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2（出典：内閣府） ※印の付いたものは激甚災害に指定されたもの

西暦 月日 災害内容 主な被災地 （災害名） ※

2014年 7.9 水害（台風） 長野県・宮崎県 台風8号 ※

8.1 水害（台風）
北海道・京都府・兵庫県・大阪府・奈良県・
広島県・徳島県・愛媛県・高知県

台風11号・12号

8.24 水害（台風） 三重県 台風15号 ※

10.13 水害（台風） 兵庫県 台風19号 ※

11.22 地震 長野県 長野県北部地震

12.16 水害（高潮） 日本全国（特に日本海側） ※

2015年 9.7 水害（台風） 宮城県・福島県・茨城県・栃木県 台風18号 ※

2016年 4.14 地震 熊本県等 熊本地震 ※

6.6 水害（豪雨） 熊本県・宮崎県 梅雨前線 ※

8.8 水害（台風） 北海道・岩手県 台風7・9・10・11等 ※

9.17 水害（台風） 宮崎県・鹿児島県 台風16号 ※

10.21 地震 鳥取県 鳥取中部地震

2017年 7.5 豪雨 福岡県・大分県 九州北部豪雨 ※

7.23 水害（豪雨） 秋田県 秋田豪雨

近年発生した主な災害



２０１１年 東日本大震災

地震で転倒した容器の重みでチェーンが外れ、破損した集合装置

写真提供 Ｉ・Ｔ・Ｏ 株式会社
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地震・災害現場写真



２０１１年 東日本大震災

写真提供 株式会社石油化学新聞社

地震後の津波で流された容器

チェーンによって流出を免れた容器
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津波・災害現場写真
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２０１４年 山梨県 豪雪

物流もストップ

積雪で閉ざされた道路

雪害・降雪地域の写真
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雪に埋もれたＬＰガス設備
雪害対策が必要です。

最近は、異常気象の影響により豪雪地域以外
でも大雪が降るようになり、雪害が発生しており
ます。

雪害・降雪地域写真



東日本豪雨(常総市の水害）

２０１５年

北関東や東北を豪雨が襲い、宮城、茨城、栃木の3県で計7人が死亡し、多くの家屋が浸水し
た。鬼怒川の決壊で死者2人、3000戸以上が浸水した茨城県常総市では、住民が屋根からヘリ
コプターで救助される様子などが注目を集めた。
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東日本豪雨(常総市の水害）

２０１５年

水の浮力で容器が転倒 水の勢いで容器が引っ張られ配管が破損
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２０１６年 熊本地震

地震による崩落で容器が転倒し、供給設備が破損した設備

写真提供 Ｉ・Ｔ・Ｏ 株式会社

地震・災害現場写真



２０１６年 岩手県 台風・豪雨

写真提供 岩手県エルピーガス協会
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河川の氾濫で横転した容器

浸水後の住宅と流された車両

水害・災害現場写真



２０１６年 北海道 十勝川氾濫 台風・豪雨

写真提供 Ｉ・Ｔ・Ｏ㈱
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水害・災害現場写真
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２０１７年 九州北部豪雨 写真：福岡・大分両県庁ＨＰより

水害・災害現場写真



東日本大震災の被災地における対応から明らかになった課題

課題 内容

通信の寸断
・災害時優先電話を含め、電話／データ通信がほぼ
機能しないケースが相次ぎ、情報収集・共有が困難

初動 電力の損失

・元売／基地：ＬＰガスの出荷が不可
・卸売：充填所のポンプが駆動せず供給不可
・その他各事業所：情報の収集／発信が困難、顧客
データの確認不可

保安
保安点検の実施

・小売のみでは、早期保安点検は困難、卸売も他社の
顧客の保安点検は困難

・全戸点検ができないケースの発生

流出容器の回収 ・大量の流出容器が発生した場合の対応が困難

基地の保安 ・千葉地区の一基地において、法令遵守が不徹底

出典：資源エネルギー庁東日本大震災を踏まえた今後のLPガス安定供給の在り方に関する調査（H24年２月）より
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東日本大震災３県の被災状況

