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第１ 保安対策指針の位置づけ

１．考え方

液石法は、実効性が高く自主保安活動
の推進につながる保安規制が基本
・事前規制は必要最小限
・事後規制（立入検査等）で法令遵守を確保

３．取組の基本方針

第２ 要請４項目

２．平成２７年（度）の状況

27年の事故件数は平成18年度以降
で最も少ない件数となった。(167件)
・死亡者2名、負傷者60名
・CO中毒事故は依然発生
（死亡1人、負傷者14人）

（１）事故状況の発生

27年度は法令違反を伴う事故は14
件発生。
死傷者数は62人であるが、このうち
14.8％（9人/62人）が法令違反を伴
う事故によるもの

（２）法令遵守の状況

指針の構成

１．法令遵守の徹底
・経営者の保安の確保へのコミットメント等
・販売事業者等の義務の再認識
・保安教育の確実な実施
・販売所・営業所単位での保安の確保
・事業譲渡時等の保安業務の確実な実施

・バルク貯槽等の20年検査に
向けた体制準備
準備２．組織内のリスク管理の徹底及び
自主保安活動の推進

・組織内リスク管理の徹底
・集中監視システムの導入等による自主保安
活動の推進

３．事故防止対策
・ＣＯ中毒事故の防止策
・一般消費者等起因事故の防止対策
・LPガス販売事業者等起因事故の防
止対策
・質量販売に係る事故の防止対策、積雪・除
雪ミス事故の防止対策

４．自然災害対策
・液化石油ガス部会・LPガス災害対策マニュ
アルの着実な実施

「平成２８年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針」の構成
経済産業省 ガス安全室より

重要事故対
策３項目



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
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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
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（全国ベース）

開始年度 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025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 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年 2032年 2033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



全国ベース 20年検査（くず化）数量
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歴年別バルク貯槽等生産数 279,212基（2015年度迄）上記以外に2.9ｔ5,116基
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関東甲信越地区
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Ⅰ.バルク貯槽はいつまで使える？
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Ⅱ.バルク貯槽製造日は特定設備検査合格証
発行日で確認（必ず原本が必要、コピー不可）



7

Ⅲ.バルク貯槽表示
特定設備検査規則第５６条（表示）

銘板、シール（任意）で確認 バルク貯槽刻印例（拓本）
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検査実施期限日の設定及び管理
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。）
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附属機器製造日の管理（整備例）
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検査実施期限日の表示
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バルク貯槽くず化、告示検査対応フロー（例）
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ＬＰバルク貯槽移送基準（ＫＨＫ Ｓ 0840）改正
20年検査時、くず化時に複数運搬、中間貯蔵、容器との混載を認める改正

高圧ガス保安協会より

第１６条（販売方法の基準） 関係（基本通達）
高圧ガス保安協会基準
①KHK S 0745 バルク貯槽の告示検査等に関する基準
②KHK S 0746 附属機器等の告示検査に関する基準
③KHK S 0841 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
④KHK S 0840 LPガスバルク貯槽移送基準
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バルク貯槽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

＜現地調査実施項目＞

・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、仮設スペース、搬入（出）経路

・既存バルク搬出方法⇒ユニックで可能か？ ラフター手配か？

⇒計画的消費調整を行っても残液はある＝バルク貯槽の重さが未確定である

・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

・工事に必要な作業スペースの有無（居住者の駐車場との絡み）

・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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作業計画の立案・周知・訓練
作業計画書を作成すること

①作業手順
②作業責任者・保安管理体制
③所要資材等及びその所在
④協力会社の作業区分等
⑤防災事業所との連携
⑥都道府県、警察、消防関係機関への通知
⑦周知及び訓練
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実施計画書及びチェックシート（例）

別紙参照

関液協会員メーカーの
提供資料です。
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本開発は「平成24年度ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発支援補助金」により

