
令和３年４月２０日
関東東北産業保安監督部

液化石油ガス安全高度化計画２０３０
等について



• 「液化石油ガス安全高度化計画２０３０につ
いて」について

• 福島県郡山市爆発事故について

• 雪害等事故発生状況

• 新型コロナウイルス感染症を契機とした対策

※産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会液化石油ガス小委員会資料より抜粋し編集



「液化石油ガス安全高度化計画２０３０について」
について

～国、ＬＰガス事業者等、消費者等の協働による安
全・安心な社会の実現を目指して～



はじめに
• これまで、毎年国が「保安対策指針」を策定
• 近年は、重大な事故については着実に改善され
たが、撲滅には到らず

• 国、ＬＰガス事業者等、消費者等安全のため
に果たすべき各々の役割を明確化

• 2030年時点での要因別数値目標の策定
• 高度化目標達成に向けたアクションプランの策定
• 毎年度数値目標のモニタリング
• 中間（2026年）最終（2030年）に評価



基本的方向
①事故分類ごとにおける対策の推進
＊指標は、起因、形態、場所で整理。

② 各主体の連携の維持・強化
③ 事業者等の保安人材育成
④ 一般消費者等に対する安全教育・啓発

アクションプラン
指標

保安対策を評価するための指標

現状分析 ※2019年時点５年平均
死亡者 0.6人/年
負傷者 48人/年

目標

※2020年度保安対策指針での目標
死亡者０人 負傷者25人未満

③
対
策

②
方
針

①
理
念

①各主体の役割の理解と実行 ②中立・公正に徹した国の関与
③予防保全と事後検証の調和 ④法令遵守・情報公開の徹底

今後10年間に想定される環境変化
・過疎化・高齢化
・人手不足、外国人の増加
・新たなデジタル技術の導入に伴う変化
・自然災害の多発化、激甚化
・感染症対策

検討の基軸

事故対策
（消費者起因事故対策、
販売事業者起因事故対策）

自然災害対策

保安基盤（スマート保安、人材、体制）

1. 理念・方針・対策

2030年の死亡事故ゼロに向けた、国、都道府県、第三者機関、ＬＰガス事業者、消費者及び関係事業者等が
各々の役割を果たすとともに、環境変化を踏まえて対応することで、各々が共同して安全・安心な社会を実現する。



２-1. 現状分析（事故発生状況）
 1979年に793件（死傷者数888人）を記録した後、減少に転じ、最近は200件前後で推移
している。

 2019年時点においては、5年平均で死亡者0.６人/年（0人/年：2020年目標）、負傷者
48人/年（25人未満/年：2020年目標）となった。

※2006年以降の事故件数が増加については、2005年の悪質な法令違反事例に関連した法令遵守の徹底指導や2006年のパロマ製湯沸器に係る事
故発生に伴う事故届の徹底指導等により、潜在化していた事故の捕捉率が向上したためと推測される。
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1979年
ガス需要量 5,571 千t
事故件数 ７９３ 件

８２５ 人負傷者数
死亡者数 ６３ 人

2019年
ガス需要量 5,997 千t 
事故件数 ２０２ 件
負傷者数 ３２ 人
死亡者数 ０ 人

2006年
ガス需要量 7,969 千t
事故件数 ２１９ 件
負傷者数 ７８ 人
死亡者数 ０ 人



過去の事故発生状況
[2010年時点/年

（注1）]

過去5年の
事故発生状況
[2019年時点/年

（注2）]

指標
[2030年時点/年(注3)]

全体
死亡事故 3 件 0.6 件 ０～1 件未満
傷害事故 58.8 件 30.2 件 25 件未満

販売形態別
体積販売 死亡事故 2.2 件 0.6 件 ０～0.6 件未満

傷害事故 51 件 26.6 件 22 件未満

質量販売 死亡事故 0.8 件 0 件 ０～0.4 件未満
傷害事故 7.8 件 3.6 件 3 件未満

起因者別
(注4)

一般消費者等 死亡事故 1.4 件 0 件 ０～0.2 件未満
傷害事故 38.2 件 20.8 件 15 件未満

LP関係事業者 死亡事故 0.6 件 0 件 ０～0.2 件未満
傷害事故 15 件 5.8 件 5 件未満

その他（他工事業者など） 死亡事故 1.6 件 0.6 件 ０～0.2 件未満
傷害事故 15 件 7 件 5 件未満

場所別

住宅（一般住宅、共同住宅） 死亡事故 1.4 件 0.2 件 ０～0.2 件未満
傷害事故 26.6 件 8.8 件 10 件未満

業務用施設（旅館、飲食店、学校、病院、
工場、事務所など）

死亡事故 1 件 0.2 件 ０～0.2 件未満
傷害事故 22.2 件 14.4 件 11 件未満

その他 死亡事故 0.6 件 0.2 件 ０～0.2 件未満
傷害事故 10 件 7 件 4 件未満

注1：2006年～2010年までの5年の事故件数の平均 注2：2015年～2019年までの5年の事故件数の平均
注3：2025年～2029年までの5年の事故件数の平均 注４：起因者が複数いる場合はそれぞれでカウント

2-2．目標と指標
 目標：ガス安全高度化計画も参考にし「2030年の死亡事故ゼロ」とする。国、都道
府県、ＬＰガス事業者、消費者及び関係事業者等が各々の果たすべき役割を着実に実
施するとともに、環境変化を踏まえて対応することで、各々が共同して安全・安心な
社会を実現する。

 指標：全体の他、販売形態別、起因者別、場所別に設定する。



3-1．アクションプランについて

 「事故対策」と「自然災害対策」に加え、両者に共通する「保安基盤」（スマート保
安、人材、体制など）についてアクションプランとして策定する。

 現行保安対策指針の要請事項をベースに、ガス安全高度化計画の項目を参照し、今後
10年の情勢変化を考慮して、アクションプランを策定する。

液化石油ガス安全高度化計画のアクションプラン

事故の傾向や、今後１０年間の社会
情勢の変化やリスク等を踏まえて追加
すべき項目を新たに検討。

現行の保安対策指針は、毎年の事故状況等を
鑑み、必要な対策を要請しており、次期対策の
策定にあっての基本ベースとなる。
一方、実施主体等、次期保安対策指針の検討
の基軸に則った記載に修正。

現行の保安対策指針の要請事項
（基本ベース）

ガス安全高度化計画の
アクションプランの項目の参照

今後１０年の社会情勢の変化
に応じて必要と思わる事項を検討

事故対策
（消費者起因事故対策、
販売事業者起因事故対策）

自然災害対策

保安基盤（スマート保安、人材、体制など）

ガス安全高度化計画のアクションプランを
確認し、網羅出来ていない項目について
ＬＰガスにおいても必要かどうかを検討し
必要に応じ追記。



事故対策

3-1．アクションプランの項目


Sheet1

		分類						アクションプランの項目		主体者 シュタイシャ

		事故 対策		消費者 起因事故対策		ＣＯ中毒事故防止対策 ジコ ボウシ		業務用施設等に対する安全意識の向上のための周知・啓発		国、第三者機関、ＬＰガス事業者

