６０分以内に到達できる範囲」とは、通常において自動車等

　を利用して到達可能な範囲をいう。

業務主任者の講習 　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 法１９条第３項

　により、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第３１条第

　３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。

業務主任者の講習 　法第１９条第３項の規定により、液化石油ガス販売事業者 規２３条第１項

　は、業務主任者が高圧ガス保安法第２９条第１項の第

　二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌

　年度の開始の日から３年以内に、その者に第１回の法第１９

　条第３項の講習を受けさせなければならない。

　液化石油ガスの販売事業者は、業務主任者の前項の第１ 規２３条第２項

　回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の

　日から５年以内にその者に第２回の講習を受けさせなけれ

　ばならない。第３回以降の講習についても、同様とする。

業務主任者の職務等 　業務主任者は、液化石油ガスの販売に係る保安に関し経 法２０条第１項

　済産業省令で定める職務を行なう。

業務主任者の職務 　法第２０条第１項の経済産業省令で定める業務主任者の職 規２４条

　務は、次の各号に掲げるものとする。 （通達参照）

　　一　法第３条第２項第３号から第５号までの事項を変更し

　　　たときは、遅滞なく、法第８条の届出がなされるよう監督

　　　すること。

　　二　法第１４条の書面を作成し、又はその作成を指導する

　　　こと。

　　三　液化石油ガスの販売の方法が法第１６条第２項の基

　　　準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。

　　四　貯蔵施設が法第１６条第１項又は法第３７条の基準に

　　　適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。

　　五　供給設備が法第１６条の２第１項の基準（特定供給設

　　　にあっては、法第３７条の基準）に適合し、又は適合して

　　　維持されるよう監督すること。

　　六　法第１８条第１項の規定による保安教育の計画の立

　　　案、実施又はその監督を行うこと。

　　七　法第２７条第１項の保安業務の実施及びその結果を

　　　確認すること。

　　八～九は省略

　　十　帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。

通達（規則関係） １．第７号中「法第２７条第１項の保安業務の実施及びその結果を確認」には、

[第２４条関係] 　　保安機関から保安業務を実施したことにつき報告された内容を確認し、技術

　　上の基準に適合しないと認められるものについては、所要の措置を講ずる

カ行 　　ことまでが含まれる。

サ行 設備 定義 　この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタン 法２条第１項

（液化石油ガス） 　その他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化 （通達参照）

　したもの（その充てんされた容器内又はその容器に附

　属する気化装置内において気化したものを含む。）をいう。

（一般消費者等） 　この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを 法２条第２項

　燃料（自動車用のものを除く。以下この項において同じ。） （通達参照）

　として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの

　消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する

　場合に類似している者であって政令で定めるものをいう。

（液化石油ガス 　この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石 法２条第３項
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　販売事業） 　油ガスを一般消費者等に販売する事業（ガス事業法第２条 （通達参照）

　第１０項のガス事業及び同法第２３条又は第２４条の届出

　をして行う事業を除く。）をいう。

（供給設備） 　この法律において「供給設備」とは、液化石油ガス販売事 法２条第４項

　業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備（船舶 （通達参照）

　内のものを除く。）及びその附属設備であって、経済産業省

　令で定めるものをいう。

（消費設備） 　この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事 法２条第５項

　業を行うことについて次条第１項の登録を受けた者が一般 （通達参照）

　消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設

　備（供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。）

　をいう。

（液化石油ガス 　この法律において「液化石油ガス設備士」とは、液化石油 法２条第６項

　設備士） 　ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。

通達（法律関係）

[第2条関係] 　水素を含むガスであって、これらのガスの合計が、常用の温度における重量

　比で、他のいずれの一種類に属するガスより小さくないものをいう。

２．第１項中「その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内に

　おいて気化したものを含む。」とは、容器中のいわゆる気相部のガス及び容器

　に附属する気化装置内において気化したガスを含むことの意味であり、念の

　ための規定である。

３．第２項中「生活の用に供する」とは、消費生活の主体として使用するという

　ことであり、具体的には、冷暖房用、飲食物の調理用、風呂等の湯沸し用に

　使用することをいう。

４．第２項中「生活の用に供する一般消費者」には、船舶内で業務のため冷暖

　房、飲食物の調理、湯沸しのために液化石油ガスを使用する者は含まれ

　ないが、生活の本拠を船舶内におくいわゆる水上生活者であって液化石油

　ガスを使用する者は含まれる。

５．同一の貯蔵設備の中の液化石油ガスを、例えば、生活の用と工業用とに

　使用している者は、当該液化石油ガスを主として工業用に使用している場合

　は高圧ガス保安法の規制の対象となり、主として生活の用に使用している

　場合は、本法の一般消費者等に該当し、本法の規制の対象となる。

６．第３項中「液化石油ガス販売事業」とは、次の各形態による事業をいう。

　① 液化石油ガスであって容器に充てんされているものを一般消費者等に

　　販売する事業

　② ガスメーターを使用して一般消費者等が消費した液化石油ガスのみにつ

　　いて代金を受領する販売をする事業

７．第4項中「供給設備」は、液化石油ガス販売事業者の所有物である必要は

　　第5項中「船舶」も同意語である。

８．第5項中「消費設備」とは、調整器（質量販売に係るものに限る。）、ゴム管、

　いう。

供給設備 　法第２条第４項の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵 規３条

　設備、気化装置、調整器及びガスメーター並びにこれらに準 （通達参照）

　ずる設備（貯蔵設備とガスメーターの間に設けられるものに限

　る。）並びにこれらを接続する管（以下「供給管」という。）並び

　にこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。

特定供給設備 　法第１６条の２第１項の経済産業省令で定める供給設備は、 規２１条

　貯蔵設備（貯蔵設備が容器である場合にあっては、その （通達参照）

　貯蔵能力が三千キログラム以上のもの、貯蔵設備に貯槽

　又はバルク貯槽が含まれる場合にあっては、その貯蔵能　

　力が千キログラム以上のものに限る。以下この条において

　同じ。）気化装置及び調整器（貯蔵設備に近接するものに

　限る。以下この条において同じ。）並びにこれらに準ずる

　力を有する社会通念上の船舶すべてをいう。

　配管及び燃焼器等配管によって接続されたもの並びに燃焼器の付属装置を

１．第１項中「主成分とするガス」とは、プロパン、ブタン又は政令で定める炭化

　ない。したがって、一般消費者等又は第三者が所有している設備であっても、

　省令で定める定義に該当する設備であれば、すべて「供給設備」である。

　　また、「船舶」とは、船舶安全法の適用を受けるか否かを問わず自力航行能
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　設備（貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限る。）

　並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれらの

　設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。

通達（規則関係） １．「貯蔵設備」とは、バルク貯槽、貯槽若しくは集合装置又は供給管に連結され

[第３条関係] 　た容器により、液化石油ガスを貯蔵しているものをいう。

２．「これらに準ずる設備」とは、高圧ホース、ピグテール、集合管及び対震自動

　ガス遮断器等をいう。

通達（規則関係） 　「これらに準ずる設備」とは、高圧ホース、ピグテール、集合管、液自動切換

[第２１条関係]

サ行 書面 書面の交付 　液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガ 法１４条第１項

　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 （通達参照）

　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２７条第１項第２号に規定する調査の方法及び同

　　　項第３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２７条第１項各号に掲

　　　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

　　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

書面の記載事項 　法第14条第1項第6号の経済産業省令で定める事項は、次 規１３条

　の各号に掲げるものとする。 （通達参照）

　　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16条第13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清算額の計算方法（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

通達（法律関係） １．第1項中「販売契約を締結したときは」とあるが、販売契約自体の成立要件、

[第１４条関係] 　契約様式については、本条は制限を加えていない。すなわち、口頭の約束

　でも契約は成立する。本条は契約が成立したときに、書面を交付すべきこと

　を定めるのみである。契約内容が1回限りの販売に係るものであると、長期に

　わたるものであるとを問わない。

２．第1項中「書面」は、契約書であることは必要でない。販売事業者が一方的

　に交付するものでよい。ただし、取引条件の記載については後日争いがあっ

　た場合、一般消費者等の側で援用することは可能であろう。また、販売事業

　装置及び対震自動ガス遮断器等をいう。
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　者が、本書面を正副2通作成し、一般消費者等の認印をもらい、1通を保存す

　れば、販売事業者もこれを援用しうることとなるが、本条はこのようなことを禁

　止するものではない。

３．第１項中「交付しなければならない」とは、販売事業者に交付義務を課して

　いるだけであって販売事業者に対する交付請求権が一般消費者等にある

　ことを意味するものではない。ただし、契約上の交付請求権の発生を妨げる

　ものではない。

４．第1項第2号中「液化石油ガスの引渡しの方法」としては、容器に充てんされ

　ている液化石油ガスを一般消費者等に引渡す場合には、「継続的消費に支　

　障を生じないよう遅滞なくかつ、配管に接続して」液化石油ガスを引渡す旨を

　具体的に記載することとし、容器に充てんされている液化石油ガスを一般消

　費者等に引渡さない場合には「計画的な容器の交換等により、一般消費者

　等の継続的消費に支障を生じないよう遅滞なく」液化石油ガスを引渡す旨を

　具体的に記載することとする。

５．第1項第3号に規定する「供給設備及び消費設備の管理の方法」として、消

　費者が供給設備の取外しを行う場合には、保安の確保のため当該供給設備

　に係る販売事業者に連絡しなければならない旨を記載させることとする。

６．本条の書面に第1号から第6号までに掲げる事項以外の事項をあわせて記

　載することは差し支えない。

　　特に当該販売事業者の保安サービスの内容（消費者宅の調査点検の毎年

　実施、全消費者宅へのヒューズガス栓設置等）についてもあわせて記載する

　よう指導されたい。

通達（規則関係） １．第1号中「責任に関する事項」としては、液化石油ガス販売事業者及び保安

[第１３条関係] 　機関の保安上の責任を有する範囲等を記載させる。

２．第2号中「責任に関する事項」としては、消費設備に係る一般消費者等の保

　安上の責任につて記載させる。　　

３．第３号中「計量の方法」としては、計量法第10条、第12条（特定商品の計量）

　の規定又は第13条（密封をした特定商品に係る特定物象量の表記）の規定

　に従う旨及びいわゆるメーター販売の場合は検針の日等検針の方法を記載

　させる。

４．第４号中「引取りの方法」としては、質量により販売した液化石油ガスであっ

　て消費されない残ガス計量の方法等引取りの具体的方法及び引取りの決済

　条件を記載させる。

５．第5号、第6号、第8号及び第9号については、「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（平成9年通商産業省令第11号）

　の運用及び解釈の基準について」（平成9年3月19日付け平成０９・０３・１７

　資庁第1号）を参照されたい。

６．第10号における保安機関のうち、供給開始時点検・調査を行う保安機関に

　ついては、改正法の施行の際現に液化石油ガスを供給している一般消費者

　等に対して供給開始時点検・調査が行われることはないので、書面に記載

　する必要はない。なお、液化石油ガス販売事業者が保安機関を変更したとき

　は、遅滞なく、一般消費者等に対し書面を交付する必要がある。その際第１０

　号に定める内容のみを交付することは差し支えない。

設備工事 液化石油ガス設備 　学校、病院、興行場その他の多数の者が出入りする施設 法３８条の３

工事の届出 　又は多数の者が居住する建築物であって、経済産業省令

　で定めるものに係る液化石油ガス設備工事をした者は、

　経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を

　当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事

　に届け出なければならない。

施設又は建築物の 　法第３８条の３の経済産業省令で定める施設又は建築物は、 規８６条

指定 　次のとおりとする。 （通達参照）

　一　劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する

　　施設

　二　キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する

　　施設

　三　貸席及び料理飲食店

　四　百貨店及びマーケット

　五　旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅
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　六　病院、診療所及び助産所