「バルク貯槽20年検査、交換・廃棄作業支援システム」の開発として行いました。

BulktankWorking Support System 
バルク貯槽作業支援システム （アプリケーション）

BWSは皆様のバルク貯槽撤去交換作業を支援するシステムです



現 場 撤 去 作 業
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①ＬＰガス供給状態の確認

②供給管の撤去

火気に注意し、基本的に気体は大気放出、液は回収。

③弁、プロテクターの処置

振動等で緩まないように針金等で固定すること。

④アンカーボルト撤去は火が出ない方法で実施する。

⑤埋設式の場合は傷をつけないように注意する。

⑥仮設供給が必要。
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仮 設 供 給 ユ ニ ット（計画的消費調整）
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仮 設 供 給 ユ ニ ット（計画的消費調整）

高性能容器撤去バルク貯槽

仮設供給ユニット
高性能容器
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貯蔵能力が1000㎏未満の貯槽等の修理、清掃、検査又は撤去を行うために当該
貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスをできる限り多く消費する必要がある
場合には貯蔵能力ではなく、現に貯蔵している量で換算する。

仮設撤去の方法と施工上の留意点

消費調整に伴う許可申請又は届出等 （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）
（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）

特定供給設備の許可・液化石油ガス工事届出の特例

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。

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。
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①バルク貯槽にＬＰＧを充填してはならない旨を表示

②充填口を充填できないよう封印措置

充填禁止措置の留意点

写真１ 破れない網をかぶせる 写真２ 結束バンド
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現場にて残ガス回収方法①
高圧ガス保安法（移動式製造設備、コンプレッサーでの回収）

①コンプレッサーを利用してバルク貯槽から車輛容器に回収

②「第一種高圧ガス製造」となり、第一種保安物件まで１５ｍ、第二種保
安物件まで１０ｍの保安距離が必要

③既に実績は多数あり、全国に数台設備が存在する

④基本的には高圧ガス保安法で施行する
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現場にて残ガス回収方法②
高圧ガス保安法（第2種製造設備）

ガス回収車の使用は、処理量「0」で保安距離が「0m」ホース30mを装備してます
ので、現在充填出来ている物件であれば、液・ガス回収が可能です。

液回収容器 冷凍機

小型容器回収装置
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現場にて残ガス回収方法③
真空引きした容器液回収

バルク貯槽容量の２～３倍の容量の容器が必要。また時間もかかる。

容器には半分以下しか回収できない。無理に充填しない。容器過充てんに注意。

現地での燃焼（回収方法①、②も同様です。）

消防署等への届出等が必要

液取出弁

真空引きした容器

高圧ホース
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・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)に原本を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）

高圧ガス保安法

第５６条の４
特定設備検査合格証の交付を受けている者が
、特定設備検査合格証を失った場合、交付者
に申請し再交付を受けることができる。

第５６条の６

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、使
用できないように処分した時は、遅滞なく交付
者に返納しなければならない。

特定設備検査合格証の再発行と返納手続き
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告示検査の記録及びその保存
（液石法 施行規則 第131条第1項の表 追加）

帳簿に記載すべき事項
＜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

※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。
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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。

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

⇒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

⇒業務主任者が作業計画を作成し、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（２年程度の前倒し）。 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。

⇒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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バルク貯槽関連事故例

(過去２年間）
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バルク貯槽関連事故例(過去2年間）
事故発生日時：2015年11月7日
事故発生場所：富山県
人 的 被 害：死亡1名
物 的 被 害：なし
事 故 概 要：集団供給の住宅新築現場で、バルク貯槽からの供給管を下水

道工事業者が破損し、ガスを止めようとして掘削穴に入った
作業員が低酸素脳症のため死亡した。

該 当 貯 槽：不明
製 造 年：不明
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バルク貯槽関連事故例(過去2年間）
事故発生日時：2014年12月30日(火)午前11時頃
事故発生場所：長野県
人 的 被 害：重傷３名
物 的 被 害：窓ガラス及び天井の破損、網戸等の焼損
事 故 概 要：一般住宅において、3名が重傷を負うガス漏えい火災事故が

