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バルク貯槽等の告示検査と廃棄処分バルク貯槽等の告示検査と廃棄処分
の開始時期についての開始時期に いて

施行規則 販売方法の基準 第１６条第２２号、２３号

バルク貯槽及び附属機器はバルク供給・充てん設備告示第一条に定めるところによりバルク貯槽及び附属機器はバルク供給・充てん設備告示第 条に定めるところにより
検査を行うこと。
バルク貯槽及び附属機器の検査期限
①バルク貯槽 附属機器の製造後の経過年数が２０年以下のものは２０年①バルク貯槽、附属機器の製造後の経過年数が２０年以下のものは２０年
②バルク貯槽、附属機器の製造後の経過年数が２０年超のものは５年
③安全弁は製造日から５年

告示検査又は廃棄処分の開始時期
開始年度 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年 2025年開始年度 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
生産年度 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
対象数量 5,238基 11,963基 17,906基 20,510基 24,378基 24,845基 32,608基 25,462基

開始年度 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年2026年

2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年 2025年

2028年 2029年 2032年2030年2027年 2031年 20323年
生産年度 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
対象数量 21,696基 17,655基 13,269基 9,932基 9,544基 7,804基 9,442基 9,210基

1



バルク貯槽告示検査に関わる法令改正等バルク貯槽告示検査に関わる法令改正等

経済産業省（METI）

○液石法 省令・告示改正 （公布：Ｈ26 6 4 施行：Ｈ26 9 1）○液石法 省令・告示改正 （公布：Ｈ26.6.4 施行：Ｈ26.9.1）

基本通達制定 （公布・施行：Ｈ26.10.22）

○高圧法 基本通達改正 （公布・施行：Ｈ26.7.14）高 法 本通達改 （公布 施行 ）

消防庁

○仮設供給設備を設置して300kg以上になる場合の消防署への届け出が免除さる予定です。g
⇒消防庁からＨ２７年内にＱ＆Ａが出され、それを受けて日団協から周知文書が出される

予定。
日本ＬＰガス団体協議会

○くず化基準の制定予定（H27.4～12）

・・・全国高圧ガス容器検査協会：検査所９６社参加

日本ＬＰガス団体協議会

・・・全国高圧ガス容器検査協会：検査所９６社参加

○バルク残液回収方法の検討

○検査実施者、評価者の資格要件の確立

2

検 実施 価 資格要

○回収残液の処理方法の検討 ・・・再液化による「い号プロパン」化



バ ク貯槽 附属機器 告 検査基準とバルク貯槽、附属機器の告示検査基準と
告示検査等に関わる３つの基準について

第１６条（販売方法の基準） 関係（基本通達）

告示検査等に関わる３つの基準について

１２．第22号のバルク貯槽の検査又は第23号のバルク容器の機器の検査につ
いては、告示に定めるところにより検査を行う。この際、高圧ガス保安協会基準
①KHKS０７４５バルク貯槽の告示検査等に関する基準①KHKS０７４５バルク貯槽の告示検査等に関する基準
②KHKS０７４６附属機器等の告示検査に関する基準
③KHKS０８４１バルク貯槽及び附属機器等の告示検査等前作業に関する基準
を用いて行うこと。

①バルク貯槽の告示検査等に関する基準 KHKS 0745（2015）
液化石油ガス法第１６条第２項に基づき 製造後２０年以内に実施しなければならないバルク貯液化石油ガス法第１６条第２項に基づき、製造後２０年以内に実施しなければならないバルク貯
槽（附属機器を除く）の告示検査について、具体的な検査方法や判断基準等を規定している。

②附属機器等の告示検査に関する基準 KHKS 0746（2015）
液化石油ガス法第１６条第２項に基づき、製造後２０年以内に実施しなければならない附属機器液化石油ガス法第１６条第２項に基づき、製造後２０年以内に実施しなければならない附属機器
及びバルク容器の機器の告示検査について、具体的な検査方法や判断基準等を規定している。

③バルク貯槽及び附属機器等の告示検査等前作業に関する基準 KHKS 0841（2015）
告示検査の実施期限日、バルク貯槽の設置環境等に関する確認手順や、バルク貯槽の運搬、
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仮設供給設備の設置等の各種設備工事作業について、関係法令を遵守の上、安全かつ計画的
に実施するため必要となる手順等を規定している。