　七　小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学

　　校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校

　八　図書館、博物館及び美術館

　九　公衆浴場

　十　駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗降又は待合

　　いの用に供する建築物に限る。）

　十一　神社、寺院、教会その他これらに類する施設

　十二　床面積の合計が千平方メートル以上である事務所

　　　（前各号に掲げるものに該当するものを除く。）

通達（規則関係） 　第5号中「共同住宅」とは、アパート、マンションン等の集合住宅であって、同一

[第８６条関係] 　建築物内に3世帯以上入居する構造のものをいい、床面積の広さ及び資材

　が木造であるか、鉄筋又は鉄骨であるかは問わない。　

液化石油ガス設備 　法第３８条の３の経済産業省令で定める液化石油ガス設備 規８７条

工事 　工事は、特定供給設備以外の供給設備（当該供給設備

　に係る貯蔵設備の貯蔵能力が５００キログラムを超えるもの

　に限る。）の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の

　一に該当するものとする。

　一　供給管の延長を伴う工事

　二　貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う

　　工事

工事の届出 　法第３８条の３の規定により液化石油ガス設備工事の届出 規８８条

　をしようとする者は、様式第４８による届書を当該工事に係

　る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に

　提出しなければならない。

液化石油ガス設備 　液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事 法３８条の７

工事の作業に関す 　の作業に従事してはならない。 （通達参照）

る制限

通達（法律関係） 　営業主が液化石油ガス設備士免状の交付を受けていない使用人と共謀のう

[第３８条の７関係] 　え、使用人を本条に基づき規則で定める作業に従事させた場合は、営業主も

　共同正犯として処罰される。営業主が本条違反の行為を教唆し、又はほう助

　した場合も、それぞれ教唆犯、ほう助犯として処罰されることとなる。

液化石油ガス設備 　法第３８条の７の経済産業省令で定める液化石油ガス設備　　規１０８条

工事の作業 　工事の作業は、液化石油ガス設備工事に係る次に掲げる （通達参照）

　作業とする。

　一　硬質管の寸法取り又はねじ切りの作業

　二　硬質管の相互を接続し（アーク溶接又はガス溶接の方法

　　による接続に係るものを除く。）、若しくは硬質管を取り外

　　し、又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する作業

　三　次に掲げる器具等と硬質管を接続し（イからニまでに

　　掲げる器具等と硬質管を接続する作業にあっては、同一

　　型式の器具等の交換に係るものを除く。）、又は取り外す

　　作業

　　　イ　気化装置

　　　ロ　調整器

　　　ハ　ガスメーター

　　　ニ　自動ガス遮断器

　　　ホ　バルブ

　　　ヘ　ガス栓

　四　地盤面下に埋設する硬質管に腐しょく防止措置（電気

　　防しょく措置を除く。）を講ずる作業

　五　気密試験の作業

通達（規則関係） １．第2号の硬質管相互を接続する作業には金属管と金属フレキシブルホース

[第１０８条関係] 　を接続する作業を、硬質管を取り外す作業には金属管又は金属フレキシブル

　ホ－スを取り外す作業を、硬質管の取り外しのために硬質管を切断する作業

　には金属管又は金属管フレキシブルホースの取り外しのために金属管又は金

　属フレキシブルホースを切断する作業を含むものとする。

２．硬質管とガス栓の接続に係る工事はガス栓と金属フレキシブルホース及び
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　燃焼器との接続工事も硬質管の接続に係る一体の工事として含まれ、硬質管

　とガス栓の取り外しに係る工事はガス栓と金属フレキシブルホース及び燃焼

　器との取り外しに係る工事も硬質管の取り外しに係る一体の工事として含ま

　れる。

３．液化石油ガスの供給契約が解除され、第18条、第19条又は第44条に規定

　する技術上の基準に則り適切に充てん容器等が撤去されている場合には、

　残存する調整器、ガスメーター、配管、ガス栓等は液化石油ガスの供給設備

　及び消費設備には該当しないものとする。

　　従って、これらの配管等の取り外しや切断に係る行為については、液化石

　油ガス設備士以外の者が行うことを妨げない。ただし、契約解除により充て

　ん容器等を撤去してから十分な時間が経過していない時点では配管等に液化

　石油ガスが残留しているため、災害防止の観点から、その取り外しや切断を

　行う者は十分な注意を払う必要がある。また、当該配管等については、通常

　液化石油ガス販売事業者又は一般消費者等の所有物であることから、当

　該配管等の取り外しや切断にあたっては、その取り外しや切断を行う者は民

　法その他の法令に抵触しないか留意する必要がある。

　　なお、住宅の建て替え等により、液化石油ガスの供給を一時的に休止する

　場合に、法令に基づく技術上の基準に則り適切に容器等が撤去されている

　場合には、上記の取扱に準ずるものとして、液化石油ガス設備士以外の者

　が行うことを妨げない。

特定液化石油ガス 　液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省 法３８条の１０

設備工事事業の 　令で定める液化石油ガス設備工事の事業を 　第１項

届出 　行う者は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始 （通達参照）

　の日から３０日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を

　管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

　一　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

　二　事業所の名称及び所在地

　三　その他経済産業省令で定める事項

通達（法律関係） １．第１号中「特定液化石油ガス設備工事事業者」とは、規則第111条に掲げる

[第３８条の10関係] 　設備工事の施工を実際に行う者をいい、特定液化石油ガス設備工事につき、

　専ら受注し、それを他の特定液化石油ガス設備工事事業者等に発注する者

　は含まないものとする。

２．第1項中「当該事業所における事業の開始」とは、特定液化石油ガス設備工

　事につき契約を締結することをいう。

特定液化石油ガス 　法第３８条の１０第１項の経済産業省令で定める液化石油 規１１１条

設備工事 　ガス設備工事は、次に掲げるものとする。

　一　硬質管相互の接続（アーク溶接又はガス溶接の方法に

　　よる接続に係るものを除く。）、若しくは硬質管の取り外し

　　又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事

　二　次に掲げる器具等と硬質管の接続（イからニまでに掲

　　げる器具等と硬質管の接続に係る工事にあっては、同一

　　型式の器具等の交換に係るものを除く。）、又は取り外し

　　に係る工事

　　イ　気化装置

　　ロ　調整器

　　ハ　ガスメーター

　　ニ　自動ガス遮断器

　　ホ　バルブ

　　ヘ　ガス栓

事業の開始の届出 　法第３８条の１０第１項の規定により事業の開始の届出を 規１１２条

　しようとする者は、様式第５６による届書を都道府県知事に （通達参照）

　提出しなければならない。

通達（規則関係） 　　事業開始の届書には、次の事項を記載した書面を添付させるよう指導され

[第１１２条関係] 　　たい。

　　(１) 液化石油ガス設備士の氏名及び液化石油ガス設備士免状の番号

　　(２) 自記圧力計の数

　　　　なお、(１)及び(２)の事項につき変更があった場合には、変更届を提出す
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　　　るよう併せて指導されたい。

施工後の表示 　特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス 法３８条の１１

　設備工事をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、 （通達参照）

　当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費

　設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他

　の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなけれ

　ばならない。

通達（法律関係） 　法第38条の１１及び法第38条の１２の「特定液化石油ガス設備工事事業者」

[第３８条の11関係] 　とは、規則第115条に掲げる工事を実際に行った特定液化石油ガス設備工事

　事業者をいう。

施工後の表示に係 　法第３８条の１１の経済産業省令で定める特定液化石油ガ 規１１５条

る特定液化石油ガ 　ス設備工事は、次の各号に掲げるものとする。 （通達参照）

ス設備工事 　一　2以上の消費設備に液化石油ガスを供給するための供

　　給設備の設置又は変更（供給管の変更を伴うものに限

　　る。）に係るもの

　二　ガスメーターと１の末端ガス栓の間の配管の長さが屋内

　　において4メートル以上となる消費設備の設置又は変更

　　（配管の変更を伴うものに限る。）に係るもの（前号に該当

　　するものを除く。）

通達（規則関係） １．第1号中「2以上の消費設備｣とは、1つの供給設備から2以上の消費世帯（消

[第１１５条関係] 　費世帯の数はガスメーターの数により数える。）に供給する場合をいう。

２．第２号中「配管の長さが屋内において４メートル以上」とは、１つの消費世帯

　の場合にあって下図１（省略）のような消費設備の設置状況の場合１ケ所でも

　4m以上（立ち上がり部を含む。）であれば、当該すべての消費設備の設置又

　は変更工事が表示及び記録すべき特定液化石油ガス設備工事に該当する。

　　また、下図2(省略）の場合において、各部屋とも4m未満で、その合計が4mを

　超えた場合であっても、当該設備工事に該当しない。

表示の方法 　法第３８条の１１の規定により、特定液化石油ガス設備工事 規１１６条

　事業者は、当該工事に係る供給管、配管その他の設備の見 （通達参照）

　やすい箇所に、容易に離脱しない方法により、様式第５９に

　よる表示を付さなければならない。

通達（規則関係） 　「容易に離脱しない方法」とは、次に掲げるものをいう。

[第１１６条関係] 　(１) 障壁等平面な箇所に取り付ける場合にあっては、釘打ち又はハンダ付け

　　等で固定することをいい、供給管又は配管に取り付ける場合にあっては針

　　金等で固定して取り付けることをいう。

　(2) シール等により表示を行う場合にあっては、貼付場所が円滑であり、当該

　　シールの密着性を確保できることをいう。

表示すべき事項 　法第３８条の１１の経済産業省令で定める事項は、次の 規１１７条

　各号に掲げるものとする。 （通達参照）

　一　特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名又は名称

　二　施工年月日又は工事番号

　三　連絡先

通達（規則関係） 　第3号中「連絡先」とは、住所及び電話番号をいう。

[第１１７条関係]

記録の保存等 　特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設 法３８条の１２

　備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する

　記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記

　録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保

　存しなければならない。

記録すべき事項 　法第38条の１２第１項の経済産業省令で定める事項は、次 規１１８条

　の各号に掲げるものとする。 （通達参照）

　一　特定液化石油ガス工事の注文者の氏名又は名称及び

　　住所

　二　特定液化石油ガス工事の内容、施工場所及び施工年

　　月日

　三　特定液化石油ガス設備工事に従事した液化石油ガス

　　設備士の氏名

　四　施工後の気密試験の結果
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通達（規則関係） 　第2号中「特定液化石油ガス設備工事の内容」には、配管等の材料並びに腐

[第１１８条関係] 　食及び損傷を防止する措置を含む。なお、これらの事項は、配管図面上に記

　号等を用いて記載しても差し支えない。

記録及び配管図面 　法第３８条の１２第１項の規定により、特定液化石油ガス設 規１１９条

の保存の方法 　備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事に係る記録及 （通達参照）

　び配管図面を、当該工事に係る事業所において５年間保存

　しなければならない。

通達（規則関係） 　記録する用紙は、カード等を用い、また配管図面にあっては、施工工事の日

[第１１９条関係] 　付順にファイルする等関係者等からの閲覧又は謄写の申出に応じられるよう

　な体制を整えるよう関係業界を指導されたい。

設備士 設備士の義務 　液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に 法３８条の８

　従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備に 　第１項

　ついてのものである場合にあってはその供給設備が第１６条

　の２第1項の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該

　液化石油ガス設備工事が消費設備についてのものである

　場合にあってはその消費設備が第３５条の５の経済産業省

　令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、

　その作業をしなければならない。

工事作業中の 　液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に 法３８条の８

免状の携帯 　 従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していな 　第２項

　 ければならない。 （通達参照）

通達（法律関係） 　設備士免状は、消費者等の求めに応じて掲示するためのものであり、設備士

[第３８条の８関係] 　が積極的に提示することは必要でない。

設備士の講習 　液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより 法３８条の９

受講義務 　、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス

　設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガ

　スによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければ

　ならない。

設備士の講習 　法第38条の９第1項の規定により液化石油ガス設備士は、 規109条

　免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の （通達参照）

　日から3年以内に、第1回の講習を受けなければならない。

　液化石油ガス設備士は、前項の第1回の講習を受けた日 規109条第２項

　の属する年度の翌年度の開始の日から5年以内に第２回 （通達参照）

　の講習を受けなければならない。第３回以降の講習につい

　ても、同様とする。

通達（規則関係） 　液化石油ガス設備士のいわゆる再講習は、液化石油ガス設備士免状の交付

[第１０９条関係] 　を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から３年以内に第1回の講習を

　受ける必要があるが、この講習は、3年の期間の満了前に実施する高圧ガス

　保安協会の講習を意味する。また、再々講習は、再講習を受けた日の属

　する年度の翌年度の開始の日から5年以内の期間満了前直近以前の講習を

　いい、その後の講習も同様とする。

タ行 登録 事業の登録 　液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、２以上の都道 法３条１項

　府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする （通達参照）

　場合にあっては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内

　にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっ

　ては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録

　を受けなければならない。

　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 法３条２項

　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 （通達参照）

　ならない。

　一　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

　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２７条第１項に掲げる業務を行う第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
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　　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

