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Ⅰ．事業概況 

Ⅰ．１ 事業環境 
 

我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、足下で大幅に下押し

されており、厳しい状況にある。一方で、先行きについては、当該感染症の影響に

よる厳しい状況が続くと見込まれる。当該感染症が内外経済をさらに下振れさせる

リスクや金融資本市場の変動等の影響などを注視する必要がある。また、今年度も

令和元年九州豪雨、台風 15 号及び 19 号などの激甚化する自然災害が発生してお

り、こうしたことへの不断の対応が求められたところである。 

 

高圧ガス保安の分野に目を転ずると、経済産業省が推進する高圧ガス保安のスマ

ート化の一環で、CBM（Condition  Based  Maintenance)への移行として、特定認

定事業者（スーパー認定事業者）において「CBM を取り入れた開放検査周期の延長

拡大（最大：12 年→最大：余寿命×0.5 年まで）」を可能とする制度が令和元年 11

月に創設され、プラント内の防爆エリアの設定に係るガイドラインの制定（令和元

年 4 月）、プラントにおけるドローン活用に向けた取組のためのガイドラインの改

定（令和 2 年 3 月）などが行われたところである。 

 

加えて、協会が高い公的な責務を有することに鑑みコンプライアンスや情報セキ

ュリティ対策等ガバナンスを強化する一方、将来的な協会の経営状況を勘案し、令

和 3 年 4 月から予定※している協会の組織再編に係る準備、組織再編に併せた協会

内システムの改善に係る検討を行った。改善の検討にあたっては、業務改善・効率

化を推進しつつ、セキュリティレベルの確保されたクラウドサービスを採用するこ

とに配慮した。 

※組織再編の時期は新型コロナウイルス感染症発生の影響により検討中 

 

こうした中、当協会の令和元年度の事業については、ISO に関して、他機関から

の顧客の取り込みや顧客に対してきめ細やかな営業展開を積極的に行ったことに

よる顧客が増加し、機器検査事業の検査等が堅調であった。一方で、年度末にかけ

て国内外で新型コロナウイルス感染症が発生したことにより、講習・検定、自主セ

ミナー、検査等の一部を延期・中止とするなどの影響があったものの支出の削減等

により、結果としては相応の収支状況を確保した。 
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Ⅰ．２ 事業概要 
  

令和元年度は、前述のような事業環境の中、効率的かつ確実に事業を実施するこ

とを基本として、以下の事業を重点的に行った。 

 

2.1 確実な業務の実施 

検査・認定事業、法定講習(特別勘定 1)、国家試験(特別勘定 2)や ISO 審査

事業など、協会全体として着実かつ確実な業務を引き続き実施した。 
 

(1) 検査・認定等の合理化推進及び確実な実施 

検査・認定等の動向も見据えた適切な人員配置により業務の合理化を推進し

つつ、認定調査、特定設備検査等を始めとする検査・認定等の業務を確実に実

施した。 

また、産業保安のスマート化についても、経済産業省と協働しつつ、制度定

着に向けた実務面の取組みを実施した。 

 

(2) 講習・試験業務の確実な実施 

引き続き作問・チェック体制及び検定・国家試験当日の不正行為防止対策を

確実に実施した。この結果、検定・国家試験を滞りなく実施した。 

近年、激甚化する自然災害への対応として、令和元年 9 月 9 日開催の高圧ガ

ス保安法令セミナー（東京会場）について、台風 15 号上陸前の 9 月 6 日から

対応にあたり、参加予定者に対し、適宜ウェブサイトにて情報を発信するとと

もに、講師及び事務局は開催に向けて準備を行った。 

当日は、欠席者及び遅刻者が多数であったため、欠席者及び遅刻者に対し返

金（一部返金含む）、他会場振替等の措置を行った。 

また、公平、公正な試験実施及び効率的な試験業務運営のために必要な一般

的な事項について、関連団体と意見交換、情報共有等を行った。 

 

(3) システム審査登録事業の推進 

認証取得の外的及び内的なメリットの享受が難しい顧客の ISO離れや外資系

をはじめとする他の認証機関との競争激化が進む中、認証の意義・メリットの

再認識を促し認証辞退の減少と新規顧客の獲得を図るため、情報交換会、相談

窓口の設置等による顧客支援に努めた他、審査・関連サービスの質の向上、協

会の強みを活かし、審査の適正化と業務の合理化・効率化を推進した。また、

他認証機関・他団体との連携を志向する中で、顧客獲得、人材交流等の取組み

も積極的に行った。 
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(4) LP ガス保安対策推進事業 

LP ガスの保安対策をより一層推進するため、LP ガス関係業界等のニーズ及

び社会情勢等を主体的・積極的に把握しつつ、LP ガス事故の調査等を踏まえ、

LP ガス販売事業者等への技術力向上のための情報提供、一般消費者等に対する

保安啓発活動、LP ガス業界等への説明会の開催及びガス漏れ警報器等の検定業

務を行った。 

また、豪雨等の自然災害への対応として、LP ガス容器流出による注意喚起の

ウェブサイトからの発信、被災地の実態調査の実施及び経済産業省への情報提

供等を行うとともに、都市ガス事業の小売完全自由化を踏まえ、小売事業者の

自主保安の取組状況を公表する制度を試行的に運営し、更に令和 2 年度以降の

実施体制を国へ提案した。 

 

(5) 高圧ガス保安のスマート化への対応 

高圧ガス保安の実務を担う立場から、経済産業省が推進する高圧ガス保安の

スマート化について協働し、業務を確実に実施しつつ制度の定着を図った。 

具体的には、平成 29 年度から開始された新認定事業所制度により創設され

た特定認定検査実施事業者について、令和元年度は、2 件の事前調査を実施、

また、令和元年度より特定認定検査実施事業者に追加された CBM による長期開

放検査周期設定の評価体制について、1 件の通達附則に基づく事前調査を実施

した。また、自主保安高度化事業者については、1 件の事前調査を実施し、そ

れぞれ調査証を交付した。 

 

(6) 水素社会に向けた対応 

規制改革実施計画（平成 29 年 6 月 閣議決定）等を踏まえ、協会は産業保

安の実務を担う立場から、国が設置した｢水素・燃料電池自動車関連規制に関す

る検討会（公開の場での官民会議）｣に職員がオブザーバとして参画するなど種

々の対応を確実に実施した。 

このような取組みを通じ、安心・安全な水素社会実現のため、経済産業省、

地方自治体、事業者等と協働して行った。 

 

(7) 技術基準作成・審査等事業 

社会ニーズへの即応や、最新の技術的知見等の反映を企図して、技術基準整

備 3 ヶ年計画に基づき技術基準整備を計画的に進め、KHKS の制定・改正等を実

施した。 

この他、高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に基づく経済産業大臣からの意

見聴取や国の審議会への参画などについて、産業保安を担う立場から適切な対

応を行った。 
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 (8) 保安情報の収集、提供 

保安に係るタイムリーな情報提供活動として、毎年開催し広く定着している

事故の教訓と保安管理技術セミナー、高圧ガス設備担当者会議、冷凍 LP ガス保

安講座情報説明会等の他、タイムリーな保安情報提供として、リスクアセスメ

ント講座、ISO ステップアップセミナー、SDGs セミナー等の各種説明会、セミ

ナーを開催した。 

また、連携（コラボ）事業として、部門間での耐震設計集中講座、KHK 水素

保安セミナー及び他団体との本格的な連携事業として、(公社)日本冷凍空調学

会との共催で冷凍・空調基礎講座を開催した。 

 

(9) 新型コロナウイルス感染症発生への対応 

   新型コロナウイルス感染症発生への対応のため、以下の対応を実施した。 

・令和元年 2 月 25 日より時差勤務、同年 3 月 3 日よりテレワークを開始 

   ・3 月以降の講習・検定・自主セミナー等の延期・中止 

   ・海外での検査については当面の間延期・中止 

   ・新型コロナウイルス対応検討チームによる各業務への影響調査と対応の

検討（令和元年 3 月 4 日～） 

※令和元年度業務報告のため、令和 2 年 3 月までの対応に限って記載 

 

2.2 サービスの向上と積極的な情報提供 

会員を中心として、サービスの向上と積極的な情報提供を行い、もって産

業保安の確保やビジネスの発展に寄与している。 
 

(1) サービスの向上と積極的な情報提供 

顧客目線での情報発信ツールの整備・充実に努めた。具体的には、協会ホー

ムページ、メール配信サービス「KHK-Friends」、会員向け法令検索システム、

情報機関誌「高圧ガス」も活用し、わかりやすい情報提供を効果的に行った。 

加えて、協会の情報発信力強化として、協会が情報をプレスリリースする際

のルールを平成 31 年 3 月に策定し、当該ルールに基づいて、積極的な情報発

信を行った。 

また、相談窓口（ISO 規格改正対応、水素サポート等）による顧客支援にも

引き続き努めた。 

一方、海外に関しては、諸外国との技術協力・交流、国際会議への出席など

を積極的に実施した。 
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2.3 更なる保安対策に繋がる調査研究の推進 

これまで蓄積した高圧ガス保安に係る知見を活かし、保安向上に寄与する

調査研究を推進した。 
 

(1) 時代に即応した研究所の活用 

平成 29 年 7 月 28 日に竣工した総合研究所については、時代に即応した研究

所とすべく、民間企業等からの幅広い試験ニーズを把握する観点のもと、見学

会の随時開催による PR 活動を行いつつ、民間企業、関係団体等の外部有識者

により組成される総合研究所運営審議会を設置し、審議等を行った。 

民間企業等からの受託試験や受託研究の拡大を図りつつ、一般高圧ガス･LP

ガスに係る保安対策を主とし、時代の要請を踏まえた調査研究の遂行に努め

た。 

 

