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１ 総説 

 この手引きは，高圧ガスの販売について高圧ガス保安法に基づき行わなければならない諸手続き

や義務をまとめたものです。 

 販売とは，高圧ガスの引渡しを継続かつ反復して行い，それによって対価を得ることです。通常

は容器（ボンベ）に充てんされた状態や販売先の貯槽等にタンクローリーから充てんするという形

態で取引されます。 

 また，液化石油ガスを一般消費者等（家庭用，飲食店等業務用の消費者）に販売する場合には，

「高圧ガス保安法」ではなく，「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」に基

づく手続きが必要となります。 

 なお，冷媒ガスを販売する場合は，冷凍関係申請･検査の手引きの「Ⅴ 冷媒ガスの販売・貯蔵

等」を参照して下さい。 

〔略称について〕 

(1) 法      高圧ガス保安法 

(2) 令      高圧ガス保安法施行令 

(3) 一般則    一般高圧ガス保安規則 

(4) 液石則    液化石油ガス保安規則 

(5) 容器則    容器保安規則 

(6) 液石法    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 

〔届出書の提出先〕 

販売所の所在地 提出先 

水戸市，笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美

玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村 

〒310-8555 水戸市笠原町 978-6 

茨城県生活環境部防災・危機管理局消防安全課 

産業保安室 

電話 029-301-3594 Fax 029-301-2887 

常陸太田市，大子町 〒313-0013 常陸太田市山下町 4119 

茨城県県北県民センター環境・保安課 

電話 0294-80-3355 Fax 0294-80-3357 

日立市，高萩市，北茨城市 〒317-0073 日立市幸町 1-21-2 

茨城県県北県民センター日立商工労働センター 

電話 0294-21-6711 Fax 0294-21-6712 

鹿嶋市，潮来市，神栖市，行方市，鉾田市 〒311-1593 鉾田市鉾田 1367-3 

茨城県鹿行県民センター環境・保安課 

電話 0291-33-6056 Fax 0291-33-5638 

土浦市，石岡市，龍ヶ崎市，取手市，牛久市，

つくば市，守谷市，稲敷市，かすみがうら市，

つくばみらい市，美浦村，阿見町，河内町，利

根町 

〒300-0051 土浦市真鍋 5-17-26 

茨城県県南県民センター環境・保安課 

電話 029-822-7067 Fax 029-822-9040 

古河市，結城市，下妻市，常総市，筑西市，坂

東市，桜川市，八千代町，五霞町，境町 

〒308-8510 筑西市二木成 615 

茨城県県西県民センター環境・保安課 

電話 0296-24-9140 Fax 0296-24-7813 

常陸大宮市 〒319-2251 常陸大宮市姥賀町 621 

常陸大宮市消防本部 

電話 0295-53-1156 Fax 0295-53-2041 



- 2 - 

 

 

２ 販売に係る届出 

（１） 手続きの概要 

－販売開始まで－                

 

 高圧ガスの販売  

 事業を計画  

  

 

 液化石油ガスを一般消 法第20条の4 

 費者等に販売する事業 対象外（液石法第2条第3項） 

 か  

                             はい    いいえ 

   

 

   

届出対象か 

 

対象外（法第20条の4ただし書き） 

（令第6条） 

            

   

   

 
液化石油ガス法の手続 

液石法第2条第3項  

  

 

 

 

  

販売開始 

 

  

  

                          はい     いいえ 

            

事業開始の日の 

 

 

 

           20日前まで  

販売事業の届出 

 

 法第20条の4 

販売開始 

 

  

 

  
販売主任者の選任 

 

   

                 法第28条第1項 

  

販売開始 
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－販売開始後－ 

                                                

 
販売開始 

 

  

 

 法第20条の5 
周知義務 

  
販売の方法の技術基準適合維持 

法第20条の6 

第 1項   第 1項 

  

  法第36条 
危険時の措置 

  
保安教育 

 法第27条 

第 1項    第 4項 

  