バルク貯槽及び附属機器等の告示検査等前作業

に関する基準（KHKS0841）の概要に関する基準（KHKS0841）の概要

１） 検査実施期限日の設定及び管理

告示検査等前作業Ａ（バルク貯槽等の作業）

告示検査等前作業Ｂ（安全弁交換作業）

２） 設置環境等の事前調査

３） 告示検査等前作業の実施に際して

必要となる許可申請 届出等

１） 検査実施期限日の設定及び管理

２） 設置環境等の事前調査

３） 作業計画の作成必要となる許可申請、届出等

４） 作業計画の作成

５） 作業計画の周知及び訓練

消費 整

３） 作業計画の作成

４） 作業計画の周知及び訓練

５） 安全弁交換作業の実施
６） 消費調整

７） 撤去工事、仮設工事及び再設置工事

８） 運搬

※作業Bについてはここでの説明は省略しますが、安全弁
交換についても事前調査、 作業計画等の基準が記載さ
れていますので別途理解が必要です。） 運搬

９） 残留ガスの回収等（バルク貯槽による

残留ガスの貯蔵を行う場合は当該貯蔵

も含む）及び窒素置換
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も含む）及び窒素置換

１０）保管



１）検査実施期限日の設定及び管理）検査実施期限日 設定及び管

バルク貯槽及び附属機器の検査実施期限は製造経過年数２０年以下のものは２０年、製造経過年数
２０年超のものは５年とする。（バルク供給・充てん設備告示第１条）

附属機器告示検査期限日の緩和（バルク告示改正 第１条第２項第１号新設）

附属機器はバルク貯槽との製造日の“ズレ”が１年未満であればバルク貯槽に合わせることが出来附属機器はバルク貯槽との製造日の ズレ が１年未満であればバルク貯槽に合わせることが出来
る。（ズレが１年以上の場合は最も早い附属機器に合わせて行うこと。）

※検査期限が経過したバルク貯槽の設置は法令違反となります。（３０万円以下の罰金 液石法第百条）

○バルク貯槽及び附属機器の製造年月日の管理台帳を作成し、検査実施期限日を明確にする。

※当該期限の超過や充填を防止する為、バルク貯槽本体又はプロテクター外側前面の見やすい箇
所に下記のような証票を貼り付けること。（検査実施期限日の１年前までに行うことが望ましい。）

○バルク貯槽及び附属機器の製造年月日の管理台帳を作成し、検査実施期限日を明確にする。

○○年度 検査実施期限証票

液化石油ガス販売事業者
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検査実施期限日 年 月 日



１）－１告示検査の記録及びその保存） 告示検査 記録及びそ 保存
（液石法 施行規則 第131条第1項の表 追加、

第4項、第5項 改正）

（液石法 基本通達 別添4第131条関係5 新設）

帳簿に記載すべき事項

（液石法 基本通達 別添4第131条関係5. 新設）

＜バルク貯槽＞

①バルク貯槽の種類及びその製造事業者

②特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の番号及び発行年月日

③検査を行った年月日 ④検査を行った者の氏名又は名称及び住所

⑤検査の結果

＜附属機器＞ 安全弁を再検査する場合は注意

①附属機器の種類、製造番号及び製造年月並びにその製造事業者の名称

②検査を行った年月日 ③検査を行った者の氏名又は名称及び住所

④検査の結果

帳簿の保存期間
・告示検査を行った場合は 次回の検査日又はくず化 処分する日まで・告示検査を行った場合は、次回の検査日又はくず化、処分する日まで

※バルク貯槽を廃棄処分した場合は、その履歴が確認できるように管理すること。※ ルク貯槽を廃棄処分した場合は、そ 履歴が確認できるように管理すること。

6



２）設置環境等の事前調査

現地調査 目的・・・作業上の制約等を抽出、管理

・供給先の建物分類 ⇒戸建住宅、共同住宅、業務用施設

バルク貯槽の設置環境 保安距離 火気距離 仮設 ペ 搬入経路

＜現地調査実施項目＞

・バルク貯槽の設置環境 ⇒保安距離、火気距離、仮設スペース、搬入経路

・近隣環境 ⇒配慮すべき物件、電線、通信ケーブル、電話線

・工事車両の停車位置とその広さ・工事車両の停車位置とその広さ

・工事に必要な作業スペースの有無

・バルク貯槽以外の供給設備に関する情報

⇒発生方式、調整器、メーター、安全機器

・バルク貯槽・附属機器に関する情報

製造業者 機器番号 製造年月⇒製造業者、機器番号・製造年月日

⇒前回の検査の日（受験経験ある場合）

⇒地上式・地下式 横型・縦型 貯蔵能力 概寸法 支柱・釣り金具の腐食状況
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⇒地上式・地下式、横型・縦型、貯蔵能力、概寸法、支柱・釣り金具の腐食状況