　第２項の申請書には、第４条第１項各号のいずれにも該当 法３条４項

　しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める （通達参照）

　書類を添付しなければならない。

通達（法律関係） １．「販売所」とは、通常の場所において取引（契約）が成立する（取引が成立し

[第３条関係] 　ているか否かは、通常、取引条件が決定されているか否かによって認定され

　よう。）所をいいその場所からさらに他の場所に連絡され、他の場所から現品

　が供給されるというような事情があっても、その場所において取引が成立する

　限り、当該場所は販売所である。

２．高圧ガス保安法第5条の許可を受けている者であっても、一般消費者等に

　対し液化石油油ガスを販売する事業を行おうとする場合には、本法第３条

　の登録を受けなければならない。

３．第４項中「第４条第１項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面」

　は、申請者（法人にあっては代表者）が誓約したものでなければならない。

販売事業の登録 　法第３条第２項の規定により同条第１項の登録の申請を 規４条１項

申請等 　しようとする者は、次の表（省略）の上欄の区分に従い、 （通達参照）

　それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第１による申請書

　を提出しなければならない。

　法第３条第４項の経済産業省令で定める書類は、次のとお 規４条２項

　りとする。 （通達参照）

　一　貯蔵施設の位置及び構造並びに付近の状況を示す図

　　面

　二　法第１１条ただし書に定める場合においては、その適合

　　内容を証する書面

　三　販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量

　四　液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害

　　賠償の支払い能力を証する書面

　五　申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登

　　記事項証明書

　六　申請者（申請者が法人である場合は、その法人及び

　　その法人の業務を行う役員）が法第４条第１項各号に該

　　当しないことを誓約した書面

通達（規則関係） １．「販売所」とは、販売に係る事務等を行うスペースを有し、建物の中にある

[第４条関係] 　ものをいう。したがって、車両や容易に移動できる天幕、下宿等はこれに該

　当しない。

２．第2項第1号の図面には、適宜、最寄駅等より販売施設に至る経路を記入

　する。

３．第2項第2号の書面は、規則第11条第2項に規定する状況を証する書面を

　添付することであるから、高圧ガス保安法第5条第１項の許可証の写し、　

　同法第１６条第１項の許可証の写し、委託契約書の写し等がこれにあたる。

４．第２項３号の内容を記載した書面は、登録申請時における販売所ごとの予

　定事項を記載すること。また、「販売予定地域」は、当該液化石油ガス販売事

　業者が販売所ごとに販売しようとする一般消費者等の分布している地域を

　「○○県○○市○○町の区域」というように記載させること。

５．第２項第４号の書面は、規則第６条に定める内容に適合した保険に加入し

　ていることを証する書面（保険証券、約款及び領収書の写し、又は付保

　証明書等）とする。

６．第２項第６号中「業務を行う役員」とは、株式会社の取締役、合名会社の業

　務執行社員等をいい、株式会社の監査役は法人の役員ではあるが、ここに

　いう「業務を行う役員」には該当しない。

承継の届出 　液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、又 法１０条１項

　は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは （通達参照）

　分割（その事業の全部を承継させるものに限る。）があった

　ときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人（相続
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　人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事

　業を承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後

　存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割

　によりその事業の全部を承継した法人は、その液化石油ガ

　ス販売事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部

　を譲り受けた者又は相続人（相続人が二人以上ある場合に

　おいて、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を

　選定したときは、その者）若しくは合併後存続する法人

　若しくは合併により設立した法人若しくは分割により

　当該事業の全部を承継した法人が第４条第1項各号の

　いずれかに該当するときは、この限りでない。

　前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継 法１０条第２項

　した者は、次の各号の一に該当する場合には、自ら第３条 （通達参照）

　第１項の都道府県知事の登録を受けた事業又は当該承継

　に係る事業であって同項の都道府県知事の登録を受けた

　ものについて、当該承継の時に同項の経済産業大臣の登

　録を受けたものとみなす。

　一　第３条第１項の経済産業大臣の登録を受けた者が同

　　項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継した

　　とき。

　二　第３条第１項の都道府県知事の登録を受けた者が同

　　項の経済産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登

　　録を受けた者の地位を承継したとき。

　三　第３条第１項の登録を受けていない者が、同時に、同

　　項の経済産業大臣の登録を受けた者の地位及び同項の

　　都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき又

　　は同項の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地

　　位を承継したとき（その登録をした都道府県知事が同一

　　であるときを除く。）

　　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 法１０条第３項

　　継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞な （通達参照）

　　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。

通達（法律関係） 　本条は、事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合を新規の

[第１０条関係] 　登録の特例として認めているものであり、例えば一部の販売所に係る事業の

　譲渡しの場合は、法第３条第１項の登録又は法第８条の販売所等の変更

　の届出（必要に応じて法第３６条第１項の許可）が必要である。

　　事業の全部の譲渡しとは、被承継者の液化石油ガスの販売に係るすべて　

　の事業について譲り渡すことであり、すべての販売所について営業権、店舗

　及び貯蔵施設、従業員、帳簿等を譲り渡すことをいう。

　相続とは、その事業の包括承継のみを意味し、分割承継は含まない。

承継の届出 　法第１０条第３項の規定により液化石油ガス販売事業者の 規１０条第１項

　地位の承継の届出をしようとする者は、法第１０条第２項各 （通達参照）

　号の一に該当する場合は経済産業大臣又は産業保安監督

　部長に様式第６による届書を、当該承継した液化石油ガス

　販売事業の登録をした都道府県知事に様式第７による届

　書を、その他の場合は当該承継に係る液化石油ガス販売

　事業について法第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様式第６による届

　書を提出しなければならない。

　前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。 規１０条第２項

　一　法第１０条第１項の規定により液化石油ガス販売事業 （通達参照）

　　者の事業

　　の全部を譲り受けて液化石油ガス販売事業者の地位を承

　　継した者にあっては、様式第７の２による書面及び事業の

　　全部の譲渡しがあったことを証する書面

　二　法第１０条第１項の規定により液化石油ガス販売事業者

　　の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全
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　　員の同意により選定されたものにあっては、様式第８によ

　　る書面及び戸籍謄本

　三　法第１０条第１項の規定により液化石油ガス販売事業者

　　の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の

　　ものにあっては、様式第９による書面及び戸籍謄本

　四　法第１０条第１項の規定により合併によって液化石油

　　ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、その

　　法人の登記事項証明書

　五　法第１０条第１項の規定により分割によって液化石油

　　ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、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

　　する書面及びその法人の登記事項証明書

通達（規則関係） 　承継に伴って販売所等の名称の変更があった場合は、届書にその旨付記さ

[第１０条関係] 　せる。

タ行 貯蔵設備 貯槽 　液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動 規１条第２項第

　することができないもの（次号に掲げるものを除く。） １号（通達参照）

バルク貯槽 　第１９条第３号イ及びハ（１）から（８）まで又は第５４条第２号 規１条第２項

　イ及びホ（第１９条第３号ハ（１）から（８）までに係る部分に限 　第２号

　る。）に規定する技術上の基準に適合するものであって、地 （通達参照）

　盤面に対して移動することができないもの

通達（規則関係） １．貯槽について

[第１条関係] 　法では高圧ガスが充てんされるものをすべて「容器」として表現している（例

　えば法第２条）が、本規則では、高圧ガス保安法第４１条第１項に規定する

　容器を「容器」とし、（規則第１条第２項第３号）、地盤面に対して移動すること

　ができないものであってバルク貯槽以外のものを「貯槽」とした。

　　第２項第１号中「地盤面に対して移動することができないもの」とは、常時地

　盤面に対して支柱等により固定されているものをいい、例えば配管等と一時

　的に接続されている容器は含まれない。

容器 　高圧ガス保安法第４１条第１項に規定するもの 規１条第２項

　第３号

バルク容器 　容器保安規則第２条第２号に規定する溶接容器であって、 規１条第２項

　第１９条第１号イからトまで又は第５４条第１号に規定する技 　第４号

　術上の基準に適合するもの

貯蔵能力 　貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であ 規１条第２項

　って、貯蔵設備が貯槽にあっては次のイの算式により、バル 　第５号

　ク貯槽にあっては次のロの算式（地盤面下に設置するもの （通達参照）

　であって、内容積が２千リットル以上のものにあっては次の

　イの算式）により、容器である場合にあっては次のハの算式

　により得られたもの

　　イ　Ｗ＝０．９ｗＶ

　　ロ　Ｗ＝０．８５ｗＶ

　　ハ　Ｗ＝Ｖ／Ｃ

　　これらの式においては、Ｗ、ｗ、Ｖ及びＣは、それぞれ次の

　数値を表すものとする。

　　Ｗ　貯蔵設備の貯蔵能力（単位　キログラム）の数値

　　ｗ　貯槽又はバルク貯槽の常用の温度における

　　　　液化石油ガスの比重の数値

　　Ｖ　貯蔵設備の内容積（単位　リットル）の数値

　　Ｃ　容器保安規則第22条に規定する定数

通達（規則関係） ２．貯蔵能力について

[第１条関係] 　「貯蔵能力」とは、貯蔵設備が貯槽である場合には供給管若しくは配管又は

　集合装置により連結された貯槽の内容積に応じて算出された貯蔵能力、容

　器である場合には、供給管若しくは配管又は集合装置により連結された容器

　の内容積に応じて算出された貯蔵能力の合計をいう。

　　第２項第５号中「貯槽又はバルク貯槽の常用の温度における液化石油ガス

　の比重」とは、液化石油ガスが使用される場合に、当該ガスの過程において

　通常なりうる、最高の温度における液化石油ガスの比重をいうが、「液化石油

　ガスの成分」、「通常なりうる最高の温度」等について不明確な場合が多いの
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　で、次のように統一して運用されたい。

　　本号の「常用の温度における液化石油ガスの比重」は、「温度４０度におけ

　る当該貯槽に貯蔵される液化石油ガス比重」として保安距離を算定する。こ

　の場合、当該貯槽に貯蔵される液化石油ガスの成分が不明の場合はブタン

　が貯蔵されるものとして、また成分が不定の場合は比重の最大のものが貯

　蔵されるものとして算定する。

充てん容器 　現に液化石油ガス（液化石油ガスが充てんされた後に当該 規１条第２項

　ガスの質量が充てん時における質量の２分の１以上減少し 　第10号

　ていないものに限る。）を充てんしてある容器

残ガス容器 　現に液化石油ガスを充てんしてある容器であって、充てん 規１条第２項第

　容器以外のもの １１号（通達参照）

通達（規則関係） ８．残ガス容器について

[第１条関係] 　残ガス容器とは、第１０号の充てん容器以外の容器であって、残存しているガ

　スが気体の状態のガスのみであり、その圧力が温度３５度において１メガパス

　カル未満である場合の容器は含まれないが客観的に反証のない限り、充てん

　容器以外の容器は残ガス容器と推定して取扱うものとする。

タ行 貯蔵施設 貯蔵施設 　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 法１１条

　により、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有 （通達参照）

　し、又は占有しなければならない。ただし、液化石油ガスを

　貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うこと

　ができる場合等として経済産業省令で定める場合にあって

　は、この限りでない。

通達（法律関係） 　「自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければ

[第１１条関係] 　ならない」とは、単に自ら所有し、又は占有しているのみでは足りず自ら使用

　しうる状態、条件で所有し、又は占有しなければならない。例えば、所有はし

　ているが、他人に貸している場合は、本条には該当しない。

貯蔵施設 　法第１１条の規定により、液化石油ガス販売事業者は、一般 規１１条第１項

　消費者等に販売する液化石油ガスを貯蔵するため、販売所 （通達参照）

　ごとに面積３平方メートル以上の貯蔵施設を所有し、又は占

　有しなければならない。

　法第１１条ただし書の経済産業省令で定める場合は、販売所 規１１条第２項

　ごとに次の各号の一に掲げる場合とする。

　　第１号～第６号は省略

通達（規則関係） １．第１項中「販売所ごとに」とは、それぞれの販売所に属する貯蔵施設が必要

[第１１条関係] 　である旨である。

　　この場合、販売所に属するといえるためには、その貯蔵施設における液化

　石油ガスの貯蔵量の決定及びその出し入れ、その他その管理の権限がその

　販売所にあることを要する。

２．販売所に属する貯蔵施設とは、販売所と同一敷地内にあること、又は敷地

　を異にする場合には次に掲げる要件に適合する販売所から5ｋｍ以内に設置

　されるものであることをいう。

　(１) 通常の状態において10分以内に到着できる車両を有していること。

　(２) 貯蔵施設には、貯蔵施設の所有者若しくは占有者の従業員であって規則

　　第36条第2項に定める要件に適合する者が管理人として貯蔵施設に常駐し

　　ていること、又は貯蔵施設にさく、へいを設け施錠等を行うことにより関係者

　 以外の者が容易に立ち入れないようにしていること。

　(３) 共同の貯蔵施設にあっては、販売事業者ごとに当該販売事業者がその

　　貯蔵施設として占有する範囲を明確に不燃材(さく,くさり等）で区分するととも

　　に、貯蔵施設ごとに必要な器具類は専用のものを備えていること。

　(４) 共同の貯蔵施設にあっては、賃貸借契約等により管理責任が明確にされ

　　ていること。

３．高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

　る法律の一部を改正する法律(平成8年法律第14号）による改正前の法第11条

　ただし書の許可を受けた販売所で、以下の要件により許可を受けた貯蔵施設

　については、なお、従前どおりとする。

　(要件）

　　 販売所から50m以内の場所に面積３㎡未満の貯蔵施設を所有又は占有す

　る場合であって、次に掲げるすべての条件に適合する場合
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　(１) 顧客である消費者数が100戸以下であって、都市ガスの普及している都心