(2) 保安の一層の充実に資する受託研究の適切な推進 

保安の一層の充実に資する受託研究の適切な推進を図った。具体的には、高

圧ガス分野では、教育の高度化（リスクアセスメント、啓発用視聴覚資料整備）、

水素保安に係る基準整備、耐震等に関する調査研究の他、高圧ガス事故の調査

解析など、また LP ガス分野では、バルク貯槽の 2 回目以降の告示検査の合理

化、都市ガス事業の自主保安に係る取組みの「見える化」、LP ガス等の事故調

査、保安専門技術者の養成講習、業務用ガス燃焼機器の安全性向上対策調査、

ガス保安広報のあり方に関する調査などを実施した。また、最新技術の動向の

把握に努めることにより、研究所における民間等からの受託試験を積極的に実

施した。 

 

2.4 社会的要請を踏まえた体制・基盤の整備 

産業保安に係る公的機関として求められる社会的要請等を踏まえ、体制・

基盤整備を順次行った。 
 

(1) 協会運営のガバナンス強化 

協会が高い公的な責務を有することを鑑み、以下の取組を協会大で遵守・徹

底した。 

① コンプライアンスの推進 

平成 29 年度に、コンプライアンス推進規程等の関係規程類の整備・充実や、

KHK コンプライアンスハンドブックの作成を行ったところ。 

令和元年度については、コンプライアンスハンドブックの改訂及び役職員等

倫理カードの作成等、コンプライアンスツールの更なる充実化に努めるととも

に、各支部で行っている国家試験・講習の業務に係る内部監査や監査における

指摘事項の水平展開を行うなど、コンプライアンス遵守の徹底と適切な対応を
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行った。 

② 情報セキュリティ対策 

令和元年度については、基幹情報システムサーバー及び PC の OS 等サポー

ト終了に伴い、脆弱性に対処していくため、バージョンアップを実施した。 

また、昨年 10 月以降、急激に感染が拡大している標的型攻撃メールによる

マルウェアへの感染防止のため、エンドポイントセキュリティの強化を図っ

た。 

③ 就業環境の改善等   

ワークスタイルの変革を目的として、ペーパーレスでの会議体開催に向け、

会議室、打合室等エリアに無線 LAN（Wi-Fi）環境を構築した。 

 

(2) 組織運営組織運営への専門家、有識者等の知見活用 

協会として時代に即応した体制を堅持していくべく、外部有識者等の知見を活

用するための会議体を組成した。 

具体的には、総合研究所のあり方について総合研究所運営審議会、高圧ガス保

安に係る普及啓発活動の効果的な取組方法等について教育事業アドバイザリー

委員会等により検討を行った。 

 

(3) 将来を見据えた基盤の整備 

① 海外事業展開に向けた取組み 

新興国に対する協力として、一般財団法人海外産業人材育成協会（AOTS）が

実施した「ミャンマーにおける LP ガス安全法制度構築事業」に、保安規制の

専門家として参画した。 

② 国際化に対応できる人材育成等 

独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）の民間等研修生受入制度を活用し、

職員 1 名を令和元年 9 月まで JETRO ロンドン事務所に派遣し、また令和元年

10 月から職員 1 名を JETRO クアラルンプール事務所に派遣した。 

 

(4) 最新の研究所施設を活用した時代への即応（2.3（1）参照） 

 

2.5 将来を見据えた構造改革の推進 

将来的には、協会の経営状況は厳しくなることが見込まれるため、事業推進本

部を設置し、将来を見据えた構造改革を協会大で推進することとし、一定の収支

改善効果を得た。令和元年度以降も構造改革を着実に推進していく。 
 

(1) 事業推進本部・WG 

会長を本部長とする事業推進本部を平成 29 年 8 月に設置し、構造改革に着手、

これを推進した。 
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構造改革の取組みにより、平成 28 年度比で約 8,500 万円/年の収支改善効果を

得られたことから、今後は、協会の将来を見据えた広範なテーマを検討していく

ために、既存の各 WG を廃止し、平成 31 年 2 月に各 WG を再編した。 

令和元年度は、協会の組織再編、協会内システムの改善に係る準備等を行った。 

 

(2) 時代に即応した新事業創出・業務運営 

協会の保有する各種知見及びこれまでの受託事業等の成果を活用した新事業

創出は、我が国の自主保安の向上に寄与するものであり、検討に際しては、前例

にとらわれることなく、かつ、部門間連携を進めることに留意して行った。 

具体的な取組みとして、耐震関係、水素関係などの社会的関心の高い事案に関

係するセミナー類の効率的な運営等に努めた。 

 

(3) 支出構造に係る不断の見直し 

支出削減は収支改善に直結する即効性の大きなものであるとの認識のもと、コ

スト意識を更に貫徹するとの方針に基づき、業務に係わる支出項目の全てについ

て、聖域を設けずに徹底的な再精査を行った。 

具体的な取組みとして、印刷費等のスリム化、特別勘定 1（法定講習）及び特

別勘定 2（国家試験）の徹底的な支出削減等に努めた。 
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Ⅰ．３ 収支状況 
  

令和元年度の全体収入は、平成 30 年度決算額 4,674 百万円に対して 54 百万円減

（▲1.2%）、令和元年度予算額 4,753 百万円に対して 133 百万円減（▲2.8%）の

4,620 百万円（引当金からの受入額 18 百万円を含む）となった。 

一方、令和元年度の全体支出は、平成 30 年度決算額 4,651 百万円に対して 148

百万円減（▲3.2%）、令和元年度予算額 4,735 百万円に対して 232 百万円減（▲

4.9%）の 4,504 百万円となった。 

この結果、全体の収支差は 117 百万円の黒字となり、平成 30 年度決算比 94 百万

円増、令和元年度予算比 99 百万円の増となった（当期純利益は 163 百万円）。 

 

［一般勘定］ 

一般勘定の収入は 3,250 百万円で、前年度比では、機器検査事業収入、LP ガス保

安審査収入、システム審査登録収入の増加であった一方、研究開発収入、高圧ガス

保安審査収入、教育事業収入等の減少となったため 34 百万円の増収となった。予

算比では、システム審査登録収入、機器検査事業収入、LP ガス保安審査収入等が増

加であった一方、研究開発収入、高圧ガス保安審査収入、教育事業収入が減少とな

ったため 6 百万円の減収となった。 

一方、支出は 3,133 百万円で、前年度比では、事業費の削減に努めたことと、総

合研究所の支出減等により、55 百万円の支出減となった。予算比では、各部門の諸

経費節約等により、105 百万円の支出減となった。 

この結果、収支差は 117 百万円の黒字となり、前年度比では 89 百万円の増、予

算比では 99 百万円の増となった（当期純利益は 164 百万円）。 

 

［特別勘定 1］ 

特別勘定 1（法定講習業務）の収入は、全体的な出願者数の減少傾向に加え、新

型コロナウイルス感染症の発生に伴い、一部の講習の延期等を行ったことから、857

百万円（引当金からの受入額 5 百万円を含まない）で、前年度比では、98 百万円の

減収、予算比では、111 百万円の減収となった。 

一方、支出は受講者数減に伴う支出減、構造改革による支出削減に努めたこと等

から 862 百万円となり、前年度比で 83 百万円の支出減、予算比では 106 百万円の

支出減となった。 

この結果、収支差は 5 百万円の赤字となり、前年度比で 15 百万円の減、予算比

で 5 百万円の減となった（当期純利益は 0.2 百万円）。 

 

［特別勘定 2］ 

特別勘定 2（国家試験）の収入は、フロン排出抑制法の改正による冷凍関係の受

験者数の一時的な増加が落ち着いたことに加え、全体的な出願者数も減少傾向であ
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ったことから 496 百万円（引当金からの受入額 12 百万円を含まない）となり、前

年度比で 8 百万円の減収、予算比では 2 百万円の減収となった。 

一方、支出は受講者数の減に加え、構造改革による支出削減に努めたこと等から

508 百万円となり、前年度比で 9 百万円、予算比では 21 百万円の支出減となった。 

この結果、収支差は 12 百万円の赤字となり、前年度比で 2 百万円の増、予算比

では 19 百万円の増となった（当期純損失は 0.5 百万円）。 

 

（※上記の数字は四捨五入の関係から、端数が一致しない場合がある。） 
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Ⅰ．４ 役員 

 

4.1 役員の異動 

(1) 退任 

◇令和元年 6 月 30 日付 

市川会長 

五十嵐理事、竹上理事 

◇令和 2 年 3 月 30 日付 

 福田理事 

 

(2) 就任 

◇令和元年 7 月 1 日付 

近藤会長 

新留理事、福田理事 

◇令和 2 年 3 月 31 日付 

前田理事 

 

4.2 役員構成 

令和 2 年 3 月末時点の役員構成は以下のとおりである。 

 

会長       近藤賢二 

副会長（非常勤） 石飛 修 

監事 （非常勤） 吉田正俊 

理事       久本晃一郎 

理事       別府義之 

理事       杉浦好之 

理事       鈴木好徳 

理事 （非常勤） 香川 澄 

理事 （非常勤） 今井康夫 

理事 （非常勤） 新留加津昭 

 