  法第23条 
移動の基準 

  
貯蔵の基準 

法第15条第 1項  

    第 1項 , 第 2項   法第16条 

 法第17条の2 

  法第25条 

廃棄の基準 

  

 

 

   
帳簿の作成・保存 

法第60条 

  第 1項 

 法第63条 
事故届 

 

第 1項   

  

 

 

   

  

販売ガス種類の 

変更 

 
販売事業の廃止 

 

 
承 継 

 
販売主任者選解任 

  

      

法第28条第 1項  

第 3項 

 

   法第21条第5項 法第20条の4の2 

第 2項 

 

  法第20条の7     

    

 販売に係る高圧ガス  高圧ガス販売事業  高圧ガス販売事業  高圧ガス販売 

 の種類変更届  廃止届  承継届  主任者届  

                  

 

   その他届出が必要な事項 

代表者等の変更 

                

       

代表者等変更届 
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（２） 高圧ガス販売事業届 

  高圧ガスの販売の事業（液石法第 2 条第 3 項の液化石油ガス販売事業を除く。）を営もうとす

る者は，販売所ごとに，事業開始の 20 日前までに，県知事に届け出なければなりません。 

ただし，法第 5 条第 1 項第 1 号に定める高圧ガス第 1 種製造者がその製造した高圧ガスをその

事業所において販売する場合，医療用圧縮酸素及び令第 6 条に定める高圧ガスの貯蔵数量が常時

容積 5ｍ３未満の販売所で販売する場合は除かれます。（法第 20 条の 4，一般則第 37 条，液石則

第 38 条） 

①提出時期  販売開始予定日の 20 日前まで 

②届出書  高圧ガス販売事業届書（一般則様式第 21，液石則様式第 21） 

③提出部数 １部（受付印を押印しますので，届出書の事業所控えを持参して下さい。） 

④添付書類  ・登記事項証明書又は履歴事項全部証明書（個人の場合は住民票の写し） 

         ・委任状（法人代表者以外の者を届出者とする場合）手引様式 1 

         ・販売計画書（別紙 1） 

         ・販売業者等に係る技術上の基準に関する事項を記載した書類（別紙 2） 

         ・販売先保安台帳の様式（参考様式 1，2） 

         ・容器授受記録簿の様式（参考様式 3） 

                ・販売所の位置図 

         ・高圧ガスを貯蔵する場合は貯蔵量，容器置き場等の見取図 

⑤提出先   県民センター環境・保安課等（届出書の提出先参照，以下同じ） 

 

[令第 6 条 販売事業の届出をすることを要しない高圧ガス] 

ア 医療用の高圧ガス（在宅酸素療法用の液化酸素除く） 

イ 内容積が 300 ミリリットル以下の容器内における高圧ガスであって，温度 35 度において圧

力 20MPa 以下のもの 

 ウ 消火器内の高圧ガス 

 エ 内容積 1.2 リットル以下の容器内における液化フルオロカーボン 

 オ 自動車又はその部分品内における高圧ガス 

 カ 緩衝装置内における高圧ガス（不活性ガス又は空気を封入した物で設計圧力を超える圧力に 

ならない構造のものでエア・サスペンション，外部のガス供給源と配管により接続されていな

い緩衝装置でショックアブソーバ等） 

 

販売計画書の作成上の留意事項 

ア「販売の目的」 

  販売区域は，市町村単位で記載して下さい。また，圧縮天然ガスを燃料の用に供する一般消費

者に販売する者にあっては，販売区域等を具体的（○○町の区域の○○に対して販売）に記載し

て下さい。 

イ「販売業者等に係る技術上の基準に関する事項」 

  同基準に適合しているか否かを判断するために必要な事項については，一般則第 40 条各号又

は液石則第 41 条各号を遵守する旨及び台帳の記載事項を記載して下さい。 
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（３） 高圧ガス販売主任者届 