２．－１）実施計画書及びチェックシート（例）
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３）告示検査等前作業の実施に際して必要となる

（液石法 施行規則第21条第2項 新設）
（液石法 基本通達 別添4第21条関係2.3. 新設）

３）告示検査等前作業の実施に際して必要となる
許可申請、届出等

特定供給設備の許可・液化石油ガス工事届出の特例

（液石法 基本通達 別添4第21条関係2.3. 新設）
（液石法 施行規則第87条第2項 新設）
（液石法 基本通達 別添4第87条関係 新設）

消費調整に伴う許可申請又は届出等

特定供給設備の許可・液化石油ガス工事届出の特例
※修理、清掃、検査又は撤去のために、消費

調整のための仮設供給設備を設置する場
合の特例

また、消費調整を行うことなく、既設バルク貯槽に新規設備を連結させた後
すぐに交換する場合は 双方の貯蔵能力を合算する必要がない
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すぐに交換する場合は、双方の貯蔵能力を合算する必要がない。



３）告示検査等前作業の実施に際して必要となる３）告示検査等前作業の実施に際して必要となる
許可申請、届出等

＜バルク貯槽内のＬＰガス実残量の計算式＞

消費調整に伴う許可申請又は届出等

＜バルク貯槽内のＬＰガス実残量の計算式＞

Ｗ ＝ Ｖ × Ｉ × ０．０１ × ｗ

Ｗ バルク貯槽に貯蔵されている液化石油ガスの数量（ｋ ）Ｗ バルク貯槽に貯蔵されている液化石油ガスの数量（ｋｇ）

Ｖ バルク貯槽の内容積（リットル）

Ｉ バルク貯槽に装置された液面計の指示目盛値（％）Ｉ バルク貯槽に装置された液面計の指示目盛値（％）

ｗ ０．５（液化石油ガスの比重）（ｋｇ／リットル）

＜充てん口を封印（例）＞
＜充てんしてはいけない旨の表示（例）＞

＜充てん口を封印（例）＞
充てん口に、容易に破れない網をかぶせ、

ロックリング後方に結束バンド等で固定する
充てん禁止充てん禁止
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責任者 ：

電話番号：
責 任 者

電 話 番 号



３）－１残留ガスの回収に伴う許可申請又は届出等

残留ガスの回収等を実施する場合

販売事業者様

残留ガスの回収等を実施する場合

委託⇒手続き等の完了を確認

委託先（容器検査所、充填所等）

変更許可申請・変更許可申請

・軽微変更の届出高圧ガス製造設備の

・完成検査

・危害予防規程の変更又は制定
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危害予防規程の変更又は制定



３）－２バルク貯槽による残留ガスの貯蔵に伴う３） ２バルク貯槽による残留ガスの貯蔵に伴う
許可申請又は届出等

※委託の場合⇒手続き等の完了を確認

バルク貯槽による残留ガスの貯蔵

販売事業者様、容器検査所、充填所等
※委託の場合⇒手続き等の完了を確認

・製造に係わる（残留ガスの回収の為の）貯蔵の場合・製造に係わる（残留ガスの回収の為の）貯蔵の場合

容器置場の新設、増設

防消火設備やガス漏えい検知警報設備の増設

製造に係わらない（回収を行わない）貯蔵の場合

⇒軽微変更の届出

・製造に係わらない（回収を行わない）貯蔵の場合

容器置場を新設 ⇒第一種貯蔵所 ⇒許可申請、完成検査

⇒第二種貯蔵所 ⇒都道府県知事へ届出

既設容器置場を使用 ⇒10 000ｋ 以上に増加 ⇒第 種貯蔵所の許可申請既設容器置場を使用 ⇒10,000ｋｇ以上に増加 ⇒第一種貯蔵所の許可申請

⇒３，０００ｋｇ以上１０，０００ｋｇ未満 ⇒第二種貯蔵所の届出

既設容器置場が第一種貯蔵所

容器置場を新設 増設 防消火設備の増設等 ⇒軽微変更の届出容器置場を新設、増設、防消火設備の増設等 ⇒軽微変更の届出

その他の変更の工事 ⇒変更許可申請

既設容器置場が第二種貯蔵所

軽微な変更の工事 ⇒届出不要
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軽微な変更の工事 ⇒届出不要