								業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置の促進		ＬＰガス事業者

								安全型機器及び設備の開発普及		ＬＰガス事業者、関係事業者

						ガス漏洩による爆発 または火災事故防止対策		安全な消費機器等の普及促進		国、ＬＰガス事業者、関係事業者

								周知等による保安意識の向上		国、都道府県、第三者機関、ＬＰガス事業者

								誤開放防止対策の推進		ＬＰガス事業者

								ガス警報器の機能の高度化及び設置の促進		ＬＰガス事業者、関係事業者

								消費設備調査の高度化		国、ＬＰガス事業者

								リコール対象品等への対応		国、ＬＰガス事業者、関係事業者

				販売事業者起因事故対策		設備対策		供給管・配管の事故防止対策		ＬＰガス事業者

								調整器、高圧ホース等の適切な維持管理		ＬＰガス事業者

								軒先容器の適切な管理		ＬＰガス事業者

						その他事故防止対策		他工事事故防止対策		国、都道府県、ＬＰガス事業者

								質量販売に係る事故防止対策		ＬＰガス事業者

								バルク貯槽等の告示検査対応		ＬＰガス事業者



&7&U作成課：○○課　性質/作成日付：機密性〇、令和〇年〇月〇日　保存期間：〇年　備考：未定稿




Sheet2

				自然災害対策		地震・水害・雪害対策		災害に備えた体制構築		国、都道府県、ＬＰガス事業者

								迅速な情報把握		国、都道府県、ＬＰガス事業者

								容器の転倒・流出防止対策		国、都道府県、ＬＰガス事業者、関係事業者

								雪害事故防止対策		都道府県、LP ガス事業者

				保安基盤		保安管理体制		経営者等の保安確保へ向けたコミットメント等及び保安レベルの自己評価		ＬＰガス事業者

								ＬＰガス販売事業者等の義務の再確認等認識		ＬＰガス事業者

								長期人材育成を踏まえた保安教育の確実な実施		ＬＰガス事業者、国、第三者機関

								自主的な基準の維持・運用		第三者機関

						スマート保安の推進		スマートメータ・集中監視等を利用した保安の高度化		国、第三者機関、ＬＰガス事業者、関係事業者

								その他のスマート保安に関するアクションプラン		国、ＬＰガス事業者



&7&U作成課：○○課　性質/作成日付：機密性〇、令和〇年〇月〇日　保存期間：〇年　備考：未定稿






自然災害対策、保安基盤

3-1．アクションプランの項目


Sheet1

		分類						アクションプランの項目		主体者 シュタイシャ

		事故 対策		消費者 起因事故対策		ＣＯ中毒事故防止対策 ジコ ボウシ		業務用施設等に対する安全意識の向上のための周知・啓発		国、第三者機関、ＬＰガス事業者

								業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置の促進		ＬＰガス事業者

								安全型機器及び設備の開発普及		ＬＰガス事業者、関係事業者

						ガス漏洩による爆発 または火災事故防止対策		安全な消費機器等の普及促進		国、ＬＰガス事業者、関係事業者

								周知等による保安意識の向上		国、都道府県、第三者機関、ＬＰガス事業者

								誤開放防止対策の推進		ＬＰガス事業者

								ガス警報器の機能の高度化及び設置の促進		ＬＰガス事業者、関係事業者

								消費設備調査の高度化		国、ＬＰガス事業者

								リコール対象品等への対応		国、ＬＰガス事業者、関係事業者

				販売事業者起因事故対策		設備対策		供給管・配管の事故防止対策		ＬＰガス事業者

								調整器、高圧ホース等の適切な維持管理		ＬＰガス事業者

								軒先容器の適切な管理		ＬＰガス事業者

						その他事故防止対策		他工事事故防止対策		国、都道府県、ＬＰガス事業者

								質量販売に係る事故防止対策		ＬＰガス事業者

								バルク貯槽等の告示検査対応		ＬＰガス事業者



&7&U作成課：○○課　性質/作成日付：機密性〇、令和〇年〇月〇日　保存期間：〇年　備考：未定稿




Sheet2

				分類				アクションプランの項目		主体者 シュタイシャ

				自然災害対策		地震・水害・雪害対策		災害に備えた体制構築		国、都道府県、ＬＰガス事業者

								迅速な情報把握		国、都道府県、ＬＰガス事業者

								容器の転倒・流出防止対策		国、都道府県、ＬＰガス事業者、関係事業者

								雪害事故防止対策		都道府県、LP ガス事業者

				保安基盤		保安管理体制		経営者等の保安確保へ向けたコミットメント等及び保安レベルの自己評価		ＬＰガス事業者

								ＬＰガス販売事業者等の義務の再確認等		ＬＰガス事業者

								長期人材育成を踏まえた保安教育の確実な実施		ＬＰガス事業者、国、第三者機関

								自主的な基準の維持・運用		第三者機関

						スマート保安の推進		スマートメータ・集中監視等を利用した保安の高度化		国、第三者機関、ＬＰガス事業者、関係事業者

								その他のスマート保安に関するアクションプラン		国、ＬＰガス事業者



&7&U作成課：○○課　性質/作成日付：機密性〇、令和〇年〇月〇日　保存期間：〇年　備考：未定稿






3-2．アクションプラン 事故対策 （消費者起因事故対策①）

 ＣＯ中毒事故は発生すると重大事故に直結しやすく、引き続き重要な取り組み事項
である。

業務用施設における法定外周知及び
業務用換気警報器設置率の推移

全国で食品衛生管理者の講習会を行う日本食品衛生協会の協力を得た
ＣＯ中毒事故防止、ＣＯ警報器設置促進の取り組み事例

ＬＰガス安全高度化計画 アクションプランの内容

ＣＯ中毒
事故防止対策

業務用施設等に対する
安全意識向上のための
周知・啓発

業務用換気警報器
ＣＯ警報器
の設置促進

安全型機器及び
設備の開発普及

〈関係省庁との連携事例〉
■ＣＯ中毒事故防止の協力要請
・消防庁、厚労省、農水省等５省庁
・ＣＯ中毒事故省庁連絡会議の開催
・ＣＯ中毒事故発生状況等情報共有
■建築塗装工事における養生シートの協力要請
・国交省
・養生シートの取り扱いの注意喚起
■建築塗装工事におけるガス管損傷事故の防止への協力要請
・警察庁、国交省
・ガス管損傷事故の防止に向けた注意喚起

場所別対策

場所別対策

業務用換気警報器の設置率の向上は増加
傾向にあるが、更なる促進には施設管理者等
の理解・協力が必要。
注）業務用換気警報器は、CO濃度と経過時間
からCOHｂ（ヘモグロビン）値に換算し、警報を
発する。



3-2．アクションプラン 事故対策 （消費者起因事故対策②）

 湯沸し器、風呂釜等の家庭用燃焼器については、非安全型機器の撲滅に向けて不
完全燃焼防止機器取換え促進等の活動を進める。業務用燃焼器については、安全
装置を具備した業務用厨房機器の普及促進を進める。

【不完全燃焼防止装置のない湯沸し器、風呂釜等の残存件数の推移】

ＬＰガス安全高度化計画 アクションプランの内容

ＣＯ中毒
事故防止対策

業務用施設等に対する
安全意識向上のための
周知・啓発

業務用換気警報器
ＣＯ警報器
の設置促進

安全型機器及び
設備の開発普及

令和２年３月３１日現在、全国ＬＰガス協会調べ

起因別対策



3-2．アクションプラン 事故対策 （消費者起因事故対策③）

 Siセンサーコンロ等の更なる普及拡大等、安全機能が向上した燃焼器の普及を進める。

 周知等により、消費者の保安意識の向上を図る。外国人の増加や、高齢者世帯の増
加などを背景に、多様な消費者にあわせて周知等の工夫を行う。

ＬＰガス安全高度化計画 アクションプランの内容

ガスの漏えいによる
爆発または火災
事故防止対策

安全な消費機器等の
普及促進

周知等による
保安意識の向上

誤開放防止対策
の推進

ガス警報器の機能の高度化
及び設置の促進等

消費設備調査の
高度化

リコール製品等への
対応

【Siセンサー等、安全性の高い
ガス機器の普及】

Siセンサーコンロは、2019年11月
で累4,000万台を突破。それに合
わせてコンロ火災も減少している。
製品の経年劣化事故を防ぐため、
ＬＰガス販売事業者は定期調査
等の機会を通じて、不具合のある
消費機器については交換等を消
費者に対して促していく。

〈多様な言語に対応した周知文書の例〉（12カ国語：日本語、英語、
中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガ ル語、インドネシア語、タイ語、

ベトナム語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語）

〈高齢者向けの保安活動例〉
・一人住まいの老人・高齢者宅、身体の不自由な消費者宅を訪
問し、コンロを始めとする消費機器の安全点検等の実施（シル
バーサポート事業等で一部の都道府県協会が実施）。
・シニア向けのパンフレットを作成し消費者に起因する事故防止の
周知の実施。