理事       前田 秀 

理事 （非常勤） 川本武彦 

理事 （非常勤） 飯尾輝延 

 

 

（敬称略・役職別） 
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Ⅱ．個別の事業 

Ⅱ．１ 確実な業務の実施 

Ⅱ．１．１ 検査、認定等事業 

(1) 認定調査等 ［高圧ガス部］ 

① 認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者となるための調査 

本調査は、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定制度に係る法定業

務であり、第一種製造者等が、自主検査により完成検査又は保安検査（運転中検査、

停止中検査）を実施できる者として、経済産業大臣の認定を受けるための調査を行

っている。 

◇令和元年度の調査申請件数 

・認定完成検査実施者    14 件〔15〕※ 

・認定保安検査実施者    15 件〔16〕 

◇令和 2年 3月末時点での認定事業者数（大臣認定取得済数） 

・認定完成検査実施者        78 事業者〔78〕 

・認定保安検査実施者    86 事業者〔86〕 

※〔 〕又は（ ）内は、平成 30 年度における実績値を示す。以下同じ。 

② 特定認定完成検査実施事業者及び特定認定保安検査実施事業者となるための調査 

本調査は、特定認定完成検査実施事業者及び特定認定保安検査実施事業者の認定

制度に係る法定業務であり、経済産業大臣の認定を受けるための調査を行ってい

る。 

◇令和元年度の調査申請件数 

・特定認定完成検査実施事業者       2件〔3〕 

・特定認定保安検査実施事業者       2件〔3〕 

・特定認定保安検査実施事業者(通達附則)  1件〔-〕 

◇令和 2年 3 月末時点での認定事業者数（大臣認定取得済数） 

・特定認定完成検査実施事業者         7 事業者〔5〕 

・特定認定保安検査実施事業者     7 事業者〔5〕 

③ 自主保安高度化事業者となるための調査 

本調査は、自主保安高度化事業者の認定制度に係る法定業務であり、経済産業大

臣の認定を受けるための調査を行っている。 

◇令和元年度の調査申請件数  1 件〔2〕 

◇令和 2年 3 月末時点での認定事業者数（大臣認定取得済数） 2 事業者〔1〕 

④ 耐震設計プログラムの評定 

耐震設計構造物の応力等の計算方法及び計算を行う者について、経済産業大臣の

認定に係る評定及び追跡調査を昭和 57年から実施している。令和 2年 3月末の認
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定事業者数累計は、次のとおりである。 

なお、高圧ガス設備等耐震設計基準が廃止され、高圧ガス設備等の耐震性能を定

める告示が制定されて、令和元年 9 月 1 日より同告示の機能性基準の運用通達が発

出された。これに伴い、経済産業大臣による本プログラム認定制度は、当協会によ

る耐震構造計算プログラム認証制度に移行した（移行申請期間は 2 年）。現時点に

おいては、旧認定制度からの移行も含め、当該認証制度による実績はない。 

認定者 第一種認定者※1 第二種認定者※2 

認定区分 
SEISMIT 
-TW 

SEISMIT 
-SP 

SEISMIT 
-HV 

SEISMIT 
-ST 

スカート
支持自立
式塔類 

平底円筒
形貯槽 

経産大臣認定 19〔19〕 14〔15〕  3〔3〕  3〔3〕  1〔1〕  6〔6〕 

※1．第一種認定者：経済産業省において開発したプログラムを用いて計算を行う者 

※2．第二種認定者：経済産業省において開発したプログラム以外の方法により計算を行う者 

 

(2) 完成検査、保安検査 ［機器検査事業部、高圧ガス部］ 

特定施設等について、技術基準に適合又は維持しているかどうかを確認するた

め、高圧ガス保安法第 20条に基づく冷凍施設の完成検査を平成 13 年から、高圧ガス

保安法第 35 条に基づく保安検査を、冷凍施設については昭和 38 年から、コールド・

エバポレータ（CE）については平成元年から、液化石油ガス保安規則対象事業所の保

安検査については北海道の一部地区に限定して平成 10年から行っている。 

令和元年度は、冷凍施設関係の完成検査で 34 件（36 件）、同保安検査で 1,592 件

（1,803 件）、CE 関係の保安検査で 360 件（310 件）、液化石油ガス保安規則対象事

業所の保安検査で 0 件（0件）を実施した。 

 

(3) 容器検査等 ［機器検査事業部］ 

① 容器製造業者の大臣登録に係る調査 

平成 9 年 4月の法改正により、容器製造業者が自ら検査を行えるようにするため

の大臣登録制度が発足した。本制度に係る調査は高圧ガス保安法第 49 条の 8 等の

規定に基づき行っている。 

令和元年度は、0 件（0件）であった。 

② 容器型式試験 

容器につき前述の大臣登録を受けた事業者は、容器の型式について大臣の承認

（型式承認）を受けることにより、容器検査を受けることなくその容器を譲渡し、

又は引き渡すことができる。本登録容器製造業者に係る容器の型式試験を高圧ガス

保安法第 49 条の 23等の規定に基づき平成 9 年より行っている。 

令和元年度は、0 件（0件）であった。 

③ 容器検査及び容器再検査 
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容器について、高圧ガス保安法第 44 条の規定に基づく検査及び高圧ガス保安

法第 49 条の規定に基づく再検査を昭和 39 年から行っている。 

令和元年度は、容器検査で 2,261,733 個（2,035,243 個）、容器再検査で 0個（0

個）を実施した。 

④ 容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更 

容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る審査を高圧ガス保安法

第 54 条の規定に基づき昭和 39 年から行っている。 

令和元年度は、62,780 本（67,946 本）を実施した。 

 

(4) 附属品検査等 ［機器検査事業部］ 

① 附属品製造業者の大臣登録に係る調査 

平成 9 年 4月の法改正により、附属品製造業者が自ら検査を行えるようにするた

めの大臣登録制度が発足した。本制度に係る調査は高圧ガス保安法第 49 条の 8 等

の規定に基づき行っている。 

令和元年度は、0 件（0件）であった。 

② 附属品型式試験 

附属品につき前述の大臣登録を受けた事業者は、附属品の型式について大臣の

承認（型式承認）を受けることにより、附属品検査を受けることなくその附属品

を譲渡し、又は引き渡すことができる。本登録附属品製造業者に係る附属品の型

式試験を高圧ガス保安法第 49 条の 23等の規定に基づき平成 9 年より行ってい

る。 

令和元年度は、0 件（0件）であった。 

③ 附属品検査及び附属品再検査 

容器に装置する附属品（バルブ、安全弁及び緊急しゃ断装置）について、高圧ガ

ス保安法第 49 条の 2 の規定に基づく検査を昭和 50 年から、高圧ガス保安法第 49条

の 4の規定に基づく再検査を昭和 51年から行っている。 

令和元年度は、附属品検査で 10,058,254 個（9,759,586 個）、附属品再検査で 504

個（377 個）を実施した。 

 

(5) 特定設備検査等 ［機器検査事業部］ 

① 特定設備製造業者の大臣登録に係る調査 

平成 9 年 4月の法改正により、特定設備製造業者が自ら検査を行えるようにする

ための大臣登録制度が発足した。本制度に係る調査は高圧ガス保安法第 56 条の 6の

5等の規定に基づき行っている。 

令和元年度は、1 件（1件）を実施した。 

② 特定設備検査等 
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特定設備（熱交換器、貯槽、蒸発器等）について、高圧ガス保安法第 56条の 3 の

規定に基づく検査を昭和 51年から行っている。また、登録特定設備製造業者が製造

する特定設備に対する特定設備基準適合証の交付を、高圧ガス保安法第 56 条の 6の

14等の規定に基づき平成 9 年より実施している。 

令和元年度は、特定設備検査で 19,187 基（17,476 基）、適合証交付で 160 件（209

件）を実施した。 

③ 高圧ガス設備担当者会議の開催 

特定設備及び高圧ガス設備の製造者等との情報交換を行うとともに、特定設備等

に係る規則等の統一的運用の徹底等を図るため、昭和 53 年から毎年開催している。 

令和元年度は、第 42 回高圧ガス設備担当者会議を 10月 18日（金）に大阪で開催

した（詳細後述 Ⅱ.2.1 (8) ⑧）。 

 

(6) 指定設備の認定 

① ユニット型冷凍装置の認定 ［高圧ガス部］ 

高圧ガス保安法第 56 条の 7 の規定に基づき、政令で指定設備とされている冷凍

設備について、指定設備の基準に適合している場合の認定を平成 9 年から行ってい

る。 

令和元年度は、130 件（188 件）を実施した。 

② 窒素ガス製造用空気分離装置の認定 ［機器検査事業部］ 

高圧ガス保安法第 56 条の 7 に基づき、政令で指定設備とされている窒素ガス製

造用空気分離装置について、指定設備の基準に適合している場合の認定を平成 10年

から行っている。 

令和元年度は、0 件（0件）であった。 

③ 認定指定設備の移設に係る調査 ［高圧ガス部、機器検査事業部］ 

認定指定設備の移設を行った場合について、当該認定指定設備の技術基準の適合

に係る調査を平成 10 年から行っている。 

令和元年度は、ユニット型冷凍装置で 1 件（2件）、窒素ガス製造用空気分離装

置で 0 件（0 件）を実施した。 

④ 認定指定設備の交換に係る調査 ［機器検査事業部］ 

認定指定設備（窒素ガス製造用空気分離装置）の個別ユニットの交換を行った場

合について、当該認定指定設備の技術基準の適合に係る調査を平成 28 年から行っ

ている。 

令和元年度は、0 件（0件）であった。 

 