　　部又は人口減少の続いている山間部のように、今後消費者数が増加する

　　可能性がない地域に販売所があること。（「顧客である消費者数が増加する

　　場合には、貯蔵施設の面積はS＝0.02Aの式で算出した面積以上に拡大す

　　ること。」の旨の念書がとられていること。）

　(２) 容器置場の面積が１．５㎡以上であって、かつ、次の式で算出した面積

　　以上であること。

　　　　　　　　　　S＝0.02A

　　　　　　(　S：面積　(単位㎡）　　A：消費者数　）

４．2以上の販売所で一つの貯蔵施設を共用することは差し支えない。ただし、

　１．の要件に適合することが必要なことは当然であり、2以上の販売所が別々

　の企業の場合には、この点の審査をとくに十分に行い、また、それぞれの使

　用部分を明確にさせること。

　　 なお、面積３㎡に販売所の数を乗じたものを下回ってはならない。

５．面積の算定は、柱、壁の中心線から行う。同一敷地内の貯蔵施設について

　は合算して３㎡以上であればよい。また、一般消費者等以外の者に販売する

　液化石油ガスの貯蔵の用にも供するものであっても、面積は販売所ごとに３

　㎡以上でよい。この場合一般消費者等に販売するものとその他のものとを区

　分する必要はない。

　　 また、一般消費者等に販売する液化石油ガス以外の高圧ガスの貯蔵を

　あわせて行う場合には、一般高圧ガスの貯蔵に供される部分を除いて３㎡

　以上が必要である。一般高圧ガス保安規則第３条第２項第４２号により、

　液化石油ガスと区分して貯蔵しなければならない。

　　なお、同一敷地内に貯蔵施設又は高圧ガス保安法の容器置場(液化石油

　ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号）の適用を受けるものに限る。

　以下この項において同じ。）が複数ある場合にあっては、当該貯蔵施設及び

　容器置場の合計面積により、規則第14条第2号の第一種施設距離及び第二

　種施設距離を算定する。

第一種貯蔵所 　当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第１６条 規１１条第２項

　に規定する第一種貯蔵所（以下「第一種貯蔵所」という。） 　 第２号

　を所有し、又は占有している場合

貯蔵所 　容積３００立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するときは、 高保法１６条

　あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所

　（以下「第一種貯蔵所」という。）においてしなければなら

　ない。(以下省略）

第二種貯蔵所 　容積３００立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき（第 高保法１７条の２

　１６条第１項本文に規定するときを除く。）は、あらかじめ    第１項

　都道府県知事に届け出て設置する貯蔵所（以下「第二種

　貯蔵所」という。）においてしなければならない。

　（以下省略）

基準適合義務等 　液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガス販売事業 法１６条第１項

　の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の

　基準（経済業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵

　する貯蔵施設にあっては、第３７条の経済産業省令で定め

　る技術上の基準。）に適合するように維持しなければならな

　い。

貯蔵施設の 　法第１６条第１項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号 規１４条

技術上の基準 　に掲げるものとする。 （通達参照）

　一　貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすい

　　ように警戒標を掲げたものであること。

　二　貯蔵施設（次の表に掲げるものを除く。）は、その外面か

　　ら、第一種保安物件に対し第一種施設距離以上、第二種

　　保安物件に対し第二種施設距離以上の距離を有するこ

　　と。（表は省略 ）

  三　は省略

　四　充てん容器に係る貯蔵施設には、不燃性又は難燃性の

　　材料を使用した軽量な屋根を設けること。

　五　貯蔵施設は、液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しな
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　　いような構造とすること。

　六　貯蔵施設には、消火設備を設けること。

通達（規則関係） １．第１項中、貯蔵施設の「明示」については、第三者からみて、当該貯蔵施設

[第１４条関係] 　の範囲が客観的に明らかになる状態であればよく、例えば、コンクリート造りの

　建物の場合、さらにペイント等で境界を示す必要はない。建物がない場合には

　地上にペイントで線を引く等の措置を講ずるものとする。

　　 また、「外部から見やすいように」とは、当該貯蔵施設の外部の何れの方向　

　からもわかるようにすることをいい、例えば複数個の警戒標があればよい。

２．第2号は、原則として貯蔵施設が、第1種保安物件に対し第1種施設距離以

　上、第２種保安物件に対し第2種施設距離以上の距離を有すべき旨の規定

　であり、貯蔵施設を新設する場合には、これらの距離内の土地を所有権、借

　地権等により確保させるように指導されたい。

　　 なお、距離の測定は水平距離によって行う。

経済産業省令で 　法第１６条第１項の経済産業省令で定める量は、３，０００ 規１５条

定める貯蔵施設 　キログラムとする。

の貯蔵量

基準適合義務等 　液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で 法１６条の２

（特定供給設備） 　定める技術上の基準（経済産業省令で定める供給設備(以 　第１項

　下｢特定供給設備」という。）にあっては、第３７条の経済産

　業省令で定める技術上の基準。次項、第２７条第１項第１

　号、第３８条の２及び第３８条の８第1項におい同じ。）に適

　合するように維持しなければならない。

特定供給設備 　法第１６条の２第１項の経済産業省令で定める供給設備は、 規２１条

　貯蔵設備（貯蔵設備が容器である場合にあっては、そ （通達参照）

　の貯蔵能力が３，０００キログラム以上のもの、貯蔵設備に

　貯槽又はバルク貯槽が含まれる場合にあっては、その貯

　蔵能力が千キログラム以上のものに限る。）、気化装置及

　び調整器（貯蔵設備に近接するものに限る。）並びにこれら

　に準ずる設備（貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに

　限る。）並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれ

　らの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。

通達（規則関係） 　「これらに準ずる設備」とは、高圧ホース、ピグテール、集合管、液自動切替

[第２１条関係] 　装置及び対震自動ガス遮断器等をいう。

貯蔵施設等の 　次の各号の一に該当する液化石油ガス販売事業者は、貯 法３６条第１項

設置の許可 　蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定

　供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受け

　なければならない。

[消防長意見の] 　前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在 法３６条第２項

　地を管轄する消防長又は消防署長の意見書を添えて行わ

　なければならない。

貯蔵施設等の 　法第３６条第1項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備 規５１条第１項

許可申請 　の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第２８による

　申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する

　都道府県知事に提出しなければならない。

　前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置 規５１条第２項

　（他の施設との関係位置を含む。）及び構造並びに付近の （通達参照）

　状況を示す図面を添付しなければならない。

通達（規則関係） 　第2項の貯蔵施設又は特定供給設備の位置（他の施設との関係位置を含む。）

[第５１条関係] 　を示す図面については、貯蔵施設にあっては、通常販売所全体の平面図を

　用い、火気又は火気を取り扱う施設との距離関係及び店舗との位置関係等を

　明記させたもの、特定供給設備にあっては、火気を取り扱う施設との距離及び

　当該特定供給設備から液化石油ガスの供給を受ける施設との位置関係等を

　明記させたものとする。

　　 構造を示す図面については、通常貯蔵施設又は特定供給設備の平面図

　及び立面図を用いたものであり、例えばさく、へい、障壁、扉及び屋根の構造

　(材質を含む。）等を添付したものを意味し、特定供給設備にあっては、規則

　第21条の設備の仕様等も含まれる。

　　 付近の状況を示す図面とは、最寄りの鉄道の駅等からの順路がわかるもの
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　並びに第1種保安物件及び第２種保安物件からの距離関係を明記させたもの

　とする。

許可の基準 　都道府県知事は、前条（法第３６条）第１項の許可の申請 法３７条

　があった場合には、その申請に係る貯蔵施設又特定供給

　設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると

　認めたときは、許可をしなければならない。

変更の許可 　第３６条第１項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、 法３７条の２

　貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、 　第１項

　又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更 （通達参照）

　しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を

　受けなければならない。ただし、貯蔵施設の撤去その他経

　済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この

　限りでない。

　液化石油ガス販売事業者は、前項ただし書きの貯蔵施設 法３７条の２

　の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき 　第２項

　は、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け

　出なければならない。

通達（法律関係） 　第１項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更｣とは、規則第５２条の

[第３７条の２関係] 　基準に不適合になる可能性のある場合のものをいい、警戒標の付けかえや

　同一材料での屋根のふきかえは含まれない。

     また、「特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更」とは、規則

　第５３条及び５４条の基準に不適合になる可能性のある場合のものをいい、

　同一材料での屋根のふきかえや同一製造事業者による同一型式の調整器、

　気化装置等の交換は含まれない。

貯蔵施設の 　法第３７条の経済産業省令で定める貯蔵施設の技術上の 規５２条

技術上の基準 　基準は、第１４条各号に掲げる基準とする。

特定供給設備の 　法第３７条の経済産業省令で定める特定供給設備（バルク 規５３条

技術上の基準 　供給に係るものを除く。）の技術上の基準は、次の各号に掲 （通達参照）

　げるものとする。

　　第1号～第４号は省略

通達（規則関係） １．第1号イは、原則として貯蔵設備が第１種保安物件に対し16.97m以上、第２

[第５３条関係] 　種保安物件に対し11.31m以上の距離を有すべき旨の規定であり、貯蔵設備を

　新設する場合はこれらの距離内の土地を所有権、借地権等により確保させる

　よう指導されたい。

　　なお、距離の測定は水平距離によって行う。

２．第１号ハ中「火気（当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。）を取

　り扱う施設」とは、第１８条（供給設備の技術上の基準）関係２．に同じとする。

※　以下省略

バルク供給に係 　法第３７条の経済産業省令で定める特定供給設備（バルク 規５４条

る特定供給設備 　供給に係るものに限る。）の技術上の基準は、次の各号に （通達参照）

の技術上の基準 　掲げるものとする。

　　第１号～第４号は省略

通達（規則関係） 　第1号（第53条第1号イ）及び第2号ロは、原則としてバルク容器及びバルク

[第５4条関係] 　貯槽が、第１種保安物件に対し16.97m以上、第２種保安物件に対し11.31m

　以上の距離を有すべき旨の規定であり、バルク容器及びバルク貯槽を新設

　する場合は、これらの距離内の土地を所有権、借地権等により確保させる

　よう指導されたい。

　　なお、距離の測定は水平距離によって行う。

貯蔵施設等の 　法第３７条の２第１項の規定により貯蔵施設又は特定供給 規５６条第１項

変更の許可申請 　設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第２９に

　よる申請書を法第３６条第１項の許可をした都道府県知事に

　提出しなければならない。

　前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置（ 規５６条第２項

　他の施設との関係位置を含む。）、構造及び付近の状況を （通達参照）

　示す図面並びに当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在

　地を管轄する消防長又は消防署長の意見書を添付しなけ

　ればならない。
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通達（規則関係） 　第2項中「位置（他の施設との関係位置を含む。)、構造及び付近の状況を示す