  高圧ガス販売主任者を選任・解任したときは，「高圧ガス販売主任者届書」を届け出なければ

なりません。（法第 28 条） 

販売主任者の選任 

以下の高圧ガスを販売する販売業者は，販売所ごとに所定の免状を有し，所定の経験を有する

者を販売主任者として選任しなければなりません。 

ア 一般則（一般則第 72 条第 1 項） 

  アセチレン，アルシン，アンモニア，塩素，クロルメチル，五フッ化ヒ素，五フッ化リン，酸

素，三フッ化窒素，三フッ化ホウ素，三フッ化リン，シアン化水素，ジシラン，四フッ化硫黄，

四フッ化ケイ素，ジボラン，水素，セレン化水素，ホスフィン，メタン，モノゲルマン及びモノ

シラン 

   販売業者は，次の表の左欄の販売所の区分ごとに甲種化学責任者免状，乙種化学責任者免状，

甲種機械責任者免状，乙種機械責任者免状又は第 1 種販売主任者免状の交付を受けている者で

あって，同表右欄に掲げるガスの種類のうち一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製

造又は販売に関する六月以上の経験を有する者のうちから販売主任者を選任しなければなり

ません。 

 

販売所の区分 ガスの種類 

アセチレン，アルシン，アンモニア，塩素，クロル 

メチル，五フッ化ヒ素，五フッ化リン，三フッ化窒 

素，三フッ化ホウ素，三フッ化リン，シアン化水素， 

ジシラン，四フッ化硫黄，四フッ化ケイ素，ジボラ 

ン，水素，セレン化水素，ホスフィン，メタン，モ 

ノゲルマン及びモノシランの販売所 

アルシン，ジシラン，ジボラン，セレン 

化水素，ホスフィン，モノゲルマン及モ 

ノシラン 

 

アセチレン，アンモニア，塩素，クロルメチル，五 

フッ化ヒ素，五フッ化リン，三フッ化窒素，三フ化 

ホウ素，三フッ化リン，シアン化水素，四フッ化硫 

黄，四フッ化ケイ素，水素，メタンの販売所 

アンモニア，一酸化炭素，酸化エチレン， 

クロルメチル，シアン化水素，石炭ガス， 

トリメチルアミン，モノメチルアミン及

び硫化水素 

アセチレン，水素及びメタンの販売所 

 

 

アセチレン，油ガス，エタン，エチレン， 

塩化ビニル，水性ガス，水素，メタン， 

及びメチルエーテル 

塩素，五フッ化ヒ素，五フッ化リン，三フッ化窒素 

三フッ化ホウ素，三フッ化リン，四フッ化硫黄及び 

四フッ化ケイ素の販売所 

 

亜硫酸ガス，塩素，五フッ化ヒ素，五フ

ッ化リン，三フッ化窒素，三フッ化ホウ

素，三フッ化リン，四フッ化硫黄，四フ

ッ化ケイ素，ブロムメチル及びホスゲン 

酸素の販売所 酸素 

 

イ 液石則（液石則第 70 条第 1 項） 

  液化石油ガス（炭素数３又は４の炭化水素を主成分とするものに限る。） 

   販売業者は，甲種化学責任者免状，乙種化学責任者免状，甲種機械責任者免状，乙種機械責

任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者（特別試験科目に係る丙種化学責任者

免状の交付を受けているものを除く。）若しくは第２種販売主任者免状の交付を受けている者

であって，液化石油ガスについての製造又は販売に関する六月以上の経験又はこれらと同以上

の経験する者のうちから販売主任者を選任しなければなりません。 
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①提出時期  選任・解任した後，遅滞なく 

②届出書   高圧ガス販売主任者届書（一般則様式第 35，液石則様式第 34） 

③提出部数  １部（受付印を押印しますので，届出書の事業所控えを持参して下さい。） 

④添付書類  製造保安責任者免状又は高圧ガス販売主任者免状の写し，経験を証する書面 

       (参考様式 4) 

⑤提出先   県民センター環境・保安課等 

 