(7) 大臣特認事前評価等 ［機器検査事業部、高圧ガス部］ 

① 大臣特認に係る特定案件事前評価  
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平成 6 年から当協会に特定案件事前評価委員会を設けて、通達に基づき高圧ガス

設備等に係る大臣特認のための事前評価を行っている。 

令和元年度は、48 件（18件）を実施した。 

② 詳細基準事前評価 

平成 10 年から当協会に詳細基準事前評価委員会を設けて、通達に基づき例示基

準に基づかずに検査申請、許可申請等する場合の詳細基準について事前評価を行

い、事前評価書を交付している。 

なお、Ⅱ.1.1(1)④にあるとおり耐震告示の機能性基準の運用が開始されたこと

を受け、令和元年 9 月 1日より耐震性能評価基準に関する評価が追加され、そのう

ち地震動の評価については高圧ガス部が、地震動以外の評価については機器検査事

業部が、それぞれ担当している。 

事前評価書の交付を受けた者は、本評価書を添付して容器検査・特定設備検査を

受け、又は高圧ガスの製造の許可等を受けることとなる。 

令和元年度は、102 件（85件）（地震動の評価は 0件）を実施した。 

また、詳細基準事前評価に伴う現地評価は 0 件（0 件）であった。 

 

(8) 高圧ガス設備試験等 ［機器検査事業部］ 

① 大臣認定試験者事前評価等審査 

通達に基づき、高圧ガス設備（ポンプ、圧縮機等）を製造する事業者の大臣認定

に係る事前評価及び認定された者の 3年毎の確認調査を昭和 60 年から行っている。 

令和元年度は、新規調査で 1 件（1件）、拡大調査で 6件（2 件）、確認調査で 35

件（45 件）を実施した。 

② 高圧ガス設備試験 

通達に基づき、高圧ガス設備についての試験を昭和 51年から行っている。 

令和元年度は、17,877 件（14,725 件）を実施した。 

 

(9) 冷凍検査等 ［高圧ガス部］ 

① 機器の試験 

冷凍保安規則第 7 条第 1 項第 6 号、第 8 条第 2 号、第 12 条、第 13 条、第 64 条

第 1 号、第 2 号及び第 4 号の規定に基づき、冷凍装置についての試験を昭和 41 年

から行っている。 

令和元年度は、冷凍装置試験で 382 件（307 件）、設計強度確認試験等で 239 件

（150 件）を実施した。 

② 冷凍空調施設工事事業所の認定 

冷凍空調施設の保安の確保を図るため、同施設の据付工事を行う事業所について

認定及び更新認定を行っている。 
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令和元年度は、632 件（1,462 件）を実施した。令和元年度末時点における冷凍空

調施設工事事業所の数は、2,555 事業所（2,598事業所）となった。 

③ 冷凍空調情報等の発行 

冷凍空調施設工事事業所等との情報及び意見の交換を密にするため、情報提供誌

「冷凍空調情報」を発行した。令和元年度は、冷凍空調施設の事故情報に関する内

容を中心として、令和元年 9 月に発行した。 

  ④ 冷凍機器溶接士の認定 

冷凍用圧力容器等の溶接作業を行う溶接士の認定を昭和 44年から行っている。 

令和元年度は、106 件（88件）を実施した。令和元年度末時点における冷凍機

器溶接士の人数は、283 名（271 名）となった。 

⑤ 冷凍教育検査事務所ブロック会議の開催等 

1) 冷凍教育検査事務所ブロック会議の開催 

全国の冷凍教育検査事務所との連携を密にし、法改正等の最新の動向及び高圧

ガス保安法の解釈などに関する情報提供のほか、事務所運営、検査員の高齢化、

検査実施上の問題点等について検討を行った。 

 

◇開催状況 

開催月日 開催場所 

令和元年 10 月 31 日 九州・沖縄ブロック （熊本県熊本市） 

令和元年 11 月 7日 四国ブロック （愛媛県松山市） 

令和元年 11 月 19 日 中国ブロック （岡山県岡山市） 

令和元年 11 月 26 日 関東ブロック （東京都港区） 

令和元年 11 月 28 日 近畿ブロック （大阪府大阪市） 

令和元年 12 月 6日 北海道・東北ブロッ
ク 

（宮城県仙台市） 

 

2) 冷凍保安検査業務の合理化 

平成 30 年度に引き続き、冷凍教育検査事務所の適正かつ円滑な業務処理と業

務の省力化を推進した。 

⑥ 冷凍装置試験に係る制度改正 

平成 30 年度に引き続き、制度の改正に向けた検討を行った。 

⑦ 冷凍保安検査員実地研修会 

冷凍教育検査事務所に所属する冷凍保安検査員の保安検査技術の向上を図るた

め、新任保安検査員等を対象とした実地研修会を開催している。 

令和元年度は 2 ヶ所（東京、福岡）で各 1回開催した。 

 
◇開催状況 

開催月日 開催場所 
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令和元年 7 月 5 日 
座  学：福岡県冷凍設備保安協会 会議室 
実地研修：㈱マルハニチロ物流 箱崎物流センタ
ー 

令和元年 7 月 9 日 

座  学：㈱ニチレイバイオサイエンス 
     開発センター 会議室 
実地研修：㈱ロジスティクス・ネットワーク 
     東村山物流センター 

 

⑧ 冷凍保安検査員自主研修会の実施支援 

冷凍空調施設の保安検査は、統一かつ公正に実施される必要がある。このため、

第一線で検査を担当している冷凍保安検査員相互の情報交換及び切磋琢磨により検

査内容の厳正化、均一化を推進するため、平成 4年から冷凍保安検査員自主研修会

の実施・支援を行っている。 

令和元年度は 7 ブロックで各 1回実施した。 

 

◇自主研修会の実施・支援状況 

開催月日 開催場所 

令和元年 7 月 12日  北海道ブロック （北海道札幌市） 

令和元年 6 月 24日  東北ブロック （宮城県仙台市） 

令和元年 10 月 3日  関東ブロック （新潟県新潟市） 

令和元年 11 月 28 日  近畿ブロック （大阪府大阪市） 

令和元年 11 月 19 日  中国ブロック （岡山県岡山市） 

令和元年 11 月 7日  四国ブロック （愛媛県松山市） 

令和元年 11 月 1日  九州・沖縄ブロッ
ク 

（熊本県熊本市） 

 

(10) LPガス用ガス漏れ警報器等の検定 ［液化石油ガス部］ 

LPガス用ガス漏れ警報器（誤報防止型を含む）、LP ガス検知器及び不完全燃焼

警報器の検定を行った（ガス検知器は昭和 43 年、ガス漏れ警報器は昭和 45年、不

完全燃焼警報器は平成 6年から実施）。また、優良な製造事業者に対する検査方法

の合理化等の検討を実施した。 

① LP ガス用ガス漏れ警報器及びバルク用ガス漏れ検知器の検定 

2,683,431 個（2,716,640 個） 

② 不完全燃焼警報器の検定 25,700 個（26,320 個） 

③ LP ガス用検知器の検定 2,080 個（1,890 個） 

 

(11) その他の検査・認定等 

① 高圧ガスプラント検査事業者及び液化石油ガスタンクローリ検査事業者の認定 

［機器検査事業部］ 



- 18 - 

高圧ガスプラント及び液化石油ガスタンクローリの保安の確保を図るため、これ

らの検査を行う事業者の認定審査を自主事業として昭和 46年から行っている。 

令和元年度は、高圧ガスプラント検査事業者の認定で 12 件（6 件）、液化石油

ガスタンクローリ検査事業者の認定で 3 件（2件）を実施した。 

② アセチレン容器多孔質物性能試験 ［機器検査事業部］ 

一般高圧ガス保安規則第 6条第 2項第 3 号イ等に関する例示基準（通達）に基づ

き、昭和 39 年から実施している。 

令和元年度は、0 件（0件）であった。 

③ 液化石油ガスバルク供給用附属機器の型式認定 ［機器検査事業部］ 

高圧ガス保安法の適用除外となる液化石油ガス供給設備の蒸発器の型式認定を自

主事業として昭和 60 年から実施している。 

令和元年度は、26 件（17件）を実施した。 

④ 容器登録、登録更新及び所有者不明容器の発生防止 ［機器検査事業部］ 

容器所有者登録制度の運営を行うため、中央容器管理委員会を組織し、昭和 60

年から当協会本部・支部を含む全国 21ヶ所の登録受付窓口を設置し登録業務を行

っているほか、全国 10ヶ所に地方高圧ガス容器管理委員会を設置し、放置容器、

所有者又は内容物不明容器などの発生防止と発生後の処置対策を行っている。 

令和元年度の容器所有者登録件数等は、次のとおりである。 

 

登録件数等 令和元年度実績 前年度実績 
登録件数 2,463件 615件 

登録有効件数 4,045件  4,140件 
登録本数 11,104,351本 2,151,770本 

登録有効本数 14,799,859本  15,233,095本 

 

⑤ CE 移設性能検査 ［機器検査事業部］ 

通達に基づき、CE に係る貯槽の移設に係る性能検査を昭和 61 年から行ってい

る。 

令和元年度は、46 件（81件）を実施した。 

⑥ CE 施設保安点検等 ［機器検査事業部］ 

CEにつき、3 年毎の保安検査の間に行う自主保安事業として、CE 施設保安点検

等を昭和 62 年から行っている。 

令和元年度は、1 件（0件）を実施した。 

⑦ 特定ガス工作物使用前検査 ［機器検査事業部］ 

ガス事業法第 37 条の 7に基づき、特定ガス工作物の使用前検査を平成 12 年から

行っている。 

令和元年度は、44 件（45件）を実施した。 
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⑧ 委託検査 ［機器検査事業部］ 