その他の変更の工事 ⇒変更届出



３）－３高圧法における容器としての基準
（高圧法 基本通達 液石則 第6条関係15. 新設）
（高圧法 基本通達 液石則 第49条関係(1) 新設）

告示検査・廃棄のために容器検査所等に置かれたバルク貯槽は
貯槽ではなく容器として取り扱うものとする。貯槽ではなく容器として取り扱うも とする。
また、容器検査所等に移送する場合、残ガス回収を行う場合のみ製造の基準
（一時保管のみの場合は貯蔵の基準）に適合することが規定されました。

＜移送先における主な規制内容＞

下

その他の貯蔵所
1 5kg超～

第2種貯蔵所
3 000kg以上～

第1種貯蔵所
10 000kg以上

第1種製造者
※残ガス回収する場合のみ

製造の基準貯蔵の基準

1.5kg以下 1.5kg超～
3,000kg未満

3,000kg以上～
10,000kg未満

10,000kg以上 ※残ガス回収する場合のみ

（容器検査所）

－ － 保安距離（置場距離）保安距離（置場距離）

－ 2ｍ以内 火気使用禁止

－ 警戒標

－ － 消火器 消火器(＋散水装置)

－ 軽量な屋根（短期間であれば難燃性シート）
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－ － 滞留防止構造



４）作業計画の作成

①作業手順 ③所要資材等及びその所在

②保安管理体制

・統括作業責任者

・作業区分ごとの作業責任者（その代理者）

④設備工事等作業に係わるその他注意事項

・協力会社の作業区分等

防災事業所との連携・作業区分ごとの作業責任者（その代理者）

・連絡体制、責任の所在

・防災事業所との連携

・都道府県、警察、消防等の関係機関へ通報
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５）作業計画の周知及び訓練５）作業計画の周知及び訓練

①作業計画に携わる関係者に定期的に内容確認や必要に
応じ訓練を行い作業内容の理解と把握に努めること。

②一般消費者及びその近隣住民に対し、作業内容等の周② 般消費者及びその近隣住民に対し、作業内容等の周
知を事前に行うこと。

６）消費調整）消費調

①消費調整のために一定期間設置する仮設供給設備と保安物件との離隔距離
は、バルク貯槽と保安物件との離隔距離に合わせること。

②消費調整期間中はガス漏えい等の異常がないことを適宜確認すること。
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７）撤去工事、仮設工事及び再設置工事

・移送基準ＫＨＫＳ0840「2.移送作業等の方法(1)バルク貯槽の撤去作業」に準拠する。

・消費者によるＬＰガスの使用状況の確認等

⇒消費者がＬＰガスを消費していないことを確認

・供給管等の撤去

⇒ガス取出弁に接続の供給管等の内部の残留ガスは大気放出⇒ガス取出弁に接続の供給管等の内部の残留ガスは大気放出

⇒液取出弁に接続の供給管等の内部の残留ガスは原則回収

⇒バルク貯槽の損傷防止措置、火気を用いない方法で実施

・弁、プロテクターのふたの措置

⇒弁のハンドル等は運搬時の振動によって緩みが生じない措置

⇒供給管等との接続口が露出している場合は異物の付着等の防止措置⇒供給管等との接続口が露出している場合は異物の付着等の防止措置

⇒プロテクターのふたは運搬時の振動によって解放することのない措置

・アンカーボルトの取り外し

バルク貯槽の損傷防止措置 火気を用いない方法で実施⇒バルク貯槽の損傷防止措置、火気を用いない方法で実施

・埋設バルク ⇒損傷しないように十分配慮して実施

・漏えいの有無の確認 ⇒バルク貯槽からＬＰガスの漏えいがないことを確認
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漏えいの有無の確認 ⇒バルク貯槽からＬＰガスの漏えいがないことを確認