（４） 販売に係る高圧ガスの種類変更届 

  販売する高圧ガスの種類を変更したときは，「販売に係る高圧ガスの種類変更届書」を届け出

なければなりません。（法第 20 条の７，一般則第 41 条） 

  ただし，以下に掲げる同一区分内のガスの種類の変更は，「販売に係る高圧ガスの種類変更」

に該当しないものとして扱います。 

 ア 液化石油ガス 

 イ 不活性ガス 

①提出時期  変更した後，遅滞なく 

②届出書   販売に係る高圧ガスの種類変更届書（一般則様式第 22） 

③提出部数  １部（受付印を押印しますので，届出書の事業所控えを持参して下さい。） 

④提出先   県民センター環境・保安課等 

 

（５） 高圧ガス販売事業承継届 

  高圧ガス販売業者について，届出に係る事業の全部を譲り渡し，又は販売業者について相続，

合併若しくは分割があったときは，その事業の全部を譲り受けた者又は相続人，合併後存続する

法人，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，販売業者

の地位を承継します。（法第 20 条の４の２） 

  販売業者の地位を承継した者は，「高圧ガス販売事業承継届書」を届け出なければなりません。

（一般則第 37 条の２，液石則第 38 条の２） 

①提出時期  承継した後，遅滞なく 

②届出書   高圧ガス販売事業承継届書（一般則様式第 21 の 2，液石則様式第 21 の 2） 

③提出部数  １部（受付印を押印しますので，届出書の事業所控えを持参して下さい。） 

④添付書類  ・ 委任状（手続き等を委任する場合） 

         ・ 承継の事実を証する書面（法人の場合は，事業譲渡契約書，合併契約書，分

割計画書又は分割契約書の写し等及び登記事項証明書の写し。個人の相続の場

合は，相続人の戸籍謄本，相続人が２人以上ある場合は，その全員の同意によ

り承継すべき相続人を選定した事実を証する書面等及び相続人の戸籍謄本。） 

⑤提出先   県民センター環境・保安課等 

 

（６） 高圧ガス販売事業廃止届 

  高圧ガスの販売の事業を廃止したときは，「高圧ガス販売事業廃止届書」を届け出なければな

りません。（法第 21 条第５項，一般則第 44 条，液石則第 44 条） 

①提出時期  販売の事業を廃止した後，遅滞なく 

②届出書   高圧ガス販売事業廃止届書（一般則様式第 26，液石則様式第 25） 
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③提出部数  １部（受付印を押印しますので，届出書の事業所控えを持参して下さい。） 

④提出先   県民センター環境・保安課等 

 

（７） 販売所の移転 

販売所の所在地を変更（移転）したときには，旧所在地の販売所については「（６）高圧ガス

販売事業廃止届書」を，新所在地の販売所については「（２）高圧ガス販売事業届書」を届け出

なければなりません。 

  なお，住居表示の変更の場合は，届け出る必要はありません。 

 

（８） 代表者等変更届 

  名称，法人代表者，届出代理者等を変更したときは，「代表者等変更届書」を届けて下さい。 

①提出時期  変更後，遅滞なく 

②届出書   代表者等変更届書（手引様式 2） 

③提出部数  １部（受付印を押印しますので，届出書の事業所控えを持参して下さい。） 

④添付書類  変更した事実を証明する書面（登記事項証明書の写し又は代表者事項証明書の写        

し等）               

⑤提出先   県民センター環境・保安課等 

 

３ 留意事項 

（１） 周知の義務 

  販売業者等はその販売する高圧ガスを購入する消費者に対して，販売契約を締結したとき及び

1年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに当該高圧ガスによる災害の発生の防止に関し

必要な事項を周知しなければなりません。（法第 20条の 5第 1項，一般則第 38条，液石則第 39

条） 

 ア 周知対象の高圧ガス 

(ｱ)溶接又は熱切断用のアセチレン，天然ガス又は酸素，液化石油ガス 

(ｲ)在宅酸素療法の液化酸素 

(ｳ)スクーバダイビング等呼吸用の空気 

  (ｴ)スクーバダイビング呼吸用のガスであって当該ガス中の酸素及び窒素の容量の合計が 98パ 

ーセント以上で，かつ，酸素の容量が全容量の 21パーセント以上のもの（前記のものを除

く。） 

  (ｵ)燃料用液化石油ガス(車両用の燃料を除く。) 