業務方法書第 63 条及び第 64 条に基づき実施している当協会の自主検査・試験等

の業務であり、海外への輸出設備の検査、溶接施工方法の確認試験等を昭和 63 年

から行っている。 

令和元年度は、1,127 件（972 件）を実施した。 

⑨ 小型高圧ガス容器型式認定 ［機器検査事業部］ 

高圧ガス保安法第 3条の適用除外となる小型容器（100cc 以下）の型式認定を自

主事業として、昭和 63年から行っている。 

令和元年度は、15 件（6件）を実施した。 

⑩ 簡易容器検査 ［機器検査事業部］ 

業務方法書第 63 条に基づき実施している当協会の自主検査・試験等の業務であ

り、簡易容器の型式承認を平成 11 年から行っている。 

令和元年度は、0 件（0件）であった。 

⑪ 委託調査（耐震補強に係る調査） ［高圧ガス部］ 

業務方法書第 63 条に基づき実施している当協会の自主調査の業務であり、鋼管

ブレース式球形貯槽に必要な耐震補強についての確認調査を平成 26年度より、高

圧ガス設備の基礎の耐震補強についての確認調査を平成 27年度より、重要度の高

い高圧ガス設備の耐震補強についての確認調査を平成 29 年度より行っている。 

◇令和元年度の調査実績 

鋼管ブレース式球形貯槽耐震補強   0 件〔0〕 

高圧ガス設備の基礎の耐震補強   0 件〔0〕 

重要度の高い高圧ガス設備の耐震補強  0件〔1〕 

⑫ SFE/SFC 認定調査 

業務方法書第 63 条に基づき実施している当協会の自主調査、認定業務であり、

高圧ガス保安法第 3条により高圧ガス保安法の適用除外となる分析装置である超臨

界流体抽出装置及び／又は超臨界流体クロマトグラフィーシステム（SFE/SFC）の

認定を、平成 30 年 8 月から開始した。 

令和元年度は、装置 3 件（1 件）、カラム 2 件（0 件）を実施した。 
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Ⅱ．１．２ 教育事業 ［教育事業部］ 

 (1) 自主保安講習の実施 

令和元年度は以下の自主保安に係る各種講習を実施し、受講者数の実績は、前年度

実績より 469 名少ない 2,889 名となった。 

また、新型コロナウイルスの影響により、同年度の 2 月下旬以降の講習会・検定試

験の一部を延期・中止とした。 

① 液化石油ガス関係では、液化石油ガス設備士に専門的知識を付加するための講

習として配管用フレキ管講習及びポリエチレン管の施工に係る講習を実施し

た。 

② 一般ガス関係では、CE を使用して液化酸素等を使用する際の保安責任者のた

めの CE 受入側保安責任者講習及びその作業に従事する者のための保安講習を

実施した。 

③ 冷凍関係では、当協会が独自に実施している冷凍空調施設工事事業所の認定制

度において必要である保安管理者となるための講習等を実施した。 

④ 新型コロナウイルスの影響により、CE 保安講習、特殊材料ガス保安講習につい

ては中止とし、冷凍特別装置検査員講習については検定試験を延期とした。 

 

 

 

 
講習の種類 

実施 
回数 
（回） 

申込者数 
（名） 

受講者数 
（名） 

受検者数 
（名） 

合格者数 
修了者数 
（名） 

合格率 
（％） 

〔その他の講習及び技術検定〕 

配管用フレキ管
講習 ※1･2 

137  
(113) 

1,849  
(1,958) 

1,838  
(1,941) 

128  
(138) 

1,833  
(1,941) 

     
 

ポリエチレン管
講習 ※1･2 

20  
 (24) 

362  
(450) 

361  
(441) 

18  
 (35) 

360  
(438) 

    

CE受入側保安責
任者講習 

  1  
  (1) 

395  
(370) 

392  
(368) 

392  
(368) 

383  
(366) 

97.7  
(99.5) 

CE保安講習 
 0  
 (1) 

 0  
(42) 

 0  
(42) 

  0  
(42) 

 

特殊材料ガス保
安講習 ※1 

0  
(1) 

 0  
(11) 

 0  
(11) 

  0  
(11) 

 

冷凍空調

施設工事

保安管理

者講習 

※2 

フルオロ 

カーボン 

  3  
 (3) 

 279  
 (502) 

 277  
 (470) 

  72 
(78) 

266  
(457) 

   
   

アンモニ

ア 

 1  
 (1) 

4  
(25) 

4  
(25) 

0  
(0) 

4  
(25) 

   
 



- 21 - 

冷凍特別装置検査

員講習 ※3 
0  

(0) 
0  

(0) 
0  

(0) 
0  

(0) 
0 

(0) 
0  

(0) 

小 計 
  162  
(144) 

  2,889  
 (3,358) 

  2,872  
（3,298) 

    610  
  （619) 

2846  
(3,280) 

   
 

※1. 回数は、延べ回数 
※2. 受検者数は、検定試験対象者のみ。合格者数・修了者数は、科目免除による修了者を含む。 
※3. 平成29年度及び30年度は開催なし。 

 

(2) 技術講演会等の開催 

高圧ガスに関する各種情報の提供を目的とした次のような講演会等を開催した。 

① お客様のニーズに対応した出張講習 

② 保安セミナー等（高圧ガスの基礎講習、法令セミナー等の開催） 

③ 高圧ガス保安実務者向けセミナー等（保安検査事例セミナー等の開催） 

④ 地域ニーズに対応した各種セミナー・シンポジウム等 

令和元年度の各セミナー等の開催状況は、次のとおりである。 

＜本部主催＞ 

テーマ 開催回数 参加人数 

高圧ガス保安教育基礎講習 4 391 

行政機関向け高圧ガス保安法令等勉強会 1 78 

高圧ガス保安法令セミナー 5 593 

高圧ガス保安法の許可、届出に係る運用と解釈説明会 4 453 

保安検査のポイントと事例紹介セミナー 2 229 

リスクアセスメント講座 2 93 

全国大会 受賞経験者記念講演等 1 180 

合 計 19 2,017 

（備考）新型コロナウイルス感染症の拡大影響により、令和 2 年 3 月以降に実施予定

の以下のセミナーは中止した。 

1) 保安検査のポイントと事例紹介セミナー 愛知・大阪・広島・福岡会場 

2) リスクアセスメント導入講座 大阪会場 

 

＜本部主催（部門間等連携）＞ 

◇部所間及び他団体とのコラボによるセミナー 

テーマ 開催回数 参加人数 

耐震告示改正説明会 ※1 3 327 

耐震設計集中講座 ※1 1 55 

冷凍・空調基礎講座 ※2 1 66 

合 計 5 448 

※1 高圧ガス部及び教育事業部のコラボ 

※2 (公社)日本冷凍空調学会との共催 
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＜支部主催＞ 

テーマ 開催回数 参加人数 

初めての高圧ガス保安法～基礎セミナー～ 

（東北支部） 
1 20 

耐震関連基準の解説セミナー （中部支部） 1 54 

合 計 2 74 

（備考）新型コロナウイルス感染症の拡大影響により、令和 2 年 3 月以降に実施予定

の以下のセミナーは中止した。 

1) 災害防止のための体験セミナー（中部支部） 

2) 容器保安セミナー（中部支部） 

 

＜出張講習＞ 

テーマ 開催回数 参加人数 

出張講習 33 2,581 

（備考）新型コロナウイルス感染症の拡大影響により、令和 2 年 3 月以降に実施予定

であった 2件は中止した。 

 

(3) ISO関連研修セミナー等の開催 

ISO 規格における品質及び環境に関する認証取得・維持のための研修並びに同シス

テム構築のための集合セミナーを開催した。 

令和元年度の ISO 関連研修セミナーの開催状況は、次のとおりである。 
 

＜本部主催＞ 

テーマ 開催回数 参加人数 

ISO9001セミナー（内部監査員養成コース） 2 53 

ISO14001セミナー（内部監査員養成コース） 1 3 

合 計 3 56 

SDGsセミナー 1 9 

ISOステップアップセミナー 1 13 

合 計 2 22 

 

＜支部主催＞ 

テーマ 開催回数 参加人数 

ISO9001セミナー（内部監査員養成コース） 3 59 

ISO14001セミナー（内部監査員養成コース） 2 30 

合 計 5 89 

ISOステップアップセミナー 1 32 
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(4) 図書等の編集発行 