起因別対策

起因別対策

S: Safety, Support & Smile
i: intelligent



3-2．アクションプラン 事故対策 （消費者起因事故対策④）

 ガス栓の誤開放防止対策として「ガス栓カバー」「ゴムキャップ(検定品)」、「ロック機構付
き可とう管ガス栓」の普及を図る。

 ガス警報器の普及、とりわけ、2020年に発生した業務用飲食店における爆発事故を
踏まえ、業務用施設におけるガス警報器とのメーターの連動の促進等を図る。

 消費設備調査については、遺漏なく確実に実施するともに、技術基準不適合があった
際は、再調査、再調査後の通知等を通じて設備改善が図られるように取り組む。

 ＬＰガス事業者は、リコール製品への対応について、ガス機器製造事業者、一般消費
者等と連携を図る。また、空き家等の供給開始時に見落とさない等の対応を図る。

ＬＰガス安全高度化計画 アクションプランの内容

ガスの漏えいによる
爆発または火災
事故防止対策

安全な消費機器等の
普及促進

周知等による
保安意識の向上

誤開放防止対策
の推進

ガス警報器の機能の高度化
及び設置の促進等

消費設備調査の
高度化

リコール製品等への
対応

〈誤開放防止対策ガス栓カバーチラシの例〉

〈業務用飲食店等におけるガス警報器とガスメーターと連動〉
ガス警報器は、ガスメーターと連動することでガス警報器が鳴動す
ればガスを遮断することで安全性が向上する。さらに集中監視を
行うことでより安全なシステムとなる。
とりわけ、業務用飲食店等では、長時間遮断機能の無いＳＢガ
スメーター等、比較的大型のマイコンメーターが設置されており、警
報器と連動遮断を促進することで、ガス漏えいによる事故を防止
する。

起因別対策

起因別対策

起因別対策

起因別対策



3-2．アクションプラン 事故対策 （販売事業者起因事故対策①）

 設備工事施工後の安全確認、使用環境に考慮した配管材料の選定、外注工事を行
う際の工事業者の管理等の徹底を図る。

 調整器、高圧ホース等については、長期使用に係る漏えい事故が発生していることから、
期限管理を徹底する。ホースはガス放出防止機能を有する安全性の高い製品の普及
を図る。

ＬＰガス安全高度化計画 アクションプランの内容

設備対策

供給管・配管の
事故防止対策

調整器・高圧ホース等
の適切な維持管理

起因別対策

起因別対策

〈調整器・高圧ホース等期限管理〉
貼付されている交換期限シールで確認する。

〈ガス放出防止型高圧ホース〉
ホースに所定の張力が加わるとガスの通路が遮断される。

軒先容器の
適切な管理

場所別対策

通り道が遮られLPGが入れない。



3-2．アクションプラン 事故対策 （販売事業者起因事故対策②）

 埋設されたガス管などの他工事事故対策については、他工事事業者、ＬＰガス事業
者、消費者の他工事情報の共有が重要で、工事情報提供を促す周知を図る。

 質量販売は、体積販売に比べ事故発生確率が高いことから、法令遵守の徹底はもと
より、カップリング接続、ガス栓の設置、使用終了後の速やかな容器引き取り、消費者
への安全な使用に関する周知などの対策を図る。

 バルク貯槽の20年検査・入替等の対応は、2023年ごろにピークが予想されおり、入替
工事等に関して、種々の基準を遵守し安全な対応を図る。

ＬＰガス安全高度化計画 アクションプランの内容

その他事故防止対策

他工事事故
防止対策

質量販売に係る
事故防止対策

バルク貯槽等の
告示検査対応

〈他工事注意喚起チラシの例〉

〈バルク貯槽等20年対応〉
2021年～2030年の10年間で約
20万基のバルク貯槽が検査期限を
むかえることから、検査・入替を、安
全に行う必要がある。

〈質量販売の安全対策〉
カップリング接続は、漏えいリスクが
低い。鋼製容器においてはガス栓
設置などハード対策を図る。

販売形態対策

起因別対策

起因別対策



3-3．アクションプラン 自然災害対策

 「ＬＰガス災害対策マニュアル」、「ＬＰガス設備設置基準」を踏まえ、災害発生時に
有効となる具体的な取組について、着実に実施する。

 発災後のＬＰガス供給の早期復旧復興に備え、ＬＰガス事業者等はＬＰガス保安
に関する情報についてクラウド等を活用し、行政や都道府県協会等への報告がスムーズ
に行えるよう、定期的な通報訓練等の実施を図る。更にはIoTを利用した被害情報把
握のシステム構築に関する検討を図る。

 多発化する水害に備え、ハザードマップなどに基き、消費先の災害環境を踏まえて、軒
先容器の２重掛け等、容器流出防止対策を行う。また、閉栓先において、充填容器
が放置されないよう不要な充填容器の撤去を進める。

ＬＰガス安全高度化計画 アクションプランの内容

地震、水害対策

災害に備えた体制対策

迅速な情報把握

災害対策

災害対策

〈洪水被害を受けた供給設備〉 〈上半部と下半部の
２重掛けによる固定例〉

容器の転倒・流出
防止対策

雪害事故防止対策

場所別対策

場所別対策

〈ＬＰガス災害対策マニュアル〉
東日本大震災以降作成され、定期に
見直しを実施。地域保安指導事業
用テキストとして周知を図る。



３-４．アクションプラン 保安基盤
ＬＰガス安全高度化計画 アクションプランの内容

保安管理体制

経営者等の保安確保
に向けたコミットメント及び
保安レベルの自己評価

ＬＰガス事業者等の
義務の再確認等

長期人材育成を踏まえた
保安教育の確実な実施

人手不足・外国人対策

人手不足・外国人対策

人手不足・外国人対策

全国ＬＰガス協会による約20,000事業所を対象にした自主保安
診断。回収率は2013年度の56.1％から本年度は91.9％と大きく
向上している。

 「自主保安活動自己診断チェックシート」を活用した自主保安活動の自己診断を行うことによ
り、自らの自主保安の状況を客観的に認識し、保安レベルの向上を目指す。

 ＬＰガス事業者は、保安教育を的確に実施するとともに、年間保安教育計画を策定し、保
安教育が従業員に対して確実に実施されるようにする。また、行政、業界団体等が開催する
保安講習会に積極的に参加する。

自主保安活動チェックシートの項目例
• 保安確保の目標管理
• ガス警報器設置率
• 集中監視システムの導入率
• ガス漏れ警報器連動遮断装置
• 保安教育の実施
• 消費設備の保安啓発活動
• 業務用厨房施設への業務用換気警報器の設置
• 配管図面の保管
• 経年埋設管の交換
• 他工事業者による事故防止対策
• 法定期間内における供給設備点検頻度
• 法定期間内における消費設備調査頻度
• メーターの異常表示の確認
• 安全装置の有無の調査
• 消費者への保安啓発活動
• ガス放出防止型高圧ホース等の設置
• 容器への鎖又はベルトの２本取付け
• 防災訓練の実施又は参加
• 災害マニュアル、災害対策指針等の整備等
• ハザードマップの活用
• 災害発生時の対応について

申告書

評価項目
（自主保安活動自己診断チェックシート）

Ⅰ.保安方針
注１）各項目について事業者（所）内に徹底されている場合に得点できる。
注２）ここでいう設置率100％とは99％を超えるものをいう。

項目 内容
配
点

Ｎｏ．１ 保安体制・責任と権限の明確化

①
保安確保の目標
管理

保安確保の目標を達成するため、計画、実行及び検討・評価
に分けて管理が行われている。

・計画（２点）：保安確保・消費者安全サービスについて、
具体的な数値化された計画が書面化されていること。
・実行（２点）：計画を実行し、実施結果の記録があるもの。
・検討・評価（２点）：目標及び実行した結果について、定
期的な見直しが行われ、計画と実行に反映されていること。