岩手県 宮城県 福島県

最大震度 震度６弱 震度７ 震度６強

津波（最大）
宮古市：８．５ｍ
大船渡：８．０ｍ

石巻市：８．５ｍ
仙台港：７．２ｍ

いわき市：９．３ｍ

ＬＰガス利用世帯
利用世帯率：92.9%
全半壊ＬＰガス家屋

数：22,104戸

利用世帯率：64.2%
全半壊ＬＰガス家屋
数：約50,000戸

利用世帯率：87.5%
全半壊ＬＰガス家屋
数：約30,000戸

充填所 全半壊：9ヶ所 全半壊：14ヶ所
全半壊：2ヶ所
原発避難：2ヶ所

販売店 全半壊：66ヶ所 全半壊：139ヶ所
全半壊：23ヶ所
原発避難：51ヶ所

特徴
東西・南北で被害の
程度が大きく異なる

沿岸部が広範囲に
わたって津波に被害

原発による影響が
大きい

出典：資源エネルギー庁東日本大震災を踏まえた今後のLPガス安定供給の在り方に関する調査（H24年２月）より
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東日本大震災におけるライフラインの復旧状況

出典：資源エネルギー庁・東日本大震災を踏まえた在り方に関する調査より

3月 4月 5月 6月
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熊本県LPガス協会における安全点検等の対応

前震（平成28年4月14日（木）21時26分発生）
4/15 消防等から熊本県LPガス協会にガス臭の通報を受け、現地において協
会役職員や会員事業者により容器バルブの閉栓等を実施。

本震（平成28年4月16日（土）1時25分発生）
4/16 社会福祉施設の被害状況確認を実施。

4/20 協会職員による益城町被害状況確認を実施。

4/22 チームLPG（会員事業者により構成）の出動を発動。

4/23〜4/24 チームLPGによる益城町木山地区において倒壊した家屋等の容
器回収を実施。

（総回収本数：６０８本）（各日２９名が参加）

4/25 被災地域における各消費者のLPガス設備について、安全点検及び設備
補修等が完了。（家屋倒壊、避難所への入所による留守宅等の一部を除く。）
（参考）
・熊本県内LPガス消費者⼾数約５０万戸（県内世帯数約７１万世帯） LPガス利用率約７０％

・LPガス販売事業者数約４百事業者、約５百事業所

・被災状況ガス漏えいによる二次被害（火災・爆発等事故）は無し。販売所の損壊４販売所（営業再開）

平成29年3⽉16⽇経済産業省商務流通保安グループガス安全室 発表
「平成28年熊本地震におけるＬＰガス販売事業者等による安全点検等について」から抜粋
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今後、発生が予想される大地震について

※発生予測確率は、内閣府地震調査研究推進本部による

死者・行方不明者数 住宅全壊戸数

首都直下地震 約2.3万人 約61万棟
（東日本大震災
の約5倍）

東日本大震災 22,118人 12万1,768棟

首都直下地震の被害想定区域

【首都直下地震緊急対策区域を含む都県】
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、静岡



出典：内閣府 南海トラフ巨大地震の被害想定について（第一次報告）より 18



平成２９年度
液化石油ガス販売事業者等保安対策指針

１．法令遵守の徹底

２．組織内のリスク管理の徹底及び自主保安活動の推進

３．事故防止対策

(１) CO（一酸化炭素）中毒事故の防止対策

(２) 一般消費者等に起因する事故防止対策

(３) LPガス販売事業者等に起因する事故の防止対策

４．自然災害対策
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自然災害対策

(１) 「東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の

在り方について」 １４の対策

設備・機器面における対応として、地震及び津波による

一時的な物理的被害の防止

↓
供給設備の破損、容器転倒、流出などの防止にための

具体的な対応についての検討

(２) 熊本震災を受けた災害時対策の見直し

「LPガス災害対策マニュアル」を改訂する方針
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「東日本大震災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について」 １４の対策

１．情報収集・発信体制の整備

（対応策その１）日液協ルート等の追加

（対応策その２）把握する情報の内容やタイミングの見直し

２．被災後の復旧対応

（対応策その３）中核充てん所の整備

（対応策その４）企業の枠を超えた点検・調査の推進

（対応策その５）車両の稼働の確保

（対応策その６）防災協定等の見直し

（対応策その７）災害対応のための関係機関による中央連絡会議の設置等

３．設備・機器面における対応

（対応策その８）段階１：地震及び津波による一次的な物理的被害の防止

（対応策その９）段階２：ＬＰガス容器からのガスの漏えい・放出の防止

（対応策その１０）流出ＬＰガス容器の回収体制の構築

（対応策その１１）マイコンメーターの復帰対応など正確な情報の普及

（対応策その１２）「ＬＰガス消費者地震対策マニュアル」等の見直し

（対応策その１３）震災対応のコアとなる人材の育成

（対応策その１４）震災対策に資する安全技術の開発、指針の策定等
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ＬＰガス設備の災害対策について
「ＬＰガス災害対策マニュアル」より