[第５６条関係] 　図面」とあるのは、第５１条（貯蔵施設等の許可申請）関係と同じとする。

軽微な変更 　法第３７条の２第１項ただし書の経済産業省令で定める軽 規５７条

（充てん設備を除 　微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

く貯蔵施設等） 　一　貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備の変更

　二　貯蔵施設又は特定供給に係る換気孔の増設

　三　特定供給設備の廃止

貯蔵施設等の 　法第３７条の２第２項の規定により貯蔵施設等の軽微な変 規５８条

軽微な変更の 　更の届出をしようとする者は、様式第３０による届書を法第

届出 　３６条第１項の許可をした都道府県知事に提出しなければ

　ならない。

充てん設備の 　供給設備に液化石油ガス（高圧ガス保安法第２条の高圧 法３７条の４

許可 　ガスであるものに限る。）を充てんしようとする者は、供給設 　第１項

　備に液化石油ガスを充てんするための設備ごとに、その経

　済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許

　可を受けなければならない。

　都道府県知事は、前項の許可の申請があった場合には、 法３７条の４

　その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術 　第２項

　上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければなら

　ない。

充てん設備の 　法第３７条の４第１項の経済産業省令で定める所在地は、 規６３条第１項

許可申請 　充てん設備の使用の本拠の所在地とする。 （通達参照）

　法第３７条の４第１項の規定により充てん設備の許可の申請 規６３条第２項

　をしようとする者は、様式３５による申請書に次の書類を添付 （通達参照）

　して前項の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけれ

　ばならない。

通達（規則関係） １．第1項中「充てん設備の使用の本拠」とは、車庫をいい、車庫がない場合に

[第６３条関係] 　は、当該充てん設備を使用していないときに通常置く場所をいう。

２．第２項において、第1号の書類は、充てん設備の図面及び規則第６４条の

　技術上の基準についての適合状況を記した書類（仕様書、図面等を含む。）

　とし、第２号の図面は、車庫の構造、事業所内の他の施設との位置関係が

　わかるもの及び最寄りの鉄道の駅等からの道順がわかるものに第１種保安

　物件及び第２種保安物件からの距離関係を明記させたものとする。

充てん設備の 　法第３７条の４第２項の経済産業省令で定める充てん設備 規６４条第１項

技術上の基準 　の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。

　　第１号～第１９号は省略

軽微な変更 　法第３７条の４第３項で準用する法第３７条の２第１項ただし 規６６条

（充てん設備） 　書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲 （通達参照）

　げるものとする。

　一　液化石油ガスの通る部分の取替え（同型式のものに限

　　る。）

　二　液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備

　　の取替え

　三　充てん設備の廃止

通達（規則関係） 　第1号中（同型式のものに限る。）」とは、同一製造事業者による同一型式との

[第６６条関係] 　意味であり、仕様又は性能が変更されるものは、規則第６５条の許可を申請

　する必要がある。また、第2号中「液化石油ガスの通る部分以外の充てん設

　備に係る設備」とは、規則第６４条の技術上の基準に係るもの以外であること

　はいうまでもなく、例えば、シャーシー部分の取り替え等がこれに当たる。

充てん設備の 　法第３７条の４第３項で準用する法第３７条の２第２項の規 規６７条

軽微な変更の 　定により充てん設備の軽微な変更の届出をしようとする者

届出 　は、様式第３７による届書を法第３７条の４第１項の許可を

　した都道府県知事に提出しなければならない。

液化石油ガスの 　充てん事業者は、その設備が前条第2項の経済産業省令で 法３７条の５

充てんの作業等 　定める技術上の基準に適合するように維持しなければなら 　　第１項

　ない。

　充てん事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従 法３７条の５

　って供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。 　第２項
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液化石油ガスの 　法第３７条の５第２項の経済産業省令で定める技術上の基 規７２条

充てんの作業の 　準は、次の各号に掲げるものとする。 （通達参照）

技術上の基準 　第１号～第５号は省略

通達（規則関係） 　第2号ロ及び第3号ハ中「充てん設備（充てん口を含む。）の外面から……

[第７２条関係] 　距離があること」とは、規則第19条第3号ロただし書の構造壁等又は規則第

　５４条第2号ロ(２)の障壁が設置してある場合には、当該構造壁又は障壁によ

　る迂回水平距離が、それぞれに定めた保安物件までの距離を満たしていれ

　ばよい。

危険のおそれの 　第６４条及び前条に規定する基準について、経済産業大臣 規７３条

ない場合の特則 　が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から

　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

　規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、

　当該規定に係る法第３７条の４第２項及び法第37条の５第

　2項の技術上の基準とする。

帳簿の記載 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、 法８１条第１項

　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。

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 規１３１条

　帳簿に記載すべき事項は、販売所ごとに次の表（省略）の上 （通達参照）

　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。

　　さらに、記載した帳簿は事業所ごとに備え、記載の日から

　２年間保存しなければならない。

　　第１項　　液化石油ガス販売事業者が帳簿に記載すべき

　　　　　　　事項

　　第２項　　保安機関が帳簿に記載すべき事項

　　第３項　　充てん事業者が帳簿に記載すべき事項

　　第４項　　液化石油ガス販売事業者の帳簿の保存期間

　　　　　　　　（２年間）

　　第５項　　保安機関の帳簿の保存期間（２年間）

　　第６項　　充てん事業者の帳簿の保存期間（２年間）

※　詳細は省略

通達（規則関係） １．第1項表第１の項下欄中「充てん容器の種類」とは貯蔵能力又は内容積別を

[第１３１条関係] 　いい、「販売開始の年月日」とは液化石油ガス販売契約の締結の日をいう。

２．第1項表第5の項及び第６の項に記載される点検及び調査の結果、講じた措

　置の内容又は異常の内容若しくはそれに対して講じた措置については、その

　内容を明らかにするため、貯蔵設備から消費者における燃焼器又は燃焼器の

　ない場合には末端ガス栓までの配置図又は供給管及び配管等の状況を記載

　するものとする。

３．集団供給及び業務用等で帳簿に配置図又は供給管及び配管等の状況が記

　載できない場合にあっては別途図面を作成して保管し、帳簿に別途保管してい

　る旨を記載させておくことにより、必要な場合直ちに取り出せるような体制をと

　らせておくこと。

４．また、本条の帳簿の体裁は、カード、伝票式のものでもよい。

ハ行 保安物件 第一種保安物件 イ　学校教育法第１条に定める学校のうち、小学校、中学校、 規１条第２項

（定義） 　　高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学 　第６号

　　校及び幼稚園 （通達参照）

ロ　医療法第１条の５第１項に定める病院

ハ　劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これに類する施設

　　であって、収容定員３００人以上のもの

ニ　児童福祉法施設等（詳細省略）

ホ　文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民

　　族文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財と

　　して指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律

　　の規定によって重要美術品として認定された建築物

ヘ　博物館法第２条に定める博物館及び同法第２９条により

　　博物館に相当する施設として指定された施設
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 ト　一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及び

　　プラットホーム

チ　百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特

　　定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物（仮

　　設建築物を除く。）であって、その用途に供する部分の床

　　面積の合計が千平方メートル以上のもの

第二種保安物件 　第１種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供す 規１条第２項

　るもの（販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除 　第７号

　く。） （通達参照）

第一種施設距離 　次の図（省略）における貯蔵施設の面積に対応する距離で 規１条第２項

　あって l１によって表されるもの 　第８号

第二種施設距離 　前号の図(省略）における貯蔵施設の面積に対応する距離 規１条第２項

　であって l２によって表されるもの 　第９号

通達（規則関係） １．と２．については、貯槽及び貯蔵能力についての欄に記載しています。

[第１条関係] ３．第６号イに定める学校、ロに定める病院及びニに定める施設には、校庭、病

　院の庭等は含まれる（当該学校、病院等に液化石油ガスを供給するための貯

　蔵設備及び充てん設備に適用する場合を除く。なお、当該学校の校庭、病院

　の庭等内に貯蔵設備を設置する場合には、当該施設を利用する者が通常通

　行しない場所に設置する等、保安の確保に努めるよう指導されたい。）。

４．第６号ハ中「その他これらに類する施設」とは、野球場、図書館等観覧の用

　に供するものをいい、「収容定員」とは、あらかじめ建築物の面積等により、

　定まっている収容することができる人員をいう。

５．第６号ト中「１日に平均２万人以上の者が乗降する駅」とは、年間の総乗降客

　を１日平均して２万人以上となる駅をいい、「駅の母屋及びプラットホーム」には

　貨物専用のものは含まれない。

　　また、プラットホームに等に屋根があるか否かは問わない。

６．第６号チ中「建築物」は、土地に定着する工作物であって、　①「屋根及び柱

　又は壁を有するもの」　②「観覧のための工作物」並びに　③「地下又は高架の

　工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設」

　をいう。

　　 しかし、イからトまでに掲げる機能を有する建築物、例えば１日２万人未満の

　人が乗降する駅、収容人員３００人未満の劇場はチの「建築物」として規制さ

　れない。

　　すなわち、チの「建築物」は上記の建築物 ① ② ③ のうち、①及び③の一部

　となる。（観覧のための工作物、地下又は高架の工作物内に設ける興行場は、

　ハに掲げる機能を有する。）

　　また、アーケードのみにより連絡された商店街は一つの建築物ではない。

　「不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物」とは、いわゆる第三

　者の出入りする建築物をいい、キャバレー、ボーリング場、結婚式場、礼拝堂、

　ドライブイン、レストラン等が含まれる。

　　一つの建築物の一部に「不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建

　築物」があれば、当該建築物全体が第１種保安物件となる。

　　「その用途に供する部分の床面積の合計が１，０００㎡以上のもの」について

　は、例えば１室が喫茶店、１室が事務所、１室が衣料品店である建築物におい

　て、喫茶店の床面積（収容される者が専ら使用するろう下、便所等の床面積を

　含む。）及び衣料品店の床面積の合計が１，０００㎡以上となる場合には、当該

　建築物全体が第一種保安物件となる。

７．第７号中「住居の用に供するもの」とは、人が寝食する建築物（具体的には、

　寝具、炊事設備及び便所があることをいう。）をいい、例えば別荘、飯場の仮設

　宿泊所、工場の宿泊室等は含まれ、運転手の仮眠所、守衛の詰所等は含まれ

　ない。

　　なお、一つの建築物の一部分が住居の用に供するものである場合、当該部

　分がその他の部分と明確に区分して認識（例えば渡りろう下、壁等による区分）

　されない限り当該建築物全体を第２種保安物件とする。

　　また、「販売所の存する敷地」とは、登録申請に際して添付された図面に記

　載されている敷地をいうが、当該敷地内に第三者が居住する住居が新設され

　た場合にあっては、当該住居の敷地及びこれに付帯する敷地は「販売所の存

　する敷地」には含まないこととする。
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ハ行 バルク供給 定義 　バルク容器又はバルク貯槽に法第３７条の４第１項に規定 規１条第2項

　する充てん設備から直接液化石油ガスを充てんすることに 　第12号

　より液化石油ガスを供給すること

ハ行 販売の方法 販売の方法の 　法第１６条第２項の経済産業省令で定める販売の方法の 規１６条

基準 　基準は、次の各号に掲げるものとする。 （通達参照）

　一　充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続

　　するときは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割

　　れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいして

　　いないものをもってすること。

　二　充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続

　　するときは、高圧ガス保安法第４８条第１項第５号の期間

　　を６月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明

　　示したものをもってすること。

　三　充てん容器は、供給管若しくは配管又は集合装置に接

　　続すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この

　　限りでない。

　　イ 屋外において移動して使用される消費設備により液化

　　　石油ガスを消費する一般消費者等に販売する場合

　　ロ 調整器が接続された内容積が８リットル以下の容器に

　　　充てんされた液化石油ガスを販売する場合

　　ハ 内容積が２５リットル以下の容器であって、カップリン

　　　グ付容器用弁を有するものに充てんされた液化石油ガ

　　　スを販売する場合

　四　充てん容器及び残ガス容器を交換するとき（当該充て

　　ん容器等に係る消費設備の数が一である場合に限る。

　　）は、液化石油ガスの供給が中断することにより使用中

　　の燃焼器から液化石油ガスが漏えいすることのないよ

　　う末端ガス栓を閉止する等の措置を講じてすること。ただ

　　し、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断す

　　 ることなく充てん容器等の交換を行うことができる設備

　　 を設けている場合は、この限りでない。

　五　充てん容器等であって供給管若しくは配管又は集合

　　装置に接続されていないものは、充てん容器及び残ガス

　　容器にそれぞれ区分して貯蔵施設に置くこと。

　六　貯蔵施設には、充てん容器等及び計量器等作業に必

　　要な物以外の物を置かないこと。

　七  貯蔵施設の周囲２メートル以内には、火気又は引火性　

　　若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵施設に

　　厚さ９センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれ

　　と同等以上の強度を有する障壁を設けた場合は、この限り

　　でない。

　八  貯蔵施設に置かれる充てん容器等は、常に温度４０度

　　以下に保つこと。

　九  貯蔵施設に置かれる充てん容器等（内容積が５リットル

　　以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及び

　　バルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱

　　いをしないこと。

　十  貯蔵施設には、携帯電灯以外の燈火を携えて立ち入ら

　　ないこと。

　十一 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は、液化石油ガスの供給開

　　始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の

　　所有する設備であることを当該一般消費者等に確認する

　　こと。（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。）

　十二 液化石油ガスの引渡しは、一般消費者等の継続的消

　　費に支障を生じないよう遅滞なくすること。

　十三 液化石油ガスは、計量法に規定する法定計量単位に
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　　よる体積により販売すること。ただし、内容積が２０リットル