2点

2点

2点

注意：別紙に保安活動の概要を計画、実行及び検討・評価に分け具体的に記入のこと。
Ｎｏ．２ 安全機器等の設置の取組

① ガス警報器

設置を推進しており、消費者の要望に応じ積極的に導入して
いること。（設置率100%以下でも可。）

2点

設置率１００％
(100％とは99％を超えるものをいう。)

（一消費者に対しガス警報器が複数設置されている場合で
あっても、設置率の設置数（分子）は１とする。）

2点

設置率８０％以上９９％以下 1点

抜粋



３-４．アクションプラン 保安基盤
ＬＰガス安全高度化計画 アクションプランの内容

スマート保安の推進

スマートメーター・
集中監視等を利用した
保安の高度化 〈スマートメーター・ＬＰＷＡ等による保安の高度化のイメージ〉

デジタル技術対策
過疎化・高齢化対策

セキュリティ対策（個人
情報保護対策）

デジタル技術対策

 LPWAや電力メーターを利用した新たな通信方式の普及により、集中監視の一層の普及、認
定販売事業者の拡大を図る。また、保安人材不足等の課題に対応するため、ガス関連機器
の高機能化等により、より高度な保安管理システムの構築を目指すとともに、それらの状況を
踏まえた適切な規制の見直しの断続的な検討を図る。

各戸で分散して供給を行うLP分野では、約30年前より集中監視システムの導入が行われてきた。通信方式は従
来の電話線通信から無線化が進み、近年は、低電力・広範囲・ローコストの通信方式LPWAや、電力スマートメー
ターとの共同検針システムの開発により今後、更なる普及が期待される。
集中監視システムにより、保安の高度化（ガス漏れの早期発見、圧力異常を受けての各戸メーターの遠隔遮断

など）、ガスの残量監視と配送回数の低減、見守りサービスなどの安全・安心に関わるサービス、自動検針と検針票
等のペーパレス化が進展している。また、その他、今後新たなテクノロジーの導入として期待されることとして、AIによる
残ガス予測と配送ルートの最適化、ＬＰガス設備の余寿命予測、IoTによるガス燃焼機器等との連携、集中監視
ビッグデータを活用した事故予測と危機回避などへの応用のみならず、災害時におけるドローンを活用した容器流出
の捜索など、保安の高度化の更なる推進を検討していく必要がある。

通信距離

↑
遠い

通信速度
bps速い→

◆SIGFOX
◆LoRaWAN

◆Wi-SUN
◆ZigBee
◆Z-Wave

近距離通信

◆Bluetooth

◆NFC

◆ＬＴＥ
◆５Ｇ
◆３Ｇ

←遅い

近い
↓

LPWA モバイル通信

Wi-fi

1Km～

100m～
1Km以上

10m～
100m以上

1m～
10m以上

100 1k 100k 1M 10M 100M

◆ LTE Cat.M
◆ LTE Cat.1
◆NB-IoT

ＬＰＷＡのデータ通信帯
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3-４．保安基盤 担い手不足への対応など

業界の取り組み事例

〈業界団体の取り組み〉
全国LPガス協会では、人出不足等の諸問題を踏まえ、2030年に向
けた業界ビジョン及びアクションプランを作成し、対応を実施している。
一例としては、国連サミットで採択された持続可能な開発目標
（ SDGs）等の取り組み等を周知し、保安教育の拡充等により社
員満足度の向上、業界の人材定着率の向上を図っている。

SDGsの17の目標

供給、保安の様々な業務分野で、AI、IoT等の新たな技
術を取り入れるなど、各事業者が、業務効率化を追求し、
保安レベルの維持・向上に努める。

業務効率化の追求の取り組み
働き方改革や既に企業レベルでも取り組みがおこなわれつ
つある開発持続可能な開発目標（SDGs）等の政府の
取り組み等を周知し、社員満足度の向上を促す。

人材定着に向けた取り組み

〈配送アライアンス〉
LPガス販売事業者同士が系列の枠を超え、配
送アライアンスの動きが広まっており、従来よりも供
給地点を密集させて事業効率化を目指す等の
取り組みが広がっている。

〈メーター情報の有効活用〉
LPWA等、新たな通信方式を利用してこれまでよ
りも高頻度のメーター情報の把握が可能に。保安
の有効利用だけではなく、ガスの残量予測データ
を高頻度に取得し、データに基づきAIが効率的か
つ最適な配送ルートを指示するシステム等が調
査・研究が進んでいる。

業界団体の「LPガスビジョン2030」

担い手不足などを背景に、高度な安全機器や通信方式を利用し、業務効率化を推進。
また、人材定着に向けた取り組みを推進している。



マイコンメーターが開発・販売されて25年以上が経過、この間IoTなどの技術は著し
く進歩している。
LPWAによる低コスト通信など当該技術等を活用して安全性が向上。より合理的・効率
的に保安の確保を行うことができる状況になっている。

1997年

１２３４５

圧力センサ
流量センサ

マイコンメーター等に
よる方法が追加

自記圧力計

2016年
認定販売事業制度の拡大
認定制度を２段階（第1号認
定、第2号認定）に変更
［第1号認定（ゴールド認定）］
（認定対象消費者割合70%以上）
<追加措置>
ＣＯ警報器や不完全燃焼防
止装置の安全装置等の設置
により
・緊急時対応要件の緩和
（40km→60km）

・定期点検調査頻度の緩和

［第2号認定］
（認定対象消費者割合50%以上）
・緊急時対応要件の緩和
（原則30分→40km）

新技術を活用した保安業務の合理化等
(1)更なる事故防止
ガス漏洩の早期遮断・早期通知等

(2)保安業務の効率化
過疎化や人手不足などへの対応

その他
合併時に認定対象消費者割合が
一時的に低下したときの猶予期間
を整備

2020年～
認定販売事業制度創設
保安高度化に積極的に取り組んでいる
（集中監視システム導入と保安確保機器の
期限管理等）事業者に対してインセンティブ
付与（認定対象消費者割合70%以上）
・業務主任者の選任基準緩和
・緊急時対応要件の緩和
（原則30分→40km）
・定期点検調査頻度の緩和

点検調査方法の拡充
マイコンメーター等に搭載されたセンサによる
漏洩試験、調整器調整圧等の測定方法を
追加

保安高度化
マイコンメーター等に搭載された感震センサ、
流量センサや圧力センサにより、地震時（震
度５相当）や異常なガスの流れが
あった場合にガスの供給を停止等する
機能を技術基準化

高機能のメーターを使用し、通信技術
（LPWA等）を活用することにより、漏洩の
早期遮断・早期通知、定期的な点検調査の
省力化など保安規制の高度化・合理化に資
する新型メーターの仕様を検討予定。

新型スマートメーターの仕様検討

3-４．保安基盤 機器の高度化と集中監視システムの導入



時期 方向性

平時

＜持続的・合理的な規制＞
・基準の緩和、代替措置の追加
・認定販売事業者（高度な保安を行う者）に対するインセンティブ

＜行政の体制＞
・道府県から政令指定都市への権限移譲

自然
災害時

＜事業継続＞
・消費地の災害環境に応じた対策（容器流出対策など）

3-４．保安基盤 制度検討

制度のあり方の検討例
熟練保安人材の不足などが進む一方、高度な技術（集中監視システムの導入など）による保安確保が進行。
１．全体
１）代替措置の追加
例えば、定期消費設備調査における圧力確認の代替措置（資料４コロナ対策参照。宅内での実測値による方法に加
え、計算値による方法を追加）、緊急時対応におけるバルブ閉栓・安全誘導業務の検討（制度改正事業で検討）
２）基準緩和の検討
例えば、業務主任者数の上限設定、緊急時連絡におけるセンターの固定電話から携帯電話への転送など