令和元年度の図書等は、図書が 143 種（143 種）、182,275 冊（172,527冊）を、ま

た、視聴覚教材 9 種（11種）、87 巻（64巻）を販売した。 

これら図書等の発行は、次のとおりである。 

① 高圧ガス関係法令、技術基準 

◇高圧ガス保安法規集 第 19 次改訂版 〔第 18次改訂版〕 

◇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規集  

第 35次改訂版 〔第 34次改訂版〕 

◇高圧ガス保安法令関係例示基準集   3種 〔3〕 

◇高圧ガス／液化石油ガス関係通達集 2種 〔2〕 

◇高圧ガス保安法概要 新刊 1 改訂 2 

◇高圧ガス保安協会技術基準     新刊 2 改訂 5 〔新刊 1 改訂 8〕 

② 講習会テキスト及び問題集 

◇講習会テキスト               新刊 0 改訂 4 〔新刊 0 改訂 6〕 

◇問題集                       新刊 0 改訂 5 〔新刊 0 改訂 5〕 

③ 保安教育用テキスト              新刊 0 改訂 2 〔新刊 0 改訂 3〕 

④ その他各種出版物等 

◇高圧ガス保安活動促進週間ポスター 2種 〔2〕 23,107 枚〔23,821〕 

◇保安用品（ポスターを除く）    9 種 〔10〕 

◇外国語版書籍の出版・販売 

日本企業の海外現地法人及び海外からの研修生への保安教育教材として外

国語書籍の出版を推進しており、令和元年度は、引き続き外国語版書籍の販売

を行った。 

⑤ 高圧ガス保安活動促進週間啓発用を中心とした保安用品（ポスター等） 

保安用品については、資格者向けワッペン等を引き続き販売するとともに、

保安情報を記載したクリアファイル、LP ガス容器の運搬員向けの小冊子を作成

し、高圧ガスの保安に関する情報を提供した。 
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Ⅱ．１．３ システム審査登録事業 ［ISO 審査センター］ 
  

(1) システム審査 

ISO審査センターは、平成 6 年に公益財団法人 日本適合性認定協会（JAB）から品

質マネジメントシステム認証機関として認定を受けて以来、ISO9000 シリーズ規格に

基づき事業所の品質マネジメントシステムを審査し、適合事業所の登録・公表を行う

認証業務を実施している。また、品質マネジメントシステムの中でも、技術的に高い

専門性が求められる医療機器品質マネジメントシステムを ISO13485 に基づき審査

し、適合事業所の登録・公表を行う認証業務も平成 12年 6月から開始している。 

平成 8 年には JAB から環境マネジメントシステム認証機関として認定を受け、以

来、ISO14000 シリーズ規格に基づき事業所の環境マネジメントシステムを審査し、

適合事業所の登録・公表を行う認証業務を実施している。 

労働安全衛生マネジメントシステムについては、OHSAS18001 に基づき、事業所の

同マネジメントシステムを審査し、適合事業所の登録・公表を行う認証業務を平成

12年 3 月から実施している。また、平成 30 年 7 月より、新たに制定された ISO45001

に基づく認証業務を実施している。 

前述の品質、環境及び労働安全衛生マネジメントシステムの審査・登録の枠組みを

活かし、平成 23年には JAB から食品安全マネジメントシステム認証機関として認定

を受け、以来、ISO22000 シリーズ規格に基づく事業所の食品安全マネジメントシス

テムの認証業務を実施している。 

更に、平成 25年度より FSSC22000 シリーズに基づく、食品安全マネジメントシス

テムの認証を開始し、平成 26 年度に JAB から FSSC22000 についても認証機関として

認定を受けた。 

令和元年度は、JAB から認定を受けた認証機関として、着実に品質マネジメントシ

ステム（QMS、審査総数 799 件（783 件））、環境マネジメントシステム（EMS、審査

総数 453 件（435 件））、食品安全マネジメントシステム（FSMS、審査総数 7件（8

件））を審査し、適合事業者の認証を実施した。 

さらに、OHSAS18001、ISO45001 に基づき、労働安全衛生マネジメントシステム

（OHSMS、審査総数 28 件（21 件））を審査し、適合事業所の認証を実施した。 

 

(2) 主な活動項目 

① マネジメントシステムの認証（審査・登録）に関しては、認証機関の認定基準（JIS 

Q 17021-1:2015 ほか、IAF発行の各種基準文書）への適合を維持するとともに、ISO

審査センターにおけるマネジメント機能の充実とリスク管理に基づく認証システム

の高度化を進めた。 

② 被認証組織の要望に応える審査手法（審査所見を記述した指摘事項、審査結論を含

めた審査報告書）の充実強化を図った。 
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③ 審査員の資質の向上を推進するとともに、審査業務の適正化を図り、認証業務の合

理化・効率化の推進に取り組んだ。 

④ 被認証組織との双方向コミュニケーションの充実を図るための施策の展開、業務

処理の合理化・効率化の推進に取り組んだ。 

情報提供の機会として、“皆様方の経営・事業運営により役立てていただくために

”をテーマに『マネジメントシステム規格の運用を通じた経営への貢献・役立ち』

と『成果を得るマネジメントシステムの運用事例』を演目とした被認証組織等との

情報交換会を開催した。 

また、ISO 入門勉強会を開催し、ISO 基礎教育の社外研修の場として提供した。 

⑤ 営業体制の再構築を図るとともに、認証と審査のあり方を見直し、認証の意義・メ

リットの再認識を顧客に促すこと等により、新規顧客の獲得推進と認証辞退の減少

に努めた。 

⑥ ISO 審査登録事業からの撤退を決定した機関の被認証組織に対し、計画的かつ網羅

的に認証移転の交渉を丁寧に行うことにより、192 件の認証（QMS：90件、EMS：99 

件、OHSMS：3件）について当協会への円滑な移転に繋げた。 

 

(3) 主な活動実績 

＜品質マネジメントシステム認証業務＞ 

令和元年度の審査実績は 799 件、その内訳は①のとおりであった。その結果、令和

元年度末には認証件数※が 823 件となった。 

※医療機器品質マネジメントシステム認証件数を含む。 

(注) 審査実績と認証件数の差は、審査実施時期と認証決定時期の差異によるものである。 

① 令和元年度認証実績 

◇申請数（他機関からの移転申請を含む）  106 件〔7〕 

◇審査数 新規審査 12件 〔8〕 

 定期審査 546件 〔506〕 

 更新審査 240件 〔267〕 

 変更審査 1件 〔2〕 

◇新規認証数  101 件〔10〕 

② JAB 認定範囲 

令和元年度末現在、JAB 認定範囲分類 39 分野のうち、31 分野で認定を維持してい

る。 

 

＜環境マネジメントシステム認証業務＞ 

令和元年度の審査実績は 453 件、その内訳は①のとおりであった。その結果、令和

元年度末には認証件数が 527 件となった。 
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(注) 審査実績と認証件数の差は、審査実施時期と認証登録決定時期の差異によるものである。 

① 令和元年度認証実績 

◇申請数（他機関からの移転申請を含む）  109 件〔9〕 

◇審査数 新規審査 8件 〔6〕 

 定期審査 274件 〔298〕 

 更新審査 171件 〔130〕 

 変更審査 0件 〔1〕 

◇新規認証数   110件 〔8〕 

② JAB 認定範囲 

令和元年度末現在、JAB 認定範囲分類 39 分野のうち、34 分野で認定を維持してい

る。 

 

＜労働安全衛生マネジメントシステム認証業務＞ 

令和元年度の審査実績は 28件、その内訳は①のとおりであった。その結果、認証

件数は 30 件となった。 

また、令和元年度の JISHA 方式 適格 OSHMS 認定の審査実績については該当がなか

った。その結果、令和元年度末の適格認定件数は 0 件となった。 

(注) 審査実績と認証件数の差は、審査実施時期と認証決定時期の差異によるものである。 

① 令和元年度認証実績 

1) OHSAS18001 による認証 

◇申請数（他機関からの移転申請を含む）  3件〔0〕 

◇審査数 新規審査 0件 〔0〕 

 定期審査 15件 〔9〕 

 更新審査  4件 〔11〕 

◇新規認証数     3件 〔1〕  

2) ISO45001 による認証 

◇申請数  15件 〔4〕 

◇審査数 新規審査 7件 〔1〕 

 定期審査 2件 〔0〕 

 更新審査 0件 〔0〕 

◇新規認証数     8件 〔1〕  

3) JISHA 方式 適格 OSHMS 認定 

◇審査数 新規審査 0件 〔0〕 

◇更新数  0件  

◇新規認定数  0件 〔0〕 
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＜食品安全マネジメントシステム認証業務＞ 

令和元年度末で ISO22000 に基づく認証件数は 7件、FSSC22000 シリーズに基づく

認証件数は 7 件となった。 

 

＜被認証組織との積極的コミュニケーションの展開＞ 

① KHK-ISO 情報交換会 

マネジメントシステムの被認証組織間のコミュニケーションを図ることを目的

として、毎年情報交換会を開催している。 

令和元年度は、5 月 30 日～6 月 17 日に全国 5会場（東京、名古屋、大阪、広島、

福岡）で開催した。講演内容は、『全認証組織の審査結果を分析し、経営基盤整備

及び競争力向上といった組織の経営課題の解決に役立てている活用事例の紹介』

と、『参加組織へ予め募集したマネジメントシステムの構築・運用上の悩み事を、

ベテラン審査員を交えて解決策を探るトークセッション』を主なテーマに企画し

た。 

◇参加者数 合計 318 名 

② ISO 入門勉強会 

ISO 入門勉強会は、初めて ISO に関わる初心者を対象に、ISO の基礎的な事項を

ISO認証（審査・登録）業務の経験・実績に基づいてわかり易く解説し、理解を深め

てもらうため、平成 26年度から全国展開（平成 25 年度までは中部支部で限定開催）

した。 

令和元年度は、上期（4、5 月）及び下期（9 月）の 2回、いずれも全国 5 ヶ所（東

京、名古屋、大阪、広島、福岡）で開催した。 

◇参加者数 合計 371 名 

③ KHK-ISO letter 

KHK-ISO letter は被認証組織へ重要情報を直接届け、コミュニケーションを深め

るツールとして平成 26年 3 月に創刊したもので、令和元年度は、令和元年 5 月 15

日（通巻 20号）、令和元年 10月 31日（通巻 21号）及び令和元年 3月 31日（通巻

22号）の 3 回発行し、全ての被認証組織へ配布した。 

令和元年度は、各種情報交換会の開催報告とトピックス、マネジメントシステム

を活用した SDGs の取り組みについて等の情報を紹介するとともに、国際規格に基

づくマネジメントシステム認証の有効活用、関連する法規制等の改定情報など、被

認証組織の関心事に焦点を当てた情報を掲載した。 

 