発生しました。原因は、除雪業者が重機を用いて除雪作業中、
バルク貯槽の安全弁を破損し、漏えいしたガスに玄関に設置し
ていたストーブの火が引火したものと推定されます。

該 当 貯 槽：298ｋｇ地上横型
製 造 年：2004年平成16年
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バルク貯槽関連事故例(過去2年間）

事故発生日時：2014年11月6日 午前11時30分頃

事故発生場所：北海道
人 的 被 害：なし
物 的 被 害：なし
事 故 概 要：共同住宅において、販売事業者立会いの下、設備工事事業者が

バルク貯槽2基の安全弁及び調整器交換をする際、2基のうち1基
の安全弁及び調整器を交換した後、残り1基の調整器を交換する為
ガス取出弁を閉止しようとハンドルを回転したところ、ハンドル、
大ナット、弁体組付け部分が外れガスが漏えいし、設備工事事業者
1名が軽傷を負った。何らかの原因によりガス取出弁の大ナットが
緩んだ状態となったため、設備工事事業者がガス取出弁を閉止する
ためにハンドルを回転したところ、ハンドル、大ナット、弁体組付け
部分が外れガスが漏えいしたものと推定される。

該 当 貯 槽：985ｋｇ×2基
製 造 年：2006年
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バルク貯槽関連事故例(過去2年間）
事故発生日時：2014年10月14日 午後1時52分頃

事故発生場所：静岡県
人 的 被 害：なし
物 的 被 害：なし

事 故 概 要：介護老人保健施設において、職員から気化装置の安全
弁からガス噴出の音がするとの連絡があり、消防及び
販売事業者が出動したところ気化装置の安全弁からガス
が噴出していることを確認した。原因は気化圧力調整弁
の軸部にドレンが付着していたことから、気化圧力調整
弁の動きが悪くなり、気化装置内に液が過剰に取り込ま
れたことにより気化装置気体側の圧力が安全弁設定圧
力を超えた為、気化装置の安全弁が作動しガスが噴出し
たものと推定される。

該 当 貯 槽：985ｋｇ
製 造 年：不明
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バルク貯槽関連事故例(過去2年間）
事故発生日時：2014年7月27日 午前2時頃

事故発生場所：新潟県
人 的 被 害：なし
物 的 被 害：なし
事 故 概 要：飲食店において、従業員からガスが漏れる音及びガス臭がす

るとの連絡があり、販売事業者及び消防が出動したところ、バ
ルク貯槽のプロテクター内の液取出弁と閉栓プラグの間からガ
スが漏えいしていることを確認した。原因は当該バルク貯槽の
液取出弁に取り付けられていた閉栓プラグが緩んでいた為何
らかの原因で液取出弁が開いた際当該プラグの隙間からガス
が漏えいしたもの。

該 当 貯 槽：290ｋｇ
製 造 年：2007年
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バルク貯槽関連事故例(過去2年間）
事故発生日時：2014年6月1日午後17時23分頃
事故発生場所：山形県
人 的 被 害：なし
物 的 被 害：なし
事 故 概 要：共同住宅において通行人からガスが噴出しているとの通報が

あり、販売事業者が出動したところ液取出弁からガスが漏えい
していることを確認した。原因はバルク貯槽の安全弁又は調
整器の交換時並びにガス充填時に人体の接触等により液取
出弁が誤って開いた際、緩みやすい樹脂プラグに貯槽内の圧
力がかかったことにより当該プラグが緩み、ガスが漏えいした
ものと推定される。尚、バルク貯槽は施錠されているため第三
者によるいたずらは無いものと考えられる。

該 当 貯 槽：500ｋｇ
製 造 年：2003年
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ご清聴有難う御座いました。