２．認定販売事業者（高度な保安を行う者）に対するその他インセンティブの検討

自然災害対策
・浸水のおそれのある地域（浸水想定区域など）では容器が流出しないようにする。



2030年時点〔件／年〕

全
体

死亡事故 0~1件未満

傷害事故 25件未満

販
売
形
態
別

体積販売
死亡事故 0~0.6件未満

傷害事故 22件未満

質量販売
死亡事故 0~0.4件未満

傷害事故 ３件未満

起
因
者
別

消費者
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 15件未満

事業者
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 5件未満

その他
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 5件未満

場
所
別

住宅
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 10件未満

業務用施
設

死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 11件未満

その他
死亡事故 0~0.2件未満

傷害事故 4件未満

＜概要＞
産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会液化石油ガス小委員会において、

2020年を目標年度として実施してきた「保安対策指針」に代わり、今後10年間を見据え
た総合的なガスの保安対策として「液化石油ガス安全高度化計画2030」を策定する。

2030年の死亡事故ゼロに向けた、国、都道府県、ＬＰガス事業者、消費者及び関
係事業者等が各々の役割を果たすとともに、環境変化を踏まえて対応することで、各々
が共同して安全・安心な社会を実現する。

安全高度化目標

①事故分類ごとにおける対策の推進継続 ②各主体の連携の維持・強化
③事業者等の保安人材の育成 ④一般消費者等に対する安全教育・啓発

安全高度化指標

液化石油ガス安全高度化計画2030について

３．自然災害対策
●地震・水害・雪害対策
・災害に備えた体制構築
・迅速な情報把握
・容器の転倒・流出防止対策
・雪害事故防止対策

２．販売事業者起因事故対策
●設備対策
・供給管・配管の事故防止対策
・調整器、高圧ホース等の適切な維持
管理
・軒先容器の適切な管理

●その他事故防止対策
・他工事事故防止対策
・質量販売に係る事故防止対策
・バルク貯槽等の告示検査対応

実行計画(ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ)

１．消費者起因事故対策
●CO中毒事故防止対策
・業務用施設等に対する安全意識向上のための周
知・啓発

・業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置促進
・安全型機器及び設備の開発普及
●ガス漏えい事故防止対策
・安全な消費機器等の普及促進
・周知等による保安意識の向上
・誤開放防止対策の推進
・ガス警報器の機能の高度化及び設置の促進等
・消費設備調査の高度化 ・リコール製品等への対応

４保安基盤の整備
●保安管理体制
・経営者等の保安確保に向けたコミットメント及び保安レベルの自己評価
・ＬＰガス事業者等の義務の再確認等
・長期人材育成を踏まえた保安教育の確実な実施
・自主的な基準の維持・運用

●スマート保安の推進
・スマートメータ・集中監視等を利用した保安の高度化
・その他のスマート保安に関するアクションプラン

達成状況や
リスクの変化に
応じた見直し

基本的方向



福島県郡山市爆発事故について



1.発生日時・場所
令和2年7月30日（木）8時57分、福島県郡山市

2.被害
人的被害：死者1名、重傷者2名、軽傷者17名
物的被害：当該建屋全壊、付近の多数の建物が被害
※被害見積額は約１２億円（2021年３月中間報告）

3.事象
液化石油ガスの漏えいによる爆発事故と推定

4.事業者等
・LPガス販売事業者（福島県所管）
・保安機関（福島県所管）
・設備工事（販売事業者が実施）

５.設備概要
【供給設備】50kg容器×6本（供給側3本・予備側3本、体積販売）、業務用ガスメーターSB6型
【消費設備】屋内：ガスコンロ(ガス栓は閉止）、ガス炊飯器 (スイッチは止めの状態）

屋外：２台の給湯器

６．事故概要
業務用施設（飲食店）において、厨房シンク下、コンクリ―ト上に直に設置されていた腐食した白

管（SGP配管）からガスが漏えい。何らかの着火源により着火して爆発したことが推定されている。

平成18年（2006年）設備工事、供給開始
------
平成23年（2011年）7月8日 保安点検調査
平成27年（2015年）3月17日 保安点検調査

令和元年（2019年）12月02日 保安点検調査
＊2015点検調査より4年超。 10/28,11/25不在の記録。

令和２年（2020年）
4/24～店舗休業
6/30 ガスメーター検針
7/22 改装工事に着手
7/29 内装作業を実施

15時頃、内装工事業者が下水のような臭いを認識
7/30 事故発生

1-1. 郡山爆発事故の概要

事故発生までの経緯

 令和2年7月30日（木）、改装中の飲食店で爆発事故が発生。
 事故発生当日に、本省ガス安全室及び関東東北産業保安監督部東北支部職員が現場に急
行し、情報収集を実施。

 高圧ガス保安協会は、物的証拠に基づき技術的側面から調査を実施中。

・建物の所有者
・運営者
・改装作業実施者



 配管の腐食：シンク下の白管において著しい腐食。白管は床面を中心に腐食している箇
所が複数あり。

（基準適合命令）
法第三十五条の五 都道府県知事は、消費設備が経済産業省
令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、
その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合する
ように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命
ずることができる。

（消費設備の技術上の基準）
規則第四十四条 法第三十五条の五の経済産業省令で定める
消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に
適合すること。（該当条文のみ記載）
イ 配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の管は、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。
ロ 配管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ハ 配管に使用する材料は、その使用条件等に照らし適切な
ものであること。この場合において、告示で定める材料は、
使用しないこと。
ヘ 配管は漏えい試験に合格するものであること。

1-2. 消費設備の基準適合義務（液石法条文との関係）

図：配管の設置状況（高圧ガス保安協会作成）
注）事故後に設備を確認したもの。



1-3. 消費設備の基準適合義務（液石法条文との関係）

（基準適合義務）
法第三十八条の二 供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事（以下「液化石油ガス設備工事」という。）は、供給設備につい
てのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつ
てはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。

法第三十五条の五（基準適合命令）、規則第四十四条（消費設備の技術上の基準） 前頁参照

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の機能性基準の運用について

第２８節 供給管等の適切な材料及び使用制限、腐食及び損傷を防止する措置（規則関係条項 第四十四条ロ・ハ・チなど）
集合装置、供給管、配管、継手及びバルブの適切な材料及び使用制限、腐食及び損傷を防止する措置並びにガス栓、パッキン及び
シール材の適切な材料及び使用制限は、次の基準によるものとする。
１．適切な材料及び使用制限
（１） 管
① 高圧部に用いる管（略）
② 高圧部以外に用いる管
高圧部以外に用いる管は、その設置場所の区分に応じ、それぞれ次に掲げるもの又はこれらと同等以上のものであること。
(i) 露出部（床下地上及び地表面に開口部を有する溝（ふた付のものを含む。）内を含む。２．（１）①において同じ。）
ａ．ＪＩＳ Ｇ ３４５２（１９８８）配管用炭素鋼鋼管に定める白管（以下この節において「白管」という。）。ただし、屋内の
多湿部、水の影響を受けるおそれのある場所及び地表面に開口部を有する溝（ふた付のものを含む。）内に使用する場合を除く。
２．腐食を防止する措置
腐食を防止する措置は、１．に定める材料をその制限に従って使用するほか、次の基準によるものとする。
（１） 管及び継手
管及び継手は、その設置場所の区分に応じ、それぞれ次の基準のいずれかの措置を講ずること。
① 露出部
(i) 白管及び塗装黒管を屋外に設置する場合は、地盤面から１５ｃｍ以上離して設置すること。
(ii) 白管、塗装白管及び塗装黒管を床下、室内又は壁面（屋外側）に設置する場合は、地盤面、コンクリート面等の導電性の支持
面に直接触れないように設置すること。

 配管の設置状況：事故前の状況において、屋内の多湿部、水の影響を受けるおそれのあ
る場所などにおいて白管が使用されている。コンクリート面等の導電性の支持面に直接
触れない措置は講じられていない。



1-4. 保安機関の点検・調査（液石法条文との関係）

 主な指摘事項：ガス栓劣化、接続管基準（注）及び燃焼機器故障について「否」とし、また、特記事項
として“警報器とメーターを連動してください”と指摘。
→ （消費者側）保安機関の指摘に関して、消費設備の改善の痕跡は現時点で確認されていない。