 イ 高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項 

(ｱ)使用する消費設備のその販売する高圧ガスに対する適応性に関する基本的な事項 

  (ｲ)消費設備の操作，管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項 

  (ｳ)消費設備を使用する場所の環境に関する基本的な事項 

  (ｴ)消費設備の変更に関し注意すべき基本的な事項 

  (ｵ)ガス漏れを感知した場合その他高圧ガスによる災害が発生し，又は発生するおそれがある 

場合に消費者がとるべき緊急の措置及び販売業者等に対する連絡に関する基本的な事項 

  (ｶ)前号に掲げるもののほか，高圧ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項 
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 （２） 帳簿の保存 

  販売事業者は，法第 60 条第 1 項の規定により，販売所ごとに次の帳簿を備え，記載の日から

2年間保存しなければなりません。 

 ア 高圧ガスを容器により授受した場合 

  (ｱ)充てん容器の記号及び番号 

(ｲ)高圧ガスの種類及び充てん圧力(液化ガスにあっては質量) 

(ｳ)授受先 

(ｴ)授受年月日 

 イ 法第 20条の 5第 1 項の周知を行った場合 

(ｱ)周知に係る消費者の氏名･名称，住所 

(ｲ)周知した者の氏名 

(ｳ)周知の年月日 

 

（３） 高圧ガスの貯蔵について 

  容器置場を設置して高圧ガス容器を貯蔵する場合には，貯蔵数量により貯蔵の方法に係 

る技術上の基準を遵守する必要があります。また，貯蔵数量により高圧ガス貯蔵所の許可・ 

届出の手続きが必要となりますので，貯蔵数量及び適用となる基準を確認のうえ，茨城県 

防災･危機管理局消防安全課産業保安室にお問合せ下さい。 

 ※貯蔵の規制を受けない容積は 0.15ｍ３及び液化ガスは 1.5kg以下です。 

ア 許可･届出が必要な貯蔵 

(ｱ)貯蔵所の許可・届出の規模（法第 16条，第 17条の 2） 

区分 第一種ガスの貯蔵量 第二種ガスの貯蔵量 技術上の基準 

第一種貯蔵所(許可)  3,000m3以上  1,000m3以上 
一般則第 21条 

液石則第 22条 

第二種貯蔵所(届出) 
    300m3以上 

     3,000m3未満 

    300m3以上 

     1,000m3未満 

一般則第 26条 

液石則第 27条 

許可･届出が不要    300m3未満   300m3未満 
一般則第 18条 

液石則第 19条 

備考 １ 第一種ガスは，不活性ガス（ﾍﾘｳﾑ，ｸﾘﾌﾟﾄﾝ，ｷｾﾉﾝ，ﾗﾄﾞﾝ，窒素，二酸化炭素，ﾌﾙ

ｵﾛｶｰﾎﾞﾝ(可燃性のものは除く))又は空気，第二種ガスは第一種ガス以外のガス 

   ２ 液化ガスは 10kgを 1m3 ，ｱｾﾁﾚﾝは 1kgを 0.9m3として換算する。 

  ※第一種ガス及び第二種ガスを貯蔵する場合 

第一種ガスＭ m3  (3,000m3未満), 第二種ガスＬm3の場合 

   1,000+2/3×Ｍ≦ Ｍ+Ｌのとき第一種貯蔵所 

 (ｲ)第一種，第二種貯蔵所に係る技術上の基準 

 高圧ガス貯蔵に係る申請･検査の手引きを参照して下さい。 

イ 許可・届出を要しない貯蔵 

 貯蔵量 300m3未満のもの 

ウ 貯蔵の方法に係る技術上の基準の例 

 (ｱ)容器により貯蔵する場合の技術上の基準（法第 15条第 1項） 

  一般則第 18条第 2号，第 19条，液石則第 19条第 2号，第 20条 

① 燃性，毒性ガスの充てん容器等の貯蔵は通風の良い場所でする。 
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 ②充てん容器，残ガス容器に区分して容器置場に置く。 