１）容器の転倒、流出防止対策（鎖、ベルトの上下二重掛け等）

２）設備強化対策（調整器、メータ等の固定強化、独立した固定架
台の設置、ＰＥ管、配管用フレキシブル管等の可とう性、耐食性
のある管材料の採用）

３）落下物対策（保護板の設置、容器バルブ保護プロテクターの設
置）

４）ガス放出防止型高圧ホース、ガス放出防止器の導入促進

５）感震自動ガス遮断装置の設置

地震時及び災害発生時にＬＰガス設備からの二次災害の発生
を防止するためには設備の耐震性向上、安全器具の設置等設
備面の事前対策が必要である。
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１）容器の転倒、流出防止対策

・壁と容器の隙間、クサリのあそびを極力
なくす。

・止め金具は軸組（柱、間柱）にしっかりと
する。

・クサリの二重掛けでより確実に固定する。

※止め金具は軸組
（柱、間柱）にしっか
りと！

（鎖、ベルトの上下二重掛け等）

鎖、ベルトの上下二重掛け等
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調整器等の固定強化 配管支持金具例

ガスメータ補強プレート

●調整器、メータ、供給管、配管等の支持金具の
固定強化。また、ＰＥ管、配管用フレキシブル管
等の可とう性、耐食性のある管材料を採用し、
設備全体の強度アップを図る。

２）ＬＰガス設備強化対策
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独立支柱による強化対策

埋設式（支柱をコンク
リート 基礎に埋設）

アンカー式（支柱
をコンクリ ート上
に設置）

○家屋の壁などに直接設置するのと異なり、容器、調整器、ガスメータ等が一体的
に設置することができる。家屋の美観に配慮することや設備そのものの耐震性など
の強度を上げることができる。

２）ＬＰガス設備強化対策
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家屋の屋根等からの落下物対策－１

①保護板等の設置

②容器バルブ保護用プロテクター（＋ガス放出防止型高圧ホー
ス）の設置

３）落下物対策

※落下物対策を怠り屋根からの雪などの落
下でガス漏れ等を起こした場合自然災害と
は見なされず事故扱いとなります。
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屋根からの落雪や落下物により、調整
器や容器バルブが破損するのを防ぎま
す。

３）落下物対策 （雪害対策用保護器）



①折損式ガス放出防止弁内蔵型単段式調整器

●落雪等で調整器に異常な負荷が加わると左図
のように入口接続部が折れてボールが栓をして
ＬＰガスの流出を防止する機構が付いています。

※入口接続部が完全折損（20°以上）しないと
ガス放出防止弁は作動しません。

ＨＳ－５ＢＰ（Ｈ／Ｓ）

●張力式高圧ホースと組み合わせることで、垂
直配管による壁際設置が可能となり、雪害
対策に威力を発揮。

②単段式調整器＋張力式高圧ホース

３）落下物対策（家屋の屋根等からの落下物対策－２）
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地震時に最も多いLPガスの漏えい箇所

漏えい原因
容器の転倒等の過重による供給設備の破損

①自動切替調整器と高圧ホースの接続部
の折損（高圧ガスの漏えい）

②自動切替調整器とねじガス栓の接続部
の折損（低圧ガスの漏えい）

①

②

４）ガス放出防止型高圧ホース・ガス放出防止器の設置
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ガス放出防止型高圧ホース

【防止機能作動表示】
【ガス放出防止型高圧ホースの作動例】

４）ガス放出防止型高圧ホース・ガス放出防止器の設置
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ガス放出防止型高圧ホースの地区別出荷割合

出所：日本エルピーガス供給機器工業会
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施錠されている容器収納庫は、地震時に消費者が容器バルブを閉めることが困難な
ため、貯蔵能力が1,000kg以上の貯蔵設備については、感震自動ガス遮断装置を設
置することが望ましい。

【感震自動ガス遮断装置 ①】

感震自動ガス遮断装置は、感震センサと感震遮断弁によって構成される装置で、設定加速度
（250ガル震度5強相当、又は400ガル震度6弱相当）以上の地震の震動が発生すると、自動的
にラインのガス供給を遮断します。