 腐食に関する指摘：配管が腐食していたという記載、配管腐食に関する注意喚起等については、過去
の点検・調査記録等からは確認されていない。保安機関は、定期点検・調査（2019年12月2日）に
おいて、配管（腐食、腐食防止措置等）は「良」としていた。

 前回点検調査は2015/3/17、今回2019/12/2(同年10/28、11/25不在)であり、4年以上経過。

（保安業務を行う義務）
法第二十七条 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務（以下「保

安業務」という。）を行わなければならない。
一 （略）
二 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、

遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果
をその所有者又は占有者に通知する業務

三及び四 （略）

（消費設備の調査の方法）
規則第三十七条 法第二十七条第一項第二号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は、

次のとおりとする。（表略）

注）令和元年12月の点検・調査について、「燃焼器具・ガス栓・接続管」の項目においては、「フレキ栓（可とう管ガス栓）、フレキ管（配管用フレキ管）、
業務用コンロ」の項目について判定欄が「否」、「調査結果の判定」は「否」であったが、本結果は業務用燃焼器本体の器具栓の劣化、配管用フレキ管の使
用方法の誤り（「可とう管ガス栓と燃焼器との接続に用いる管」として使用が認められていない配管用フレキ管を使用していたことであり、本来ならば
「20170316商局第10号 供給設備、消費設備、特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示第10条及び第11条の運用及び解釈につ
いて」に規定されている金属フレキシブルホース、燃焼器用ホース（接続部がねじ継手のものに限る。）等を使用すべき、という指摘）、業務用燃焼器(コン
ロ)の故障などによるものと推定される。本燃焼器（ガスコンロ）の上流側に設置されたガス栓は「閉」であったため、この調査結果の判定は、本事故の原因
にはなっていないと推定される。



（基準適合命令）
法第三十五条の五（省略）

（消費設備の技術上の基準）
規則第四十四条 法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。（該当条文以外略）
カ 燃焼器（第八十六条各号に掲げる施設若しくは建築物又は地下室等に設置されているものに限り、告示で定めるもの

を除く。）は、告示で定めるところにより、令別表第一第十号に掲げる液化石油ガス用ガス漏れ警報器（告示で定め
る地下室等に設置する場合にあっては、保安状況を常時監視できる場所において液化石油ガスの漏えいを知ることが
できるものに限る。）の検知区域（当該液化石油ガス用ガス漏れ警報器が液化石油ガスの漏れを検知することができ
る区域をいう。）に設置されていること。

注）第八十六条各号にかかげる施設には、料理飲食店が含まれる。

 ガス漏れ警報器：保安機関の点検・調査によれば、ガス漏れ警報器は設置されていた。
事故発生前にガス漏れ警報器が鳴動したことを認知した者はおらず、また、ガス漏れ警
報器の電源等、作動する状況であったかどうかも不明である。

1-5. 警報器など（液石法条文との関係）

 爆発前後の状況については不明な点が多い。

① 漏えい量：ガスメーターの検針値から、漏えい量は59.1m3以下と推定されているが、漏えい量の全量
が爆発に関係したかどうかは不明である。

② 漏えい時期と漏えい時の流量：漏えいが開始した時期は不明である。漏えい時においてガスメーターで
は遮断されていない。同種のメーターから推測すると、ガス流量の増加は、増加流量遮断の設定値（4
ｍ3/h）の範囲であり、また、ガス流量は合計流量遮断の設定値（7.5ｍ3/h）以下であったと考えられ
るが、実際にどれくらいの流量で漏えいしたか不明である。

③ 爆発の中心：北側の梁が大きく曲がっており、飛散物の状況及び建物の骨組みの変形状況から、爆発の
中心部は、北側と推定される。詳細不明である。

④ 着火源：不明である。照明スイッチ、その他店内の電気機器等、推定されるものが多様に存在する。



福島県郡山市での爆発事故の発生を受けた注意喚起について（要請）

令和２年７月３０日（木）に福島県郡山市の飲食店において、ガス漏えいが疑われる大規模な爆発事故が
発生しました。事故の原因究明が今後なされていくところではありますが、ＬＰガス販売事業者等におか
れましては、安全第一主義をより一層徹底し、事業を実施していただく必要があります。つきましては、
以下の点につき傘下の事業者へ周知いただくよう要請します。

１．一般消費者等へのガスの安全な使用に関する周知徹底について

・業務上ガスを使用する一般消費者等が休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合、また、
リフォーム等工事を行う際には、ＬＰガス販売事業者等に連絡をすること。

・ガスくさいなど異常があれば緊急連絡先へ連絡をすること。

・ガス警報器等の安全機器の設置を促進すること。

など、日頃の安全に対する周知事項について、しっかり一般消費者等への周知をはかっていただきますよ
うお願いします。一般消費者等において、新型コロナウイルスの感染拡大による休業後の営業再開の際に
は、甚大な被害を及ぼす可能性があることからガス機器及び安全設備について異常が無いことを確認する
など各種安全面にも十分にご配慮いただく必要がありますのでその点も含め関係事業者への周知を行って
いただくようお願いします。

２．ＬＰ販売事業者等による日頃の調査、点検等業務について

日頃の調査、点検等業務についてあらためて抜けのないよう実施していただきますようお願いします。

 令和2年8月5日（水）、（一社）全国ＬＰガス協会などに注意喚起を要請。

2-1. 要請文



2-2. 要請文

次頁に続く。

一般社団法人全国LPガス協会 会長 殿

経済産業省産業保安グループガス安全室長

福島県郡山市での爆発事故の発生を受けた注意喚起について（要請）

令和２年７月３０日（木）に福島県郡山市の飲食店において、大規模な爆発事故が発生しました。事故原
因の詳細は不明な点はありますが、シンク下の腐食した配管からLPガスが漏洩したことが推定されており
ます。それを含め、次の６つの点が懸念されました。
① 配管の腐食。
② 水の影響を受けるおそれのある場所における白管の使用。
③ コンクリート面等の導電性の支持面に直接触れている状態での白管の使用。
④ 埋設部の記載などの配管図面と事故当時の設置状況の相違。
⑤ 保安機関は、定期点検・調査（令和元年12月2日）において、配管（腐食、腐食防止措置等）は「良」

としていること。
⑥ 保安機関は、同点検・調査において、ガス栓劣化、接続管基準及び燃焼機器故障について「否」とし、

また、特記事項として“警報器とメーターを連動してください”と指摘しているものの、保安機関の指
摘を受けた消費設備の改善は実施されていなかったこと。

 令和2年12月7日（月）、（一社）全国LPガス協会などに要請文書を発出。



つきましては、以下の点につき都道府県協会等を通じて会員のＬＰガス販売事業者へ周知いただき、業務
用施設に対するこれまでの法定点検・調査において、設置環境その他の事情から配管の設置状況や腐食状況
が確認できていないものがある場合には、令和３年３月末までに、下記の調査、通知等が行われるよう要請
します。

１．対象
業務用施設の厨房内

２．調査、通知等
(1) 消費設備の維持・管理状況の調査

配管の図面と設置状況を照合しつつ実際の設置状況を確認し、配管の設置状況が、屋内の多湿部、水の
影響を受けるおそれのある場所における配管で、腐食防止対策（注１）がなされていないもの又はその対策
が不明なものについては、腐食の状況を確認すること。
（注１）「例示基準第28節」参照

(2) 消費設備の改善通知
① 上記(1)の調査の結果、消費設備が技術基準上の基準（注２）に適合していない場合には、当該消費設備の

所有者又は使用者に改善を求める通知を行うこと。
（注２）「液石法規則第44条」参照

① 特に、使用上支障のある腐食、割れ等の欠陥があった場合には、ガスの使用を中止させ、当該消費設備
の所有者又は使用者に改善等の安全対策を講じさせるよう通知すること。