　　以下の容器により販売する場合、第３号ただし書に規定

　　する場合、経済産業大臣が次条の規定により配管に接続

　　することなく充てん容器を引き渡すことを認めた場合又は

　　一般消費者等に対する液化石油ガスの販売であって、

　　その販売が高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの販

　　売と不可分なものとして行われるもの若しくは特別の事情

　　により一定期間経過後行われなくなることが明らかである

　　と認められるものである場合は、計量法に規定する法　　　

　　定計量単位による質量により販売することができる。

　十四 削除 

　十五 第１３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は、一般消費者

　　等の不在その他やむを得ない事情がある場合を除き一般

　　消費者等の立会いの下に質量により計り、その質量に応じ

　　た適正な価格で引き取ること。

　第１５号の２～第１７号は、次の欄の（販売事業者の移動

　　[一週間ルール]）に記載しています。

　第１８号～第２３号は省略

通達（規則関係） １．第２号中の「その旨」については、次のように行うものとする。

[第１６条関係] 　(１) 明示すべき事項は、「充てん期限平□－○」（□は年、○は月を示す。）と

　　 し、月については、次回の再検査を受けないで液化石油ガスを充てんでき

　　る最終日を含む月とする。高圧ガス保安法第４８条第５項の特充許可を受

　　けている容器であって、再検査期限よりも特充期限が短かい容器について

　　は、特充期限を充てん期限として明示する。

　(２) 文字（数字を含む。）の色は赤、（方法はスタンプ吹きつけでもよい。）その

　　一つの大きさは縦横3ｃｍ以上を標準とし、２行以上にわたって記載してもよ

　　いこととする。

　(３) 明示すべき位置は、容器の胴部の見やすい箇所とする。

２．第3号は、充てん容器の引渡しは一般消費者のもとに配達し、配管に接続

　してからすべき旨の規定であり、いわゆる予備容器を一般消費者のもとにお

　くことを禁止するものである。ただし、いわゆるツイン方式を禁止するものではな

　い。（この場合、手動の切換えは一般消費者等が行ってもよい。）「屋外にお

　いて移動して使用される消費設備」とは、屋台等をいう。なお、配管を使用し

　ないで燃焼器を容器に直接接続する用法のものに対しては適用されないも

　のとする。

３．第4号の「消費設備の数」は、ガスメーターの数により、算定するものとする。

４．第６号中「計量器等作業に必要な物」とは、具体的には、計量器、転倒防止　

　装置、工具、気密試験設備、塗装用設備（塗料を除く。）温度計等をいう。

５．第７号の「引火性若しくは発火性の物」には、例えば石油類を含み、薪炭類

　は含まない。

６．第８号の「温度４０度以下に保つこと」については、例えば、直射日光、暖房

　等による温度上昇を防ぐため、屋根、障壁、散水装置を設ける等の措置を講

　じさせることとする。

７．第１１号については、「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（平成９年通商産業省令第１１号）の運用及び解釈の基準

　について」（平成９年３月１９日付け平成０９・０３・１７資庁第１号）を参照された

　い。

８．第１２号は、いわゆるガス切れにより消費者の利便に支障を生じないように

　することを目的としており、ガス切れのないように定期的に、あるいは消費者の

　要求があった日時に可及的すみやかに液化石油ガスの引渡しをすべき旨を定

　めた規定である。しかし本号は液化石油ガスの引渡しを、契約の範囲内におい

　て遅滞なくすべき旨を規定したものであり、販売契約の締結自体を強制するも

　のではないから、例えば、代金の不払い等の場合に新たな供給を停止するこ

　とは、本号の禁止するところではない。

９．第１３号本文は、液化石油ガスの取引は、ガスメーターの設置による体積販

　売すなわち計量法に定める法定計量単位の立方メートル（又はこの補助計量

　単位）により販売しなければならないことを定めた規定であり、同号ただし書は、
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　次の場合には質量販売すなわち、計量法に定める法定計量単位のキログラム

　（又はこの補助計量単位）により販売することができることを定めた規定である。

　(１) 内容積が２０リットル以下の容器により取引する場合。（２０リットル以下の

　　容器であれば複数の容器を配管に接続して引き渡す場合も含む。）

　　　 なお、１０キログラム容器は、２０リットル以下の容器に該当しない。

　(２) 規則第１６条第３号ただし書に規定する場合、すなわち、自動車、屋台等

　　に備えられた移動する消費設備により液化石油ガスを消費する者（例えば、

　　ホットドック屋）に販売する場合

　(３) 規則第１７条の規定により、通商産業大臣が配管に接続することなく充て

　　ん容器を引き渡すことを認めた場合。

　　　 なお、ガスメーターの設置により、必ず圧力損失が発生するので、燃焼器

　　入口における圧力が規則第４４条第１号トに定める基準に適合するよう指導

　　されたい。

　　　また、この規定で法定計量単位による取引が義務づけられることとな

　　るので、すべての液化石油ガス販売事業者に対し、計量法第１０条、第１２

　　条又は第１３条の規定が適用されることとなる。

　　　すなわち、計量法第１０条により液化石油ガスを販売する場合には正確に

　　計量するよう努めなければならないこととなる。

　　　また、計量法第１２条により10kg以下の液化石油ガスを販売する場合にお

　　いては、一定の誤差（量目公差）を超えなように計量する義務が課せられる

　　ことなる。

　　　また、容器に封を施す場合においては、計量法第13条（密封をした特定商

　　品に係る特定物象量の表記）が適用されることとなる。したがって、容器を封

　　して販売するときは、計量法第13条により、充てん量等を表記しなければな

　　らない。

　(４) 次の各号の一により、当該販売契約の締結日から1年以内に液化石油ガ

　　スの販売が行われなくなることが明らかであると登録者が認めた場合

　　一　販売契約締結日から1年以内にガス事業法によるガスの供給を受けるこ

　　　とが、工事費払込済み証明書等又はその写しにより明らかであること。

　　ニ　都市計画法等により国、地方公共団体及びこれに準ずる者が土地を道

　　　路その他公共の用に供することに伴い、販売契約締結日から1年以内に

　　　当該土地の上に建設されている建物の明渡しの行われることが建物明渡

　　　契約書又はその写しにより明らかであること。

　　三　土地収用法に基づく明渡しの裁決により販売契約締結日から1年以内に

　　　明渡しが執行されることが、裁決書又はその写しにより明らかであること。

　(５) 災害救助法第23条により供与された応急仮設住宅で液化石油ガスを消費

　  する者に販売する場合

１０．削除

１１．第15号は、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残ガス

　　の経済的意味の引取りを義務づける規定であり、液化石油ガス販売事業者

　　が計画配送する場合も当然この規定が適用される。

　　「消費されないもの」とは、液状であるかガス状であるかを問わず消費されず

　　に残っているものをいう。

　　「その他やむをえない事情」とは、例えば、一般消費者等が病気等により計

　　量に立会えない事情にある場合等をいう。また、一般消費者等が不在がち

　　であるとか、50kg容器に残ガスが大量に残っていて、その計量を行うのに

　　非常に困難である等の理由で、一般消費者等との契約ないし書面の交付に

　　より、面前計量に代えて充てんした第一種製造事業者の事業所等において

　　計量し、計った数量を証する付せんをそえて代金精算を行う場合も含む。

　　「その質量に応じた適正な価格で引き取ること。」とは、一般消費者等に対し

　　て継続的に販売している場合は、残ガスをその計った質量に応じて販売した

　　ときの価格で引き取ることをいうが、一般消費者等に対して継続的に販売す

　　ることをやめ、すでに販売したものの引取りのみを行う場合（例えば、一般消

　　費者等が引越しをするような場合）は、販売したときの価格から若干下回り、

　　引取りに要する運搬費等を控除した価格で引取ることとなっても差支えない。

（販売事業者の移 　新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合 規１６条第１５項

動[一週間ルール]） 　において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他 　の２

　の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設
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　置されているときは、一般消費者等から当該液化石油ガス

　販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し

　出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備　

　を撤去しないこと。ただし、当該供給設備を撤去することに

　ついて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているとき

　は、この限りでない。

　一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出 規１６条第１６項

　があった場合において、当該一般消費者等から要求があっ （通達参照）

　た場合には、液化石油ガス販売事業者はその所有する供給

　設備を遅滞なく撤去すること。ただし、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は、

　この限りでない。

　一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出 規１６条第１７項

　があった場合において、消費設備に係る配管であって液化 （通達参照）

　石油ガス販売事業者が所有するものについては、当該一般

　消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむを得な

　い事情がある場合を除き、適正な対価で一般消費者等に所

　有権を移転すること。（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。）

通達（規則関係） １２．第16号及び第１７号については、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の

[第１６条関係] 　　適正化に関する法律施行規則（平成9年通商産業省令第11号）の運用及び

　　解釈の基準について」（平成９年３月１９日付け平成０９・０３・１７資庁第1号）

　　を参照されたい。

ハ行 変更 販売所等の 　液化石油ガス販売事業者は、第３条第２項各号の事項を 法８条

変更の届出 　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 （通達参照）

　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。

販売所等の変更の 　法第８条の規定により販売所等の変更の届出をしようとす 規９条第１項

届出 　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。

　前項の届書には、貯蔵施設の変更をした者にあっては第４ 規９条第２項

　条第２項第１号に掲げる書類を、貯蔵施設を保有又は占有 （通達参照）

　しない理由を変更した者にあっては第４条第２項第２号に掲

　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号に掲げる書類を添付しなければならない。

通達（法律関係） １．「事項を変更したとき」とは、法第3条第2項第3号に係る事項については、そ

[第８条関係] 　の変更の内容が規則第14条各号の基準に不適合になる可能性のある場合

　のものをいい、例えば、貯蔵施設に係る同一材料での屋根のふきかえは含ま

　れない。法第3条第2項第4号に係る事項については、保安業務区分ごと販売

　所ごとに保安機関を変更したときには、届出が必要である。

２．会社の等の組織変更、例えば合名会社⇆合資会社（商法第１１３条、第

　１６３条）、株式会社⇆有限会社（有限会社法第６４条、第６７条）の場合は、本

　条に基づき届出書を提出すれば、法第３条の登録を受ける必要はないが、個

　人名義で第３条の登録を受けていた者が事業体を法人化する場合には新た

　に登録が必要である。

通達（規則関係） １．第２項中「貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更」とは、規則第１１条

[第９条関係] 　第２項各号に掲げる事由を変更した場合のほか、同項第3号及び第４号に掲

　げる場合の委託先が変更となった場合をいう。

２．第２項中「支払能力を変更」とは、販売所を新設した場合で新たに損害賠

　償責任保険を追加加入した場合、損害賠償責任保険の付保額を変更した

　場合又は損害賠償責任保険の加入先を変更した場合をいう（加入先から付

　保証明書が登録行政庁に送付される場合を除く。）

ハ行 保安業務 保安業務を行う 　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　 法２７条

義務 　一般消費者等について次に掲げる業務（以下「保安業務」と （通達参照）
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　いう。）を行わなければならない。

（供給設備点検） 　供給設備を点検し、その供給設備が第１６条の２第１項の 法２７条第１項

　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 　第１号

　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 （通達参照）

　るためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に

　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

（消費設備調査） 　消費設備を調査し、その消費設備が第３５条の５の経済産 法２７条第１項

　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、 　第２号

　遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするため （通達参照）

　とるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき

　結果をその所有者又は占有者に通知する業務

（周知の内容） 　液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油 法２７条第１項

　ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であって 　第３号

　経済産業省令で定めるものを周知させる業務

（災害の発生） 　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 法２７条第１項

　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 　第４号

　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 （通達参照）

　求められたとき、又は自らその事実を知ったときに、速やか

　にその措置を講じる業務

通達（法律関係） １．第1項第1号及び第2号は、保安機関に点検・調査等の義務を課するにとど

[第２７条関係] 　まり、一般消費者等に点検・調査請求権があることを意味するものではない。

　ただし、契約上の点検・調査請求権の発生を妨げるものではない。

２．第１項第２号により、保安機関は、一般消費者等に対し消費設備を基準に

　適合するようにするためにとるべき措置等を通知する責任を持つが、通知を

  受けて消費設備の改善等を行うか否かは、一般消費者等の任意である。

　 　しかしながら、一般消費者等が消費設備の改善等を行わず、それにより災害

　の発生するおそれが著しく高いと認められる場合には、当該一般消費者等の

　住所を管轄する都道府県に当該事由を連絡するよう保安機関及び販売事業

　者を指導するとともに、必要に応じ当該消費者に対し法第３５条の５の規定

　による基準適合命令をかけることも含め、適切な措置を講じられたい。

３．第１項第４号中「災害が発生し」とは、現にガスが漏えいし、着火した事態等

　をいい、「発生するおそれ」とは、例えば ①ガスが漏えいしているが未だ発火、

　爆発に至っていない場合、 ②燃焼器の燃焼状態が異常な場合等をいう。  　

　　 また、「これに対する措置」とは、災害の発生の防止、災害の鎮圧若しくは

　それによる被害の拡大防止のため必要であって、かつ、実行可能な範囲のも

　のに限り、それ以外は「これに対する措置」ではない。なお、明文の規定は

　ないが、自分自身の安全が保証されない等正当な理由があれば、本項の業

　務は免除される。

供給設備の 　法第２７条第１項第１号に規定する保安業務に係る法第３４　　規３６条

点検の方法 　条第１項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。

　点検は、次の表（省略）の上欄に掲げる供給設備の種類ごと 規３６条第１項

　に、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄 　第１号

　に掲げる回数で行うものとする。 （通達参照）

　次の表（省略）の上欄に掲げる事項に係る点検は、それぞれ 規３６条第１項

　同表の下欄に掲げる者が行うこととする。 　第2号

通達（規則関係） １．第１項第１号表下欄中「供給開始時」とは、一般消費者等に対し新たに供給

[第３６条関係] 　を開始しようとするときをいう。

　　液化石油ガス販売事業者が自ら工事を行い、その終了後規則第１８条第９

　号の規定により気密試験を実施し合格した供給設備により直ちに供給を開始

　しようとするときは、供給開始時の漏えい試験は省略できるものとする。

　　「充てん容器等の交換時（充てん容器等の交換が毎月１回以上行われる場

　合にあっては毎月１回以上）」は、容器交換時とは別に月１回の検針時をもっ

　て点検を実施しても差し支えない。

消費設備の 　法第２７条第１項第２号に規定する保安業務に係る法第３４ 規３７条

調査の方法 　第１項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

　調査は、次の表(省略）の上欄に掲げる消費設備の種類ごと 規３７条第１号

　に、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄 （通達参照）
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　に掲げる回数で行うものとする。