 ③可燃性，毒性，酸素の充てん容器等は，区分して容器置場に置く。 

 ④容器置場には計量器等作業に必要な物以外の物を置かない。 

 ⑤容器置場(不活性ガス及び空気を除く)の周辺 2メートル以内は，火気の使用を禁止，引火

性又発火性の物は置かない。 

 ⑥充てん容器等は，常に 40 度（超低温容器等にあっては，容器内ガスの常用温度のうち最

高のもの）以下に保つ。 

 ⑦充てん容器等（内容積 5リットル以下を除く）は，転落，転倒等による衝撃及びバルブの

損傷を防止し，かつ粗暴な取扱をしない。 

⑧可燃性ガスの容器置場には，携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らない。 

⑨充てん容器等は，車輌に積載して貯蔵しない。（法第 16条第 1項の許可を受け，又は法第

17条の 2第 1項の届出を行ったところに従って貯蔵するものを除く） 

⑩一般複合容器等は刻印等の年月から 15年を経過した物は使用禁止 

 

（４） 高圧ガスの移動について 

  高圧ガスを車両に積載して運搬する場合は，移動に係る技術上の基準（法第 23条）を遵守す

る必要があります。 

 ア バラ積み容器による移動に係る技術上の基準 

   一般則第 50条第 1～11号，13号及び第 49条第 1項第 17～21号 

   液石則第 49条第 1～7号，9号及び第 48条第 14～18号 

 (ｱ)車両の前後の見やすいところに警戒標の掲示 

  (ｲ)充てん容器等は，40 度以下に保つ。 

  (ｳ)一般複合容器等は刻印等の年月から 15年を経過した物は使用禁止 

 (ｴ)突出したバルブのある液化石油ガスの充てん容器等には，固定式プロテクター又はキャップ

を施す。 

 (ｵ)容器の転落，転倒防止措置，バルブの損傷防止措置，粗暴な取扱の禁止  

   例：ゴム製マット等の上での荷下ろし，圧縮ガスの充てん容器等は原則として横積，アセチ

レン，液化ガスは原則として，縦積，1段積（一部例外有り） 

 (ｶ)混載の禁止 

   次の容器等は，同一の車両に積載して移動しない。 

   ①充てん容器等と消防法危険物 

   ただし，液化石油ガス，圧縮天然ガス，不活性ガスの充てん容器等(内容積 120 リットル未満の

ものに限る)と第 4 類の危険物との場合及びアセチレン，酸素の充てん容器等(内容積 120 リット

ル未満のものに限る)と第 4 類の第 3 石油類又は第 4 石油類の危険物との場合を除く。 

   ②塩素の充てん容器とアセチレン，アンモニア，水素の充てん容器等 

 (ｷ)可燃性ガス及び酸素の充てん容器等同一車両で移動するときは，これらの充てん容器等のバルブ

が相互に向き合わないようにする。  

(ｸ)毒性ガスの充てん容器等には，木枠又はパッキンを施す。 

(ｹ)可燃性ガス，酸素又は三フッ化窒素の充てん容器等を車両により移動するときは，消火設備，防

災資材，工具等を携行する。 
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 ①消火器 