② 上記①及び②において消費設備の改善やガスの使用を停止するなどの保安対策が講じられない場合には、
その事実を所在する都道府県に連絡すること。

３．改善等の報告
上記(2)③の都道府県に連絡した事例があった場合には、貴協会を通じて経済産業省ガス安全室に報告し

ていただくようお願いします。
なお、本報告は、液石法第35条の5において、「都道府県知事は、消費設備が経済産業省令で定める技術

上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合する
ように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。」こととなっており、こ
の措置を確認するため協力を求めるものであります。



3. 対策（要請文の内容を含む）

法令遵守
• 消費設備の基準を遵守する。（法第35条の5、法第38条の2）
• 保安機関の指摘を受けた場合は、速やかに対応する。（法第35条の5、法第38条の2）
• 消費設備の基準適合命令を出す。（法第35条の5）
• 適切に設備工事を行う。（法第38条の2）
• 工事記録や配管図面を保存する。（法第38条の12）
• 異常な臭いを察知したらガス会社などに連絡する。（規則第27条周知）
• ガス警報器は常時コンセントに差し込んだままとする。（規則第27条周知）
• 保安機関は適切に調査を行う。（規則第37条、第44条）など

その他
• 一般消費者等が休業等でガスを長期間使用しない場合や事業を再開する場合、また、リフォーム
等工事を行う際には、ＬＰガス販売事業者等に連絡をする。

• 目視により点検・調査などを行いやすい位置での配管の施工。
• 集中監視システムの活用、ガス警報器とメーターの連動、業務用メーターの改善。 など



雪害等事故発生状況



１．発生日時・場所
令和3年1月14日（木）10時40分、秋田県

２．被害
人的被害：死者1名
物的被害：当該住宅1棟全焼等

３．事象
液化石油ガスの漏えいによる爆発火災事故と推定

４．事故概要
落雪により容器バルブと圧力調整器との接続部及び供給管とガスメーター入口部が損傷し、

いずれかからガスが漏えいしたと推定。雪下ろしの雪に囲まれた家屋の周辺や床下に、漏えいしたガ
スが滞留し、何らかの原因でガスに着火して爆発したものと推定されている。

１．秋田爆発火災事故の概要

 令和3年1月14日(木)、一般住宅で爆発火災事故が発生。関東東北産業保安監督部
東北支部及び高圧ガス保安協会（事故調査委託先）などが、現地調査を実施。屋外に
漏えいしたガスが、雪に囲まれた家屋の周辺や床下に滞留し、何らかの原因で着火して爆
発したものと推定される。

 雪害に関する注意喚起（落雪の注意、設備の雪害対策、設備周辺の除雪、販売事業
者への連絡など）を行った。

資料２－２雪害等事故発生状況



２．雪害等事故件数
 事故件数は、降雪の状況により、年によって大きく変動する。
 雪に関連する事故件数のうち約96％（2011-2020年、327件中314件）は１～３月に発生。
繰り返しの降雪を経て圧雪した氷状の固い雪などが屋根から滑り落ち、LPガスの供給設備（調整器
など）を損傷させる事故が発生している。

 また、同事故件数の約95％（同327件中311件）は、漏えい事故である。他方、雪に囲まれるな
どでガスが滞留して着火するなど、爆発や火災に至る事故が年平均1.6件（10年間で16件）、発
生している。

 2021年1月～３月（3/16時点）には、24件の事故（うち９件は調整器損傷）が発生。発生し
た地域は、北海道、秋田県、岩手県、山形県、新潟県、福井県である。

2011年～2020年の雪害及び雪下ろし等による人為的な事故（件数）

注）2021.1-3は、3/16時点までの集計。

暦年 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2011-
2020
合計

参考
2021.1-3月

全事故件数 227 260 210 187 182 140 195 212 198 192 2,003 -

雪下ろし等事故（人
為的な原因が絡むも
の）、雪害（自然の
落雪等）合計

58 88 44 43 35 6 11 33 9 0 327 24

雪下ろし、除雪等事故 8 24 5 4 3 0 2 4 3 0 53 20
（うち爆発、火災等） 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7 1
（うち人身事故） 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1
雪害件数（大部分が
漏洩事故） 50 64 39 39 32 6 9 29 6 0 274 4

（うち爆発、火災等） 1 1 1 3 1 0 1 1 0 0 9 0
（うち人身事故） 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0

負傷者数 0 1 0 3 0 0 2 1 0 0 7 1

件数

※2020年は雪害なし



３．雪害等事故事例

１．落雪
１）自然落雪： 自然に落下した雪の衝撃により供給設備を損傷。雪害の事故で最も数が多い。
例）住人が石油ストーブに点火後、床下から火が噴出した。原因は、落雪により調整器接続部が損傷し、漏えいしたガスが
床下から室内に滞留し引火したもの。（H.23.01.01, 岩手県二戸市 漏えい爆発事故）

２）雪下ろし： 雪下ろし作業の際、落雪により供給設備を損傷。
例）住人が石油ボイラーのスイッチを入れたところ、爆発が発生。原因は、屋根の雪下ろしの際に単段式調整器接続部が損
傷し、漏えいしたガスが換気口や窓の隙間から屋内に流入し引火したものと推定される。（H.23.01.12, 秋田県湯沢市
漏えい爆発事故）

２．積雪荷重： 積雪により荷重がかかり、供給設備を損傷。
例）容器の設置場所である物置小屋から出火。原因は、除雪作業者が容器周辺に雪を下ろしたため、荷重により調整器接
続部が損傷し、漏えいしたガスに2.5m離れた灯油ボイラーの火が引火したものと推定される。 （H.27.01.12, 秋田県藤
里町）

３．除雪： 除雪作業の際、重機等により供給設備を損傷。
例）除雪作業時にバルク貯槽からガスが漏えいし火災となり、3名が重傷を負い、家屋等が焼損した。原因は、除雪作業者が
積雪によりバルク貯槽の存在に気付かず、重機で誤って安全弁及び液受入弁を損傷し、漏えいしたガスにストーブの火が引
火したものと推定される。なお、除雪作業者は道路から玄関までの除雪を依頼されていたが、その奥にあるバルク貯槽付近の
除雪を行っていた。（H.26.12.30, 長野県白馬村 漏えい火災事故<B級事故>）

 損傷場所は、主に供給設備（容器等～ガスメータ）。
 落雪（自然落雪、雪下ろし）や積雪荷重によるものに加え、除雪の際にも発生。



４．雪害等事故対策

ハード対策（販売事業者等（供給設備））
① 設備の保護：軒下などへの設置、雪囲いの設置などにより、

落雪及び積雪による設備の損傷を防ぐ。また、専用の容器収
納庫を設置し、容器や調整器等の設備を収納する。

② 損傷しにくい設備の設置：配管の支持を強化し、積雪荷重
等への耐性を向上させる。配管を軒下の壁沿いの高い位置に
敷設することによって、落雪及び積雪の影響を減らす。

③ 漏えい防止機能付き設備の設置：高圧ホースはガス放出防
止型高圧ホースとする。容器が1本で調整器が直付けの場合
は折損対策型ガス放出防止型単段式調整器とする。

＜例示基準第９節＞ “充てん容器等の設置位置は、屋根又はひさしの垂直投影面の
内側であって、かつ、積雪により埋没するおそれのない位置又は雪囲いを施す等によっ
て保護された位置であること。ただし、落雪による衝撃等の外力に耐える構造の箱等
（側板下部の通風がよいものに限る。）に充てん容器等を収納した場合はこの限りで
ない。”

 ソフト対策（一般消費者等）

① 雪下ろし：定期的に屋根等からの雪下ろしを行い、雪庇の発達や大量の落雪を防ぐ。

② 速やかな排雪：ガスが万が一漏れたときでも滞留しないよう、供給設備周辺の除雪を行う。また、重機等に
よる除雪が行われる場合は、作業者にLPガス供給設備の位置を伝え、重機による損傷がないよう注意する。