　　第２号～第４号は省略

通達（規則関係） １．第１号表中「液化石油ガスの最初の引渡し時」とは、容器に充てんされた液

[第３７条関係] 　化石油ガスを現に引き渡すときをいう。

２．液化石油ガス販売事業者が自ら工事を行い、その終了後規則第４４条第１

　号ホの規定により気密試験を実施し合格した消費設備に対し直ちに供給を開

　始しようとするときは、供給開始時の漏えい試験は省略することができるもの

　とする。

３．保安機関は、小型容器について調査を行う際、併せてその保管状況を確認

　し、適切な保管方法を指導すること。

４．規則第１６条第３号ただし書により一般消費者等に対して液化石油ガスを販

　売する場合は、最初の容器引渡しの際に使用上の注意事項を記載した書面を

　手交するとともに、法令により４年に１回以上（経過措置期間にあっては、

　２年又は３年に１回以上）消費設備について調査することとなっている

　関係上、前記書面には期限内に販売所（保安機関で対応する場合にあっては

　保安機関）に当該消費設備を持込まれたい旨を記載して交付するよう指導され

　たい。

周知の内容 　法第２７条第１項第３号の経済産業省令で定める事項は、次 規２７条

　の各号に掲げるものとする。 （通達参照）

　一　使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関す

　　る事項

　二　消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事

　　項

　三　燃焼器を使用する場所の環境及び換気に関する事項

　四　一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の

　　液化石油ガス販売事業者に対する連絡に関する事項

　五　ガス漏れを感知した場合その他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一般消費

　　者等のとるべき緊急の措置及び液化石油ガス販売事業

　　者又は保安機関に対する連絡に関する事項

　六　前各号に掲げるもののほか、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

通達（規則関係） １．本条の周知の内容は、以下の表（省略）に掲げるところによる。

[第２７条関係] ２．周知すべき事項を記載する書面には、ヒューズガス栓、自動ガス遮断装置等

　の普及促進のためのPR、リース制度の紹介等消費設備の事故防止対策に係

　る事項を記載する欄を設けるように指導されたい。

周知の方法 　法第２７条第１項第３号に規定する保安業務に係る法第３４ 規３８条

　条第１項の経済産業省令で定める基準は、その保安業務に （通達参照）

　係る一般消費者等に対し、供給開始時及び２年に１回以上

　の回数で第２７条各号の事項を記載した書面を配布し、同条

　各号の事項を周知させることとする。ただし、次の各号に掲

　げるものを所有又は占有する者にあっては供給開始時及び

　１年に１回以上の回数で行うこととする。

　  第１号～第２号は省略

通達（規則関係） １．「配布」については、「手交」することを要求するものではないが、本条は災害

[第３８条関係] 　の発生の防止のために必要な事項を周知させることとしたものであるので、で

　きるだけ消費者等に直接「手交」するよう指導されたい。

２．供給開始時に行う周知は、保安の観点から必ず供給開始前に行うよう徹底

　されたい。

３．周知すべき事項を記載した書面は、業務用施設における消費者に対するも

　のと、その他一般消費者に対するものとを区分して作成するよう指導されたい。

　　なお、料理飲食店、旅館、ホテル等の施設（以下「料理飲食店等施設」という。

　）であって、小型容器（内容積が２０リットル未満のもの）の最大保有数量が５本

　以上であるものに対しては、小型容器の使用上の注意事項、保管方法等を

　記載した書面を併せて交付し、周知させることとする。

４．周知事項及び日常の安全管理の徹底を図るため、次の事項について保安機

　関及び販売事業者を指導されたい。

　① 保安機関は販売事業者と連携し、「１時間当たりの使用最大流量が３立方メ
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　 ートル以上のガスメーターを設置し、かつ、従業員が１０人以上の料理飲食店

　 等施設（以下「大規模料理飲食店等施設」という。）の管理者に対し、当該管

　 理者が販売事業者との連絡窓口として「LPガス保安連絡担当者」を選任し、

　 当該担当者を通じ周知事項を従業員に徹底するよう要請するとともに当該担

　 当者の氏名を保安台帳に記載する。

　　　なお、保安機関は、大規模料理飲食店等施設以外の業務用施設の管理者

　 に対しても、周知事項を従業員に徹底するよう要請する。

　② 保安機関又はは販売事業者は、大規模料理飲食店等施設における安全管

　 理の具体策を記した「LPガス安全管理マニュアル」を作成し、これをLPガス保

　 安連絡担当者に手交し、大規模料理飲食店等施設の安全管理の徹底を図る

　 よう要請する。

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 法２８条

　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

　　に法人にあっては、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

委託契約に係る 　法第２８条第３号の経済産業省令で定める事項は、次の各 規２８条

記載事項 　号に掲げるものとする。 （通達参照）

　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

通達（規則関係） 第３号中「災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項」とは、

[第２８条関係] 　(１) 供給設備について災害が発生するおそれのある場合には、供給設備の種

　　類及び所在地、予見される災害の内容並びに保安機関が連絡する相手方

　　（液化石油ガス販売事業者及び一般消費者等に被害が及ぶおそれがある

　　場合にあっては当該一般消費者等）をいう。

　(2) 消費設備について災害が発生するおそれのある場合には、消費設備の種

　　類その消費設備を使用する一般消費者等の氏名及び住所、予見される災害

　　の内容並びに保安機関が連絡すべき相手方（液化石油ガス販売事業者及び

　　一般消費者等）をいう。

保安機関 認定 　保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安 法２９条第１項

　業務の区分（以下「保安業務区分」という。）に従い、二以上 （通達参照）

　の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売さ

　れる液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行

　う場合にあっては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内

　に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガス

　の一般消費者等についての保安業務を行う場合にあっては

　当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受

　けることができる。

　前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定める 法２９条第２項

　ところにより、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。

　　一　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

　　二　保安業務区分

　　三　保安業務を行う事業所の所在地

　第一項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の 法２９条第３項

　数の範囲を定めてしなければならない。 （通達参照）

通達（法律関係） １．第１項中「通商産業省令で定める保安業務の区分（以下「保安業務区分」と

[第２９条関係] 　いう。に従い」とは、保安業務を行おうとする者が、規則第２９条で定める保安
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　業務区分のうち、いずれか一つの区分の業務のみを行う場合であっても、法

　第２９条第１項の認定の申請をすることができる旨を規定したものである。

２．第１項中「二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販

　売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合」と　　

　は、保安業務の対象となる一般消費者等に対して液化石油ガスの販売を行

　っている販売所が、二以上の都道府県にまたがって分布している場合をいう。

　(１) 保安業務に係る販売所が、一の都道府県のみに存在するか、二以上の都

　　道府県にまたがって存在するかによって申請先が決まるのであるから、販売

　　所が同一の液化石油ガス販売事業者のものであるか否か、また保安業務の

　　区分が都道府県ごとに異なるか否かを問わず、販売所が二以上の都道府県

　　にまたがっていれば通商産業大臣に認定の申請をすることとなる。

　(２) 申請先は、保安業務の委託の契約が締結される相手方たる液化石油ガ

　　ス販売事業者の「販売所」の所在地によって決定されるのであって、「保安

　　機関の事業所」の所在地によって決定されるものではない。

３．(１) 法第２９条第１項の認定を行うのは通商産業大臣又は都道府県知事で

　　 あるが、この認定は、保安業務を行う者ごとに一の行政庁が行うこととする。

　　(２) その保安業務に係る販売所が一の都道府県の区域内のみに存在する

　　　保安機関が、新たに別の都道府県の区域内に存在する販売所についても

　　　保安業務を行う場合は、法第３５条の４において準用する法第６条の規定

　　　により、当該保安機関はその行おうとするすべての保安業務区分について

　　　通商産業大臣の認定を受けなければならない。同様に、既に認定を受け

　　　ている保安業務区分のうち一部の区分を廃止すること等により、保安業務

　　　に係る販売所が二以上の都道府県から一の都道府県の区域内のみに

　　　存在することとなった場合も、当該保安機関は、その行おうとするすべての

　　　保安業務区分について、改めて都道府県知事の認定を受けなければなら

　　　ない。

４．第３項中「保安業務に係る一般消費者等の数」とは、その保安機関が保安業

　務を行おうとする一般消費者等の数をいい、実際に保安業務を行う一般消費

　者等の数とは異なってよい。

　　 なお、実際に申請された一般消費者等の数が、認定を受けようとする申請者

　の事業所ごとに有する技術的能力（規則第３７条第３号に規定する保安業務資

　格者の数及び規則第３１条第２項に規定する保安業務用機器の保有状況等）

　からみて受託可能な数でなければ、法第２９条第１項の認定はされないことと

　なる。

保安業務区分 　法第２９条第１項の経済産業省令で定める保安業務の区分 規２９条

　は、次の表（省略）のとおりとする。 （通達参照）

　一　供給開始時点検・調査

　二　容器交換時等供給設備点検

　三　定期供給設備点検

　四　定期消費設備調査

　五　周知

　六　緊急時対応

　七　緊急時連絡

     ※ 保安業務の内容は省略

通達（規則関係） １．「供給開始時点検・調査」は、「容器交換時等供給設備点検」、「定期供給設

[第２９条関係] 　備点検」及び「定期消費設備調査」の３区分の保安業務のうち供給開始時に

　行うものすべてを行う業務である。なお、この３区分のいずれかについて認定を

　受けた保安機関の事業所は、その認定を受けたそれぞれの区分の保安業務

　のうち供給開始時に行う点検・調査を行おうとするときは、「供給開始時点検・

　調査」の認定を受けることなくその業務を行うことができる。

２．「緊急時連絡」の認定を受けた保安機関が行う業務は、一般消費者等から災

　害の発生の事実又は災害の発生のおそれがあることを通知された場合又は自

　ら一般消費者等の液化石油ガスの異常な消費量等を知った場合に、一般消費

　者に対し適切な助言又は指示すること、助言又は指示が適切に行えない場合

　に保安機関側からガスを遮断すること、必要に応じ「緊急時対応」を行うべき

　保安機関に連絡すること等（いずれの場合にも自ら出動することを要しない。）

　をいう。

３．「緊急時対応」を行うことにつき法第２９条第１項の認定を受けた保安機関の
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　事業所が行う「緊急時対応」に係る一般消費者等の数が、その保安機関が法