 ・圧縮ガス 15m3又は液化石油ガス 150kg 以下の場合には，能力単位 B-3 以上の粉末消火器を 1 個

以上 

 ・圧縮ガス 100 m3又は液化石油ガス 1,000kg 以下は，能力単位 B-10 以上の粉末消火器を 1 個以

上 

 ・圧縮ガス 100 m3又は液化石油ガス 1,000kg を超える場合は，能力単位 B-10 以上の粉末消火器

を２個以上 

  ②資材及び工具等 

  ・赤旗，赤色合図灯又は懐中電灯，メガホン，長さ 15m 以上のロープ 2 本，漏えい検知剤，車輪

止め 2 個以上，容器バルブ開閉用ハンドル，容器バルブグランドスパナ又はモンキースパナ，

革手袋 

(ｺ)毒性ガスの充てん容器等を移動するときは，防毒マスク，手袋等保護具，緊急措置に必要な資材， 

薬剤，工具を携行。 

(ｻ)除害の措置を講ずる（アルシン又はセレン化合物） 

(ｼ)駐車する場合 

 ①保安物件の密集地を避け，交通量が少ない安全な場所を選ぶ。 

 ②移動監視者又は運転手は，やむを得ない場合を除き車両を離れない。 

(ｽ)指定された数量以上又は特殊高圧ガスを移動する場合 

指定された数量 

  圧縮ガス（可燃性ガス，酸素は 300 m3，毒性ガスは 100 m3） 

  液化ガス（可燃性ガス，酸素は 3,000kg，毒性ガスは 1,000kg） 

特殊高圧ガス （アルシン，ジシラン，ジボラン，セレン化水素，ホスフィン，モノゲルマン，モノシラン） 

 ①移動監視者が監視（免状又は講習修了証の携帯） 

 ②移動中充てん容器等が危険な状態となった場合又は事故が発生した場合に荷送人への連絡の措 

置，共同して対応するための組織又は移動経路近辺の高圧ガス関係者から応援を受けるための 

措置，災害拡大防止の必要な措置を講ずる。 

 ③繁華街，人ごみを避ける。 

 ④長時間の運送は運転手 2 名で交替して運転する。 

 (ｾ)可燃性ガス，毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動する場合 

 高圧ガスの名称，性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面（通称「イ 

エローカード」）を携帯させ遵守する。 

 ※ 内容積 20 リットル以下の容器で合計が 40 リットル以下である場合は，以下の基準が適用さ

れません。 

  ①警戒標（ただし毒性の場合は適用される） 

  ②消火器，資材及び工具 

  ③駐車する場合（ただし毒性の場合は適用される） 

④高圧ガスの名称，性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面（ただ

し，毒性ガスの場合，移動時の注意事項を示したラベルが貼られていない場合は適用される） 

イ 車輌に固定した容器による移動に係る技術上の基準 

 一般則第 49条 

   液石則第 48条 
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 (ｱ)車両の前後の見やすいところに警戒標の掲示 