③ 販売事業者等への連絡：漏えいした場合は、速やかに販売事業者等に連絡する。

雪害等 地震 洪水

発生地 豪雪地 全国 浸水想定区域

時期 1-3月 - 台風、梅雨の時期等

設備の保護、
損傷しにくい
設備の設置

軒下の容器設置 -

雪囲い
配管支
持強化

- -

漏えい防止
機能付き設
備の設置

ガス放出防止機能付きホースなど

容器の固定

ベルトや鎖を二重がけ（容器の上半分に１本、
下半分に１本かける）
注）容器が埋没するほどの積雪時は上記措置が困難。

- - 鎖が外れにくい固定金具
（浮き上がり防止）

注）50kg以下の容器を想定。この他、容器庫への格納などの方法あり。

LPガス設備の自然災害対策



新型コロナウイルス感染症を契機とした対策



１.新型コロナウイルス感染症を受けた法的措置について（時限的措置）

 新型コロナウイルスの影響に鑑み、液石法施行規則で規定する期間（消費設
備・供給設備の調査・点検等）について、延長措置を講じた。

【省令・告示改正による猶予措置等】

供給設備点検、消費設備調査等期限
 点検調査等期限（令和２年４月10日～９月30日）の４ヶ月延長（R2.4.10公布・施行）
 点検調査等期限（令和２年10月１日～11月30日）の４ヶ月延長（R2.6.26公布・施行）
 点検調査等期限（令和３年２月５日～３月31日）の４ヶ月延長（R3.2.5公布・施行）

その他
 販売事業者の事業年度報告期限の４ヶ月延長（R2.4.10公布・施行）
 充てん設備の保安検査期限の４ヶ月延長（R2.4.10公布・施行）
 講習（業務主任者、設備士、充てん作業者）受講期限の1年延長（R2.3.17公布・施行）
 講習（業務主任者）受講期限を年度内に延長（R2.6.26公布・施行）
 認定販売事業者の保安確保機器期限管理の４ヶ月延長（R2.6.26公布・施行）
 認定販売事業者の保安確保機器期限管理の４ヶ月延長（R3.2.05公布・施行）

時限的措置

事業者⇔一般消費者等



２.新型コロナウイルス感染症を受けた法的措置について（恒久的措置）

コンロ（燃焼器）

マイコンメーター

燃焼器入口圧力

１２３４５

マイコンメーター表示値などをもとに
した計算値により代替可能とした。

【代替措置の追加】 計算値を使用する措置を追加。（例示基準第30節に追加）
マイコンメーター表示、その他データ（注）をもとに計算した値を使用可能とした。
（注）計算に必要なデータ：最大ガス流量（消費量）、管の内径、配管の長さ、継手類な
ど。計算に使用した根拠を記録に残す。
委託事業（KHK）における検討
• 圧力損失について、計測値と、計算値（高圧ガス保安協会基準KHKS0738の圧力
損失計算方法による）との相関関係を分析し、乖離が小さいことを確認。

• 本手法の適用範囲：計測値又は計算値による圧力損失が0.3kPaを超える場合は
マイコンメーターの表示による圧力確認方法は使えない。（例えば、0.3kPaの圧力損失
は計算上では長さ約40m程度の配管設備に相当し、著しく長い配管設備ではマイコン
メーターによる確認は出来ない。）

【従来】 圧力損失の調査について計測が必要。

調整圧力及び閉塞圧力並びに燃焼器入口における
圧力確認を行うためには、消費者宅において各圧力
測定及び燃焼器の点火が必要であった。

もしくは、マイコンメーターと燃焼器間の圧力損失を消
費者宅で事前に測定しておくことを条件とし、マイコン
メーターでの代替を可能としていた。

いずれの方法でも、圧力の測定は消費者の協力が
得られない場合は実施できなかった。

コンロ（燃焼器）

マイコンメーター

燃焼器入口圧
力

１２３４５ 屋外 屋外

従来は屋内に入り実測
を行っていた。

マイコンメーター表示等に基づく計算値による定期消費設備調査
圧力損失について、計測値と、計算値の相関関係を分析し、乖離が小さいことを確認。
従来は計測が必要であったが、今回の改正では計算値を使用する代替措置を追加。

上記手法についての定期点検調査の手順書などを作成。（次頁参照）

改正後（R3年2月24日～）改正前

事業者⇔一般消費者等

全国LPガス協会規制見直し要望



 上記調査における運用マニュアル（記録の保存方法、計算値の具体的算出例等）を
作成した。

マイコンメーター表示等に基づく計算値による定期消費設備調査

 例示基準第29節及び30節に、マイコンメータの漏えい検知機能及び圧力測定機能を
活用した、燃焼器入口圧力の確認、調整圧力・閉そく圧力の測定、漏えい試験方法
等が定められている。本手法の有効活用をはかるため、運用マニュアルを作成した。

マイコンメーターの漏えい検知機能及び圧力測定機能を活用した定期点検・調査

事業者⇔一般消費者等

運用マニュアル
（手引き書）

主な構成
・適用範囲
・例示基準の概説
・測定原理、測定方法・条件
・圧力損失の算出方法
・記録保存（異常時の措置内容等）

主な構成
・適用範囲
・例示基準の概説
・マイコンメータの漏えい検知機能・圧力測定機能
・記録保存（異常時の措置内容等）

運用マニュアル
（手引き書）

２.新型コロナウイルス感染症を受けた法的措置について（恒久的措置）



緊急時対応・連絡
緊急時対応の技術的能力として、現行の制度では、一般消費者等からの連絡を確実に
受ける体制を構築するため、携帯電話への転送は配置条件を満たさないとしている。
今般の通信技術の発達や新型コロナウイルス感染症を受けたテレワークの増加等を勘案
し、携帯電話等への転送措置を認めるため、制度改正を実施した。

３. 新型コロナウイルス感染症を受けた法的措置について（恒久的措置）

緊急時対応

緊急時連絡

緊急時連絡
（災害時の補完）

保安機関
事業所内

保安業務資格者

事業所の近隣
事業所に１０分以内で

到着できる範囲

一般消費者等 一般消費者等

緊急時連絡

保安機関

事業所内

テレワーク中の従業員への自動転送

事業所内での携帯等の受信

事業所の近隣
事業所に１０分以内
で到着できる範囲

事業所の
近隣における
自動転送

• 緊急時対応は一般消費者等から緊急時連絡を受けた場合、
直ちに出動し事態の収束を図る必要がある。そのため緊急
時連絡は確実に対応できる体制を取る必要があり、事業所
における常駐が義務づけられている。

• また、電波の状況による影響や電話を取りそびれること等
により、一般消費者等からの緊急連絡を受けられないこと
が想定されるため、災害時等を除く携帯電話への通知又は
転送は常時配置と見なさないこととされている。

• 最近の通信技術の向上や、新型コロナウイルス感染症を受
けたテレワークの増加等を勘案し電話転送の基準について、
一部を緩和することとする。

• 確実に保安業務の遂行できる体制構築を前提に原則携帯電
話等への転送を認めることとする。

改正後（R3年2月18日～）改正前
通達 保安機関の認定及び保安機関の保安業務規程の認可に係る運用及び解釈について

事業者内

全国LPガス協会規制見直し要望



行政⇔事業者

４. 新型コロナウイルス感染症を受けた法的措置について（恒久的措置）

 保安ネットは、産業保安法令に基づく手続について、インターネットを利用して提出可能となるシ
ステム。経済産業省及び産業保安監督部所管の事業者を対象にシステムを構築。

 令和2年1月から一部届出の電子申請が開始され、その他の手続きについては、同6月から、申
請書類・添付書類をPDFファイルにして保安ネット内の簡易申請フォームより提出することが可能
となった。

保安ネット

 令和2年12月28日、経済産業省が所管する省令において、押印を求めている手続等に関し
て押印を不要とするための所要の規定等を整備。

 液石法については、行政機関等への手続きにおける省令の様式を改正することで、押印手続き
の見直しを実施した。

押印手続きの見直し

印
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