・消費者へのＬＰガスの仮設供給 ⇒適用法令に定める基準に従って行う



８）運搬

移送基準ＫＨＫＳ0840「2.移送作業等の方法」「(２)運搬作業」に準拠する。

・車両への積み込み等

・車両上におけるバルク貯槽の固定

・運搬方法⇒一車両につき、一基のみ移送可能（貯蔵能力3000kg未満）

⇒運搬方法について27年度中の改正予定が予定されている。（改正概要はＰ18参照）⇒運搬方法について27年度中の改正予定が予定されている。（改正概要はＰ18参照）

９）残留ガスの回収等（バルク貯槽による残留ガスの貯蔵を行う場合は当該
貯蔵も含む）及び窒素置換蔵 換

移送基準ＫＨＫＳ0840「2.移送作業等の方法(3)ＬＰガスの回収・廃棄作業及び保管等」に準拠する。

①処理設備を用いてバルク貯槽の内部のＬＰガスを回収する場合は当該処理設備を所有する
ガス処理業者の指示に従い実施するガス処理業者の指示に従い実施する。

②処理設備を用いないでバルク貯槽の内部のＬＰガスを回収する場合は、高圧法の規定に
従って実施する。

③バルク貯槽の内部のＬＰガスを廃棄する場合は 高圧法の規定に従って実施する③バルク貯槽の内部のＬＰガスを廃棄する場合は、高圧法の規定に従って実施する。

１０）保管
移送基準ＫＨＫＳ0840「2.移送作業等の方法(3)ＬＰガスの回収・廃棄作業及び保管等」に準拠する。

①当該バルク貯槽の内部に高圧ガスとなるＬＰガスが存在しない範囲で保管する。
②地震等でバルク貯槽が転倒しないように保管する

17

②地震等でバルク貯槽が転倒しないように保管する。
③バルク貯槽を廃棄処分した時は特定設備検査合格証等を遅滞なく返納すること。



ＬＰガスバルク貯槽移送基準（ＫＨＫＳ０８４０）
（平成１７年６月１６日制定 平成２４年９月２５日改正）

この基準はバルク貯槽の設置場所でバルク貯槽内のＬＰガスを回収又は廃棄するため

の作業が困難な次の場合であって、設置場所から第１種製造者、第２種製造者の事業

所まで運搬する場合に適用する所まで運搬する場合に適用する。

①バルク貯槽本体又は、附属機器に漏えいを伴わない異常がある場合

②消費者の転居等によって バルク貯槽を撤去する必要が生じた場合②消費者の転居等によって、バルク貯槽を撤去する必要が生じた場合

③バルク貯槽及び附属機器の告示検査を実施する場合

④バルク貯槽を廃棄する場合

※③と④の場合は、バルク貯槽の告示検査期限内に計画的な消費調整

を行い残ガス量を可能な限り減少させること。

平成 年度中改正作業中（③と④ 適用する ）※平成２７年度中改正作業中（③と④について適用する。）

①１車両１基の積載⇒複数基及び容器の積載基準を追加 （車両積載量まで）

②第１種製造者等への運搬⇒中間貯蔵所への運搬先追加
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②第１種製造者等への運搬⇒中間貯蔵所への運搬先追加

③質量３０００ｋｇ以上のＬＰガスの移送基準を追加（複数基積載対応）



き特定設備検査合格証の再発行と返納手続き

・特定設備検査合格証を遅延なく返納する。特定設備検査合格証を遅延なく返納する。

・バルク貯槽を廃棄処分したときは、バルク貯槽の「特定設備検
査合格証」を製造メーカー経由で高圧ガス保安協会(ＫＨＫ)に査合格証」を製造 経由 高圧 保安協会( )に
返納しなければなりません。

・再発行手続きは、特定設備検査合格証のコピー又はプレート
の拓本 写真が必要）の拓本、写真が必要）

高圧ガス保安法

第５６条の６第 条

・特定設備検査合格証の交付を受けている者は、特定設備を
失った時、くず化処分した時は、遅滞なく交付者に返納しなけ
ればならない
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ればならない。



まとめ（事前準備事項）
１．告示検査実施日の確実な管理

バルク貯槽及び附属機器の製造年月日に基づく管理台帳を作成する。

告示検査実施期限日を確定する⇒告示検査実施期限日を確定する。

２．特定設備検査合格証等（ＫＨＫ合格証）の管理

紛失している場合は再発行手続きを早急に行うこと （製造メ カ に依頼 ）紛失している場合は再発行手続きを早急に行うこと。（製造メーカーに依頼。）

⇒廃棄処分時には、合格証本紙の返納義務がある。また、期限管理にも必要。

３ バルク貯槽の設置環境の調査 確認３．バルク貯槽の設置環境の調査・確認

⇒適切な搬出、搬入方法、仮設供給設備等の有無など必要事項を把握する。

４ 作業計画と訓練４．作業計画と訓練

⇒作業計画を作成し、告示検査等前作業が確実に実施できる体制をつくること。

必要に応じて訓練を行い備えること必要に応じて訓練を行い備えること。

５．設備工事業者、廃棄処理業者等の選定

告示検査等前作業に関する基準・作業内容について理解を深めること。告示検査等前作業に関する基準 作業内容について理解を深めること。

⇒委託業者が法令・作業基準に合致していることを確認すること。
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ご清聴有難う御座いました