＜審査員の資質向上へ向けた取組＞ 

被認証組織から審査の優位性を認めていただくためにも審査員及び契約審査員の資

質向上を推進するとともに、審査業務の適正化を図ることにより審査後の認証決定業
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務の合理化･効率化を推進するため、本部及び各支部において ISO 審査員会議及び

ISO契約審査員会議を開催した。 
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Ⅱ．１．４ LPガス保安対策推進事業 ［液化石油ガス部、総合研究所］ 

 

(1) LP ガス設備等の技術審査 ［液化石油ガス部］ 

① 大臣特認に係る事前審査 

液化石油ガス法施行規則に係る大臣特認のための事前審査に該当する案件はな

かった。 

② LP ガス器具の安全性審査 

新しく開発された LP ガス器具に係る安全性審査に該当する案件はなかった。 

 

(2) LP ガス消費者に対する保安啓発活動の実施 ［液化石油ガス部］ 

LPガス安全委員会（LP ガス関連団体 17 名、関連省庁 4名、消費者団体 2 名、計 23

名で構成）の事務局を務め、パンフレット、LPガス保安ガイド、ポスター、ホームペ

ージ等により、一般消費者等に対する保安意識の向上、事故防止の保安啓発を行うと

ともに、各都道府県 LPガス協会等が行う LP ガス消費者を対象とした保安啓発活動の

支援事業を実施した。また、10 月に LP ガス消費者保安キャンペーンを展開するとと

もに、LP ガス消費者保安推進大会において保安優良 LP ガス販売店等を表彰した（詳

細後述 Ⅱ.2.1 (8) ⑩）。 

 

(3) 説明会等の開催 ［液化石油ガス部、総合研究所］ 

協会が作成した技術基準、経済産業省等から受託した研究開発等の成果及び最新の

保安情報を広く LP ガス業界等へ周知するための説明会を実施した（詳細後述 Ⅱ.2.1 

(8) ⑪）。 

 

(4) 配管用フレキ管講習修了者の登録 ［液化石油ガス部］ 

一般ガス事業者が実施する配管用フレキ管に係る講習を修了した液化石油ガス設

備士の登録に該当する案件はなかった。 

◇令和元年度の登録実績  0名〔8〕 

 

 (5) 大規模化する水害等の自然災害への対応 [液化石油ガス部] 

   水害等の自然災害への対応として、LPガス容器流出による注意喚起のウェブサイ

トからの発信、被災地（長野県、福島県）の実態調査の実施及び経済産業省への情報

提供等を行った。 
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Ⅱ．１．５ 高圧ガス保安のスマート化への対応 

協会は高圧ガス保安の実務を担う立場から、経済産業省と協働して高圧ガス保安のス

マート化に対応し、業務を確実に実施し、制度の定着を図った。 

(1) ファスト・トラック制度 [総合企画部、高圧ガス部、機器検査事業部] 

新技術を迅速に導入することを目的として、協会による評価制度を事業者にと

ってより利便性の高いものへと発展。平成 28 年 12 月より本格運用を開始した。 

令和元年度は、以下の民間規格等（一般詳細基準）について審査を行い、国が

定める機能性基準に適合することが認められた。 

（容器保安規則関係） 

・JARI-S003(2018) 圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器の技術基準 

 

(2) 新認定事業者制度 [総合企画部、高圧ガス部] 

自主保安の更なる高度化と裾野の拡大のため、新認定事業所制度の運用を平成

29 年度より開始した。 

令和元年度は、新認定事業所制度の特定認定検査実施事業者について、2 件の

事前調査及び 1 件の通達附則に基づく事前調査を実施し、また、自主保安高度化

事業者について、1 件の事前調査を実施し、調査証を交付した。（再掲 詳細 

Ⅱ.1.1 (1) ②、③） 

協会は、引き続き高圧ガス保安のスマート化に適切に対応していく。 
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Ⅱ．１．６ 水素社会に向けた対応 ［総合企画部、高圧ガス部、機器検査事業部他］ 

協会は産業保安の実務を担う立場から、受託事業、KHKS の作成、材料試験等を確実に

実施した。 

また、規制改革実施計画（平成 29 年 6 月閣議決定）を踏まえ、国が設置した｢水素・

燃料電池自動車関連規制に関する検討会（公開の場での官民会議）｣に職員 2名がオブザ

ーバとして参画した。 

◇平成 29年度開催実績 

・第 1 回 平成 29 年 8月 24 日 

・第 2 回 平成 29 年 11月 7 日 

・第 3 回 平成 29 年 12月 25日 

・第 4 回 平成 30 年 2月 16 日 

・第 5 回 平成 30 年 3月 29 日 

◇平成 30年度開催実績 

・第 6 回 平成 30 年 6月 21 日 

・第 7 回 平成 30 年 9月 21 日 

・第 8 回 平成 31 年 1月 31 日 

◇令和元年度開催実績 

・第 9 回 令和元年 9 月 5日 

・第 10 回 令和元年 11月 29日 

・第 11 回 令和元年 12月 18日 

・第 12 回 令和 2 年 3月 31 日 

 

安心・安全な水素社会の実現のため、経済産業省、地方自治体、事業者等と協働して取

り組んだ。 
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Ⅱ．１．７ 技術基準作成・審査等事業 ［総合企画部、高圧ガス部他］ 

(1) 経済産業大臣への意見具申等 

高圧ガス保安法及び液化石油ガス法に基づき、省令改正、例示基準の制定等高圧ガ

ス及び液化石油ガスの保安に関する技術的事項について、経済産業大臣に対して以下

の対応を行った。 

 

＜法令に基づく経済産業大臣からの意見聴取＞ 

◇高圧ガス保安法第 75 条の規定に基づく意見の聴取について 

① 容器保安規則、一般高圧ガス保安規則及びコンビナート等保安規則の改正につい

て（令和元年 10 月 17 日付け 20190814 保第 5号） 

・圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係る容器再検査における容器の規格の

追加 

・圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器の容器再検査に係る検査設備の基準の追

加 等 

② 一般高圧ガス保安規則の改正について（令和元年 12 月 4日付け 20191202 保第 8

号） 

・防火壁の設置等の不要化 

③ 特定設備検査規則及びコンビナート等保安規則の改正について（令和 2年 2 月 10

日付け 20200210 保第 12号） 

・複合圧力容器を使用した特定設備及び解析を用いた設計を行う特定設備に係る設

計の技術上の基準の追加 等 

 

 ＜審議会への参画＞  

産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会及び関連する小委員会に委員と

して参画し、産業保安の実務を担う立場から適宜コメントを行った。令和元年度は以

下の審議会に委員として参画した。 

①  産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 

・第 3 回        令和元年 12月 25 日 

②  産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 高圧ガス小委員会 

・第 15 回       令和元年 10 月 31 日 

・第 16 回（書面審議） 令和 2 年 3月 12 日 

③ 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   

・第 12 回（書面審議） 令和 2 年 3月 4 日～11日 

④ 産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 ガス安全小委員会   

・第 20 回       令和元年 11 月 12 日 

・第 21 回（書面審議） 令和 2年 3月 11 日～18 日 
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(2) 技術委員会・規格委員会の運営 

高圧ガス保安において幅広く活用されている KHK 技術基準（KHKS 等）の策定につい

ては、定款第 30条の 2に基づく規格委員会が実務を担っており、統括諮問機関として

位置付けられている定款第 28 条に基づく技術委員会のレビューを経ることとされて

いる。こうした両委員会が適切に機能するための着実な運営を行った。 

現在、活動中の規格委員会は次のとおりである。 

 

委員会名称 技術基準の所掌範囲 

圧力容器規格委員会 圧力容器等に係る設計、材料、製造、試験、検査等 

移動容器規格委員会 容器及び附属品に係る設計、製造、検査等 

高圧ガス規格委員会 

 

高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動、消費等に係る取扱い、

これらに係る設備、施設等の設計、施工、維持管理等 

冷凍空調規格委員会 

 

冷凍空調設備の設計、製造、試験、検査、設置、運転、維持

管理等 

液化石油ガス規格委員会 

 

供給設備、消費設備、液化石油ガス器具、充てん設備、検査

機器等に係る設計、製造、施工、維持管理等 

供用適性評価規格委員会 供用中の圧力容器、配管等の圧力設備及び支持構造物等

に関する減肉、クリープ等の損傷の評価、供用可能期間

の評価等 

耐震設計規格委員会 塔、貯槽、配管、これらの支持構造物及び基礎の耐震設計等 

 