　第２９条第３項の規定により申請した一般消費者等の数より少ない場合、当該

　事業所は、同項の規定により申請した一般消費者等の数までは新たに法第

　２９条第１項の認定を受けることなく「緊急時連絡」の業務を行うことができる。

認定の基準 　経済産業大臣又は都道府県知事は、第２９条第１項の認定 法３１条

　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 （通達参照）

　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。

　　二　その保安業務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。

　　三　法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて

　　　経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公

　　　正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

　　四　保安業務以外の業務を行っているときは、その業務を

　　　行うことによって保安業務の適確な遂行に支障を及ぼす

　　　おそれがないものであること。

通達（法律関係） １．第３号中「その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員

[第３１条関係] 　の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれ」がある場合とは、原

　則として、役員及び構成員のうち次に掲げる者の合計の割合が３分の１を超え

　る場合をいう。（法第２７条第１項第４号に定める業務（自ら出動することなく行

　うものに限る。）のみを行う保安機関を除く。）

　(１) 液化石油ガス供給機器若しくは消費機器を製造する事業を主たる事業とし

　　て行っている者又はその役職員

　(２) 液化石油ガス供給機器若しくは消費機器を販売する事業を主たる事業とし

　　て行っている者又はその役職員

　(３) 液化石油ガス設備工事の事業を主たる事業として行っている者又はその

　　役職員

２．第４号中「その業務を行うことによって保安業務の適格な遂行に支障を及ぼ

　すおそれがない」とは、保安業務以外の業務を行う場合であっても適確に保安

　業務を行う体制を整えていることをいい、具体的には以下のような場合が考え

　られる。

　(１) 保安機関が供給機器若しくは消費機器の製造、販売若しくは修理、安全器

　　具の販売又は液化石油ガス設備工事等の液化石油ガスの販売に関係する

　　業務も兼業しているときに、保安業務の委託を行った液化石油ガス販売事業

　　者又は一般消費者等の便益を不当に害さないように、保安業務部門の保安

　　業務資格者、充てん作業者及び調査員を保安業務に専従する体制としたり、

　　保安業務とそれ以外の業務を兼務する場合であっても、その区分を明らかに

　　して業務を行うことを当該法人内で義務づけること等の措置を講じている場合

　(２) 保安機関が店舗経営等を兼業しているときに、保安業務資格者である店

　　舗経営者が店舗における業務を行う場合であっても、従業員を雇用すること

　　により保安業務を行う時間帯（緊急時対応については終日）に店舗を離れる

　　ことができるようにすること等の措置を講じている場合

３．高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

　る法律の一部を改正する法律（平成８年法律第１４号）による改正前の液化石

　油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律においては、「経理的基

　礎」を認定調査機関の認定の基準としていたが、改正後の法においては、「経

　理的基礎」を保安機関の認定の基準としていないため、その審査は不要とな

　り、新たに認定の基準とされた「損害の賠償を行うべき場合に備えて取るべき

　措置」に係る審査を要することとなったので注意されたい。

認定の申請 　法第２９条第２項の規定により同条第１項の認定の申請を 規３０条第１項

　しようとする者は、次の表（省略）の上欄の区分に従い、そ

　れぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第１２による申請書を

　提出しなければならない。

　前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。 規３０条第２項

（通達参照）
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　一　様式第１３による保安業務計画書

　二　緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及

　　び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示し

　　た図面

　三　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

　　償の支払能力を証する書面

　四　申請者が法人である場合は、その役員及び第３３条に

　　定める構成員の構成を説明した書面

　五　保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の

　　種類及び概要を記載した書面

　六　申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記

　　事項証明書

　七　申請者（申請者が法人である場合は、その法人及びその

　　法人の業務を行う役員）が法第３０条各号に該当しない

　　ことを誓約した書面

通達（規則関係） １．様式第１２中「認定番号」とは、次のとおりとする。

[第３０条関係] 　(１) 認定番号は９桁とし、１桁目及び２桁目は、別表第１（省略）に対応する番

　　号とする。

　(２) ３桁目は、「A」とする。ただし、認定業務を支庁等の長に行わせている場

　　合など、必要に応じて「A」以外のアルファベットを用いることを妨げない。

　(３) ４桁目から７桁目までは、保安機関ごとに付す番号とし、２以上の保安機

　　関に対して同一の番号を付すことがないようにする。

　(４) ８桁目及び９桁目は、別表第２（省略）による認定をした保安業務区分に

　　対応する記号とする。

　(５) 任意に１０桁目以降を定めることは妨げない。

２．第２項各号に掲げる書類については、「保安機関の認定について」（平成９年

　４月１日付け平成０９・０３・３１立局第７８号）を参照されたい。 

保安業務に係る 　法第３１条第１号の経済産業省令で定める保安業務に係 規３１条

技術的能力 　る技術的能力の基準は、次の各号に掲げるものとする。 （保安業務告示

　　一　事業所ごとに告示で定める基準に従って第３７条第 参照）

　　　１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。

保安機関の損害 　法第３１条第２号の経済産業省令で定める基準は、次の各 規３２条

賠償措置 　号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法 （通達参照）

　に基づき責任保険を営むことができる者と締結していること

　とする。

　一　その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財

　　産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失

　　を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内

　　容とするものであること。

　二　法令違反が原因の事故について補償が免責となってい

　　ないこと。

　三　保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。　

　四　その他告示で定める要件に適合すること。

通達（規則関係） １．第１号中「保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について生じ

[第３２条関係] 　た損害」とは、保安機関により当該保安業務が適正に行われたか否かにかか

　わらず、供給設備の点検、消費設備の調査又は緊急時における対応を行った

　設備に係る災害によって生じた損害をいう。

２．本条の保険契約において、保険の契約者は必ずしも法第２９条第１項の認定

　の申請者自身でなくてもよい。すなわち、申請者Aのために、他の者BがAを被

　保険者とする損相賠償責任保険契約を保険会社Cと締結し、保険料はBが支

　払うものでもよいが、Aが保安業務により他人に被害を与え、その賠償を行わ

　なければならない場合の支払について、規則３２条各号以外の条件が付され

　ていないものでなければならない。（例えば、AがBから受託した保安業務によ

　る災害の場合のみ、支払われるような条件が付されていてはならない。）
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構成員の構成 　法第３１条第３号の法人の種類に応じて経済産業省令で 規３３条

　定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じて

　次の各号に掲げる者とする。

　※第１号～第６号は省略

保安機関の認定の 　第２９条第１項の認定は、５年以上１０年以内において政令 法３２条第１項

更新 　で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の

　経過によって、その効力を失う。

保安機関の認定の 　法第３２条第１項の規定により認定の更新を受けようとする 規３４条

更新 　者は様式第１４による申請書に第３０条第２項各号に掲げ

　る書類を添付して法第２９条第１項の認定をした経済産業

　大臣、産業安監督部長又は都道府県知事に認定の満了

　する３０日前までに提出しなければならない。

一般消費者等の数 　保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第 法３３条第１項

の増加の認可等 　２９条第３項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、 （通達参照）

　経済産業省令で定めるところにより、その認定した経済産業

　大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。

　保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第 法３３条第２項

　２９条第３項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業

　省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定を　

　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。

通達（法律関係） 　第１項中「一般消費者等の数を第２９条第３項の数の範囲を超えて増加しよう

[第３３条関係] 　とするとき」とは、保安業務区分ごとに認定を受けた一般消費者等の数を超

　えて当該保安業務を行おうとすることをいい、認定を受けている事業所におい

　て一般消費者等の数を単純に増加させる場合のほか、保安業務を行う事業所

　を新設する場合にその事業所が行おうとする保安業務区分について、既に他

　の事業所で当該保安業務区分の認定を受けていた場合においても一般消費

　者等の数の増加の認可が必要である。なお、同時にある事業所において一般

　消費者等の数が減少し、別の事業所において一般消費者等の数が増加し、合

　算して一般消費者等の数に変動がない場合については、一般消費者等の数が

　減少した事業所分については法第３３条第２項の届出が、一般消費者等が増

　加した事業所分については法第３３条第１項の認可が必要である。

一般消費者等の数 　法第３３条第１項の規定により一般消費者等の数の増加の 規３５条第１項

の増加の認可等 　認可を受けようとする保安機関は、様式第１５による申請書

　に第３０条第２項第１号から第３号までに掲げる書類を添付

　して法第２９条第１項の認定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。

　法第３３条第２項の規定により一般消費者等の数の減少の届規３５条第２項

　出をしようとする保安機関は、様式第１６による届書に第３０

　条第２項第1号に掲げる書類（当該減少に係る事業所のもの

　に限る。）を添付して法第２９条第１項の認定をした経済産業

　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。

保安機関の 　保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で 法３４条第１項

業務等 　定める基準に従って、その保安業務を行わなければならな （通達参照）

　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。

　保安機関は、保安業務を行うべき場合において、これを他人 法３４条第２項

　に委託してはならない。 （通達参照）

　経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保 法３４条第３項

　安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務

　を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機

　関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべ

　きことを命ずることができる。

通達（法律関係） １．第１項中「その保安業務を行わなければならない」には、他の保安機関が委

[第３４条関係] 　託を受けている一般消費者等について業務を行う義務は含まれない。
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２．第１項ただし書中「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。」とされているが、料理飲食店、旅館、学

　校、病院、その他これらに類する施設（以下「業務用施設」という。）における供

　給設備又は消費設備の点検調査の実施について承諾が得られない場合に

　は、保安機関は当該消費者に係る販売事業者に対して協力を要請し、要請を

　受けた販売事業者は当該消費者から承諾が得られるよう務めること。その結

　果なお点検調査に応じない場合にあっては、当該業務用設備の所在地を管轄

　する都道府県知事に連絡させ、必要に応じ、当該消費者に対し、供給設備又

　は消費設備の点検調査に応ずるよう指導されたい。

３．第２項は、保安業務を他人に委託することにより、保安業務を実際に行った

　者の責任と保安業務を委託した保安機関の責任関係が不明確になることを回

　避するために法文化されたものである。

　　なお、相手が「他人」に該当するか否かについては、以下に示すとおりであ

　る。

　(１) 法人にあっては、関連会社、子会社であるかにかかわらずすべて他人で

　　ある。

　(２) 個人にあっては、保安機関と雇用関係にある者（臨時に短期間雇用された

　　者を除く。）は他人に含まれない。また、派遣会社からの派遣社員、関連会社

　　等からの出向については、給与等の支払状況等のいかんにかかわらず、保

　　安業務を行う際の責任が保安機関に帰すこととなる等の契約が結ばれて

　　いる場合は、他人とみなされない。

　(３) 下請の個人事業者については、当該保安機関の行う業務のみを請負い、

　　その他の業務を全く行わない場合であって、下請事業者の保安業務を行う

　　際の責任が保安機関に帰すこととなる等の契約が結ばれている場合は、

　　他人とみなされない。

　(４) 社団法人とその社員、事業協同組合とその組合員、事業協同組合連合会

　　とその会員、農業協同組合とその組合員及び農業協同組合連合会とその会

　　員とは他人である。

保安業務規程 　保安機関は、保安業務に関する規程を定め、その認定を 法３５条第１項

　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。

　保安業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定め 法３５条第２項

　る。 （通達参照）

　第1項の認可をした経済産業大臣又は都道府県知事は、 法３５条第３項

　その認可をした保安業務規程が保安業務の適確な遂行 （通達参照）

　上不適当となったと認めるときは、その保安機関に対し、

　その保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

通達（法律関係） １．保安業務規程の認可については、「保安機関の認定について」（平成９年

[第３５条関係] 　４月1日付け平成０９・０３・３１立局第７８号）を参照されたい。 

２．第３項中「保安業務の適確な遂行上不適当となったと認めるとき」の例とし

　ては、点検又は調査の対象となる供給設備又は消費設備の分布の変化によ

　り、事業所や保安業務資格者の配置が適切でなくなった場合等がある。本項

　の規定による命令があったときは、その命令の趣旨に沿って保安機関は保安

　業務規程の変更の認可を申請する必要がある。

保安業務規程 　法第３５条第１項前段の規定により保安業務規程の認可を受規３９条第１項

　けようとする保安機関は、様式第１７による申請書に保安業

　務規程を添付して法第２９条第1項の認定をした経済産業大

　臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に提出しなけれ

　ならない。

　法第３５条第２項の保安業務規程で定めるべき事項は、次 規３９条第２項

　の各号に掲げるものとする。 （通達参照）

　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
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　　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

　法第３５条第１項後段の規定により保安業務規程の変更の 規３９条第３項

　認可を受けようとする保安機関は、様式第１８による申請書

　を法第２９条第１項の認定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。

通達（規則関係） 　保安業務規程で定めるべき事項については、「保安機関の認定について」

[第３９条関係] 　（平成９年４月１日付け平成０９・０３・３１立局第７８号）を参照されたい。

　

報告 報告 　次の表（省略）の上欄に掲げる者は、毎事業年度経過後三 規１３２条

　月以内に、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に掲げ （通達参照）

　る者に報告しなければならない。

通達（規則関係） １．液化石油販売事業者の報告事項中「販売する一般消費者等の数及び保安

[第１３２条関係] 　業務の委託状況」については、販売所ごとの一般消費者等の数を記載させる

　こと。

２．液化石油ガス販売事業の報告にあっては様式１、保安業務の報告にあって

　は様式２により行うものとする。

３．充てん事業者の報告事項中「一般消費者等の数」及び「充てん作業者の数」

ハ行 　については、使用の本拠ごとに記載させること。

マ行

ヤ行

ワ行
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