通常時 遮断時

感震自動ガス遮断装置の作動原理

５）感震自動ガス遮断装置の設置
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【感震自動遮断装置 ②】

●この感震自動ガス遮断装置
は、感震器と遮断弁がレリーズ
によって接続されている装置で、
作動設定値（250ガル震度5強相
当、又は400ガル震度6強相当）

以上の地震が発生すると、感震
器の作動した力がレリーズから
遮断弁に伝わり、自動的にガス
を遮断します。
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災害対策への積極的な取り組みが報道に

平成２４年３月１３日、ＮＨＫ「おはよう日本」で「災害に強いＬＰガス」とし
て高知県協会の取り組みが放送されました。
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Ａ販売事業者

地震後、多くのお客様から問い合わせを受けた。揺れが大きかったので、容器
の転倒についての電話が多く寄せられた。その復帰作業が多くなり、その対応に
莫大な時間を要した。
一方、鎖の二重掛け対策済みのお客様からはメーター復帰の問い合わせ対応で

済んだ場所もあった。
今回の経験から、今後の対策として、早急に鎖の二重掛け、ガス放出防止型高

圧ホースの設置を進めていく。
またチェーンの固定金具のビス止め材料については強固な物に変更する。

Ｂ販売事業者

揺れが大きかったので、容器の転倒についての電話が多く寄せられ、現場作業
が多かった。容器の転倒が多かったのはアンカー無しの留め具の住宅が多く見受
けられた。
今後の対策として、早急に鎖の二重掛け、２０キロ容器の引っ掛けチェーン、

ガス放出防止型高圧ホースの設置を進めていく。
チェーンの留め具についてもアンカー付きのもので対応することとしている。

熊本地震を経験された、販売事業者様の声①

※ （一社）全国LPガス協会の熊本地震現地調査結果より抜粋
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熊本地震を経験された、販売事業者様の声②

Ｃ販売事業者
自宅は一部損壊。情報が錯綜し、阿蘇大橋が崩落したことも当初知らなかっ

た。電気は１か月近く、水道は２か月止まった。顧客の４割が全壊・半壊の被害
を受け、仮設住宅に移ったので、顧客件数は前の６割程度に激減した。
あれだけの規模の地震に対し、どこまで効果があるかわからないが、鎖を１本

増やし、二重掛けにした。高圧ホースも今後は順次、ガス放出防止型に交換して
行く。

Ｄ販売事業者
液状化による地盤沈下被害を受け、社屋が傾いたまま営業をしている。
鎖の二重掛けこれまで行っておらず、採用すべきと思うが、壁の強度に左右さ

れるので、取付の仕方が課題。ガス放出型高圧ホースの効果は非常に高い。新規
とアパートから随時交換を進めている。

Ｅ販売事業者
前震に耐えた事務所が本審で全壊し、電話が光回線であったため停電で使えな

くなった。１週間繋がらず、携帯電話に転送したところ１日５０本の電話が殺到
した。団体では容器庫そのものが投げ飛ばされていた。

あれほど巨大な揺れでは、いくら二重掛けでも、ビスが抜けたり、壁ごと飛ぶ
のではないか。ガス放出防止型高圧ホースは非常に効果的がある。全ての仮設住
宅に取付けており、それ以外も順次切り替えたい。

※ （一社）熊本県LPガス協会作成「熊本地震の記録」より抜粋 36



熊本地震の経験から得た課題

□情報収集活動

情報収集活動に関する問題点

・被害状況の把握（社員の安否、顧客の被害状況）

・顧客からの問い合わせ、要望などの緊急連絡に対する回答及び優先順位の付け方

・情報発信方法（ブロック長、協会、行政等の報告、顧客への通知など）

今後の対策

・固定電話、携帯電話、衛星電話などの通信機器の日頃からの整備

・FAX又はメール、SNSなどを活用した連絡体制の整備

・BCP（事業継続計画）の制定

□その他

多くの住民が自らバルブを閉めて避難したこと、地域の消防団がバルブを閉めて回っ
たことから、二次災害防止に大きな効果があったと思われる。

その意味で、ＬＰガス関係者だけでなく、多くの人々の協力が不可欠であり、普段から
販売店への周知とともに、マスコミ等を通じた非常時対応の周知啓発活動の重要性を
痛感している。
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ご清聴ありがとうございました。

忘れてはならない自然災害の教訓！

多発する風水害と近い将来発生が予測さ
れる大地震に備えてＬＰガス設備を強化し
ましょう！！
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