   (ｲ)充てん容器等は，40 度以下に保つ。 

 (ｳ)一般複合容器等は刻印等の年月から 15年を経過した物は使用禁止 

 (ｴ)液面揺動防止の防波板の設置 

 (ｵ)容器元弁，緊急遮断弁等の損害防止  

   ①後部取り出し式容器にあっては，バルブと車輌の後バンパとの距離は，40センチ以上 

   ②後部取り出し式以外の容器にあっては，容器後面と車輌の後バンパとの水平距離は 30セン

チ以上 

   ③緊急遮断弁等の付属品は，車輌の右側面以外の堅固な操作箱の中に収納する。この場合，

操作箱と後バンパとの水平距離は，20センチ以上 

  (ｶ)硝子液面計は，使用不可 

  (ｷ)バルブ等の開閉方向の識別表示をする。 

(ｸ)移動の開始時及び終了時に異常の有無の確認 

(ｹ)可燃性ガス，酸素又は三フッ化窒素の充てん容器等を車両により移動するときは，消火設備，防

災資材，工具等を携行 

①消火器 

  ・可燃性ガス：能力単位 B-10 以上の粉末消火器を車輌の左右それぞれに 1 個以上 

 ・酸素   ：能力単位 B-8 以上の粉末消火器を車輌の左右それぞれに 1 個以上 

②資材及び工具等 

  ・赤旗，赤色合図灯又は懐中電灯，メガホン，長さ 15m 以上のロープ 2 本，漏えい検知剤，車

輪止め 2 個以上，革手袋 

(ｺ)毒性ガスを移動するときは，防毒マスク，手袋等保護具，緊急措置に必要な資材，薬剤，工具を 

携行 

(ｻ)駐車する場合 

①保安物件の密集地を避け，交通量が少ない安全な場所を選ぶ。 

②移動監視者又は運転手は，やむを得ない場合を除き車両を離れない。 

(ｼ)指定された数量以上又は特殊高圧ガスを移動する場合 

指定された数量 

  圧縮ガス（可燃性ガス，酸素は 300 m3，毒性ガスは 100 m3） 

  液化ガス（可燃性ガス，酸素は 3,000kg，毒性ガスは 1,000kg） 

特殊高圧ガス （アルシン，ジシラン，ジボラン，セレン化水素，ホスフィン，モノゲルマン，モノシラン） 

①移動監視者が監視（免状又は講習修了証の携帯） 

 ②移動中充てん容器等が危険な状態にとなった場合又は事故が発生した場合に荷送人への連絡 

の措置，共同して対応するための組織又は移動経路近辺の高圧ガス関係者から応援を受けるた

めの措置，災害拡大防止の必要な措置を講ずる。 

 ③繁華街，人ごみを避ける。 

 ④長時間の運送は運転手 2 名で交替して運転する。 

(ｽ)可燃性ガス，毒性ガス又は酸素の高圧ガスを移動する場合  

高圧ガスの名称，性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面（通称「イ 

エローカード」）を携帯させ遵守する。 
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４ 事故届書及び事故発生報告書の提出 

 

販売所及び高圧ガス消費場所で高圧ガスに係る爆発，火災，漏えい，破裂，盗難，紛失が発

生したときは，速やかに事故発生報告書（別紙様式）を県民センター環境･保安課等（届出書の

提出先参照）に送付し，遅滞なく事故届書（一般則様式第 58，液石則様式第 57）を県民センタ

ー環境･保安課等に提出しなければなりません。 

事故届出書には，事故発生の日時，場所及び原因，高圧ガスの種類及び数量，被害の程度再

発防止策などを記載して下さい。（必要に応じて図面を貼付して下さい。） 

 

 [事故時の連絡体制] 

ア 事故の定義 

     「事故」とは，次に掲げるものであって，漏えい，火災，爆発等の他，地震，落雷等の天災

による被害及び紛失，盗難等を含みます。 

    (ｱ)高圧ガスに係る事故  

    (ｲ)高圧ガス施設に影響を及ぼすおそれのある事故 

  イ 事故通報及び連絡系統 

    (ｱ)事業所等の事故通報担当者は，事故発生後直ちに（別図）の連絡体制により，次に掲げる 

事項を電話で通報するものとする。 

      なお，事故の概要，事故の原因，応急措置の内容について逐次報告するものとする。 

     ①事故の種類 

 ②発生日時 

 ③発生場所  

④発生施設 

⑤事故の状況 

⑥被害の状況 

    (ｲ)第２報以降の通報は，状況の変化に応じて逐次報告する。 

    (ｳ)第２報以降の事故情報の報告先について,通報先から指示があった場合は,以後それに従う。 

    (ｴ)原則として,電話による通報と同時に,「事故発生報告書」（別紙様式）を FAX で送信する。 



- 13 - 

 

 

（別図） 高圧ガスに係る事故時連絡体制 

 

１  平日 （月曜～金曜 ８：３０～１７：１５[祝日を除く]） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

２  休日・夜間 （平日以外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生 

事業所等 

消防安全課産業保安室           TEL 029-301-3594 

                      FAX 029-301-2887 

県北県民センター環境・保安課       TEL 0294-80-3355 

                      FAX 0294-80-3357 

県北県民センター日立商工労働センター    TEL 0294-21-6711 

                       FAX 0294-21-6712 

鹿行県民センター環境・保安課        TEL 0291-33-6056 

    FAX 0291-33-5638 

県南県民センター環境・保安課        TEL 029-822-7067 

  FAX 029-822-9040 

県西県民センター環境・保安課            TEL 0296-24-9140 

                                          FAX 0296-24-7813 

関係 

警察署等 

事故発生 

事業所等 

防災・危機管理局宿日直担当職員     TEL 029-301-2885 

FAX 029-301-2898 

関係 

警察署等 