令和元年度に実施した主な案件は、以下のとおりであった。 

① 技術委員会 ［総合企画部］ 

技術基準整備 3 ヶ年計画（2019～2021 年度）について審議するとともに、各規格

委員会の重点取り組み事項、KHKS 0803(2014) 可とう管に関する検査基準 の見直

しにおける課題、新たに制定した共同規格及びその活用等について報告を行った。 

② 圧力容器規格委員会 ［機器検査事業部］ 

令和元年度は、技術基準整備 3ヶ年計画（2019～2021年度）を定め、計画に基づ

き、超高圧ガス設備に関する基準（KHKS 0220）、安全係数 2.4 の特定設備に関する

基準（KHKS 0224）、超高圧ガス設備に関する基準の高圧水素用設備への適用に係る

技術文書（KHKTD 5201）の審議を行った。 

また、圧力容器規格委員会の決議に基づき超高圧ガス設備分科会を開催し、超高

圧ガス設備に関する基準（KHKS 0220）の改正原案の検討に係る審議を行った。 

 

なお、本規格委員会に設置している分科会等の概要は、以下のとおり。 

1) ねじ構造分科会 

ねじ構造の強度設計指針（KHKS 1222）の改正原案を作成する。 
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2) ねじ構造解釈専門分科会 

ねじ構造の強度設計指針（KHKS 1222）に対する質疑応答・運用解釈を作成す

る。 

3) 超高圧ガス設備分科会 

超高圧ガス設備に関する基準（KHKS 0220）の改正原案を作成する。 

4) 超高圧ガス設備解釈専門分科会 

超高圧ガス設備に関する基準（KHKS 0220）に対する質疑応答・運用解釈を作成

する。 

5) ASME Delegate 制度への参画 

平成 18 年度より KHK は、専門家から構成される本委員会を代表して米国機械

学会（ASME）Delegate 制度に登録し、参画している。 

◇KHK が登録している ASMEの委員会 

ボイラ及び圧力容器規格委員会 

（ASME 内の改組のため、平成 21 年 2 月より圧力容器規格委員会） 

圧力容器小委員会（SCⅧ）及びその作業グループ 

③ 移動容器規格委員会 ［機器検査事業部］ 

令和元年度は、技術基準整備 3ヶ年計画（2019～2021年度）を定め、計画に基づ

き、高圧ガス容器バルブ設計・製造基準（KHKS 0124）、70MPa 圧縮水素自動車燃料

装置用容器の技術基準（KHKS 0128）及び高圧ガスタンクローリ再検査基準（KHKS 

0150）の審議を行った。 

なお、本規格委員会に設置している分科会の概要は、以下のとおり。 

1) 高圧ガスタンクローリ再検査基準分科会 

高圧ガス運送自動車の再検査基準である高圧ガスタンクローリ再検査基準

（KHKS 0150）の改正原案を作成する。 

2) 液化炭酸ガス容器用安全弁基準分科会 

液化炭酸ガス容器用安全弁に関する基準（KHKS 0127) の改正原案を作成する。 

3) Al-C一般複合容器分科会 

アルミニウム合金ライナー･炭素繊維製一般複合容器の技術基準（KHKS 

0121）の改正原案を作成する。 

④ 高圧ガス規格委員会 ［高圧ガス部］ 

令和元年度は、主に技術基準整備 3 ヶ年計画（2019～2021 年度）、関係法令改正

に伴う危害予防規程の指針（KHKS 1800-1、-2）の改正等の審議を行った。 

なお、本規格委員会に設置している分科会等の概要は、以下のとおり。 

1) 定期自主検査指針・保安検査基準解釈専門分科会 

保安検査基準・定期自主検査指針に関して寄せられた質問に対する回答文等を

検討する。 
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2) 岩盤備蓄に係る保安検査基準等検討専門分科会 

液化石油ガス岩盤備蓄基地に関する保安検査基準等の改正のための原案の作

成及び検討を行う。 

3) コールド・エバポレータ保安検査基準検討分科会 

コールド・エバポレータに関する保安検査基準等の制定のための原案の作成及

び検討を行う。 

4) 超臨界流体抽出装置及び超臨界流体クロマトグラフの運用基準検討分科会 

超臨界流体抽出装置及び超臨界流体クロマトグラフィーシステムの運用基準

の制定のための原案の作成及び検討を行う。 

5) 圧縮水素スタンド保安検査基準等検討分科会 

圧縮水素スタンドに関する保安検査基準等の制定のための原案の作成及び検

討を行う。 

   6) リスクアセスメント基準検討分科会 

     リスクアセスメント・ガイドラインの技術基準化へ向けた原案の作成及び検討

を行う。 

7) ASME Delegate 制度への参画 

平成 19 年度より専門家から構成される本委員会を代表して米国機械学会

（ASME）Delegate 制度に登録し、参画している。 

◇KHK が登録している ASMEの委員会 

供用中規格委員会 

検査計画小委員会 

⑤ 冷凍空調規格委員会 ［高圧ガス部］ 

令和元年度は、主に技術基準整備 3 ヶ年計画（2019～2021 年度）、保安検査基準

（冷凍保安規則関係）KHKS 0850-4及び定期自主検査指針（冷凍保安規則関係）KHKS 

1850-4 の改正並びに危害予防規程の指針(KHKS 1301)、冷凍用圧力容器の溶接基準

（KHKS0301）、冷凍空調装置の施設基準（KHKS0302-3、KHKS0302-5）の改正等につ

いて審議を行った。 

なお、本規格委員会に設置している分科会の概要は、以下のとおり。 

1) 冷凍空調装置の施設基準検討分科会 

冷凍空調装置の施設基準の改正のための原案の作成等を行う。 

2) 冷凍用圧力容器の溶接基準検討分科会 

冷凍用圧力容器の溶接基準の改正のための原案の作成等を行う。 

3) 冷凍用圧力容器の溶接基準解釈専門分科会 

冷凍用圧力容器の溶接基準に関する質疑応答･運用解釈の作成を行う。 

4) 定期自主検査指針・保安検査基準解釈専門分科会 

保安検査基準・定期自主検査指針に関して寄せられた質問に対する回答文等を
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検討する。 

⑥ 液化石油ガス規格委員会 ［液化石油ガス部］ 

令和元年度は、技術基準整備 3ヶ年計画（2019～2021年度）に基づき、液化石油

ガス器具等関係基準（液化石油ガス屋内用ガス栓用ゴムキャップ基準（KHKS 0712）、

調整器基準（KHKS 0735）、液化石油ガス用継手金具付高圧ホース基準（KHKS 0736））

の改正について審議を行った。 

なお、本規格委員会に設置している分科会の概要は、以下のとおり。 

1) 液化石油ガス法施行規則関係基準分科会 

LPガス販売事業者用保安教育指針（KHKS 1701）及び液化石油ガス法施行規則

関係技術基準（KHKS 0739）改正等のための原案の作成を行う。 

2) バルク関係基準分科会 

バルク供給に係る液化石油ガス法施行規則関係技術基準改正等のための原案

の作成を行う。 

3) LP ガス設備設置基準等分科会 

LPガス設備設置基準及び取扱要領（KHKS 0738）の改正等のための原案の作成

を行う。 

4) 液化石油ガス器具等関係基準分科会 

液化石油ガス器具等関係基準の改正等のための原案の作成を行う。 

5) 液化石油ガス法施行規則関係基準解釈専門分科会 

液化石油ガス法施行規則関係基準等（ 6)～8)に係るものを除く。）に関する質

疑応答・運用解釈の作成を行う。 

6) バルク関係基準解釈専門分科会 

バルク供給に係る液化石油ガス法施行規則関係基準等に関する質疑応答・運用

解釈の作成を行う。 

7) LP ガス設備設置基準等解釈専門分科会 

LPガス設備設置基準及び取扱要領（KHKS 0738）に関する質疑応答・運用解釈

の作成を行う。 

8) 液化石油ガス器具等関係基準解釈専門分科会 

液化石油ガス器具等に関する基準等に関する質疑応答・運用解釈の作成を行う。 

⑦ 供用適性評価規格委員会 ［高圧ガス部］ 

令和元年度は、技術基準整備 3ヶ年計画（2019～2021 年度）を定め、計画に基づ

き、高圧ガス設備の供用適性評価に基づく耐圧性能及び強度に係る次回検査時期設

定基準他、供用適性評価に関する技術基準について調査審議を行った。 

また、委員会に高度化検討分科会を設置し、以下の内容の検討を行っている。 

・評価区分Ⅱの減肉評価法の取り入れ 

・溶接補修後の耐圧試験の要否等に関する規定の見直し・高度化 
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・き裂状欠陥評価法第 2 段階評価（HPISZ101-2）の追加導入 

・検査周期設定係数 0.8 を適用する際の条件設定の見直し要否検討 

⑧ 耐震設計規格委員会 ［高圧ガス部］ 

令和元年度は、技術基準整備 3ヶ年計画（2019～2021 年度）を定め、計画に基づ

き、高圧ガス設備等の耐震設計に関する技術基準について調査審議を行った。具体

的には、高圧ガス設備等の耐震設計に関する基準（レベル 1、2）解説・評価例の KHK 

TDXXXX 案を作成し、審議を行った。 

上記活動により、令和元年度は、以下の高圧ガス保安協会規格（KHKS）について

改正等を実施した。 

 

◇新規に制定した技術基準 

・定期自主検査指針（圧縮水素スタンド関係）（KHK/JPEC S 1850-9） 

◇改正した技術基準 

・高圧ガス容器バルブ設計・製造基準（KHKS 0124） 

・高圧ガスタンクローリ再検査基準（KHKS 0150） 

・安全係数 2.4 の特定設備に関する基準（KHKS 0224） 

・液化石油ガス屋内用ガス栓用ゴムキャップ基準（KHKS 0712） 

・調整器基準（KHKS 0735） 

・液化石油ガス用継手金具付高圧ホース基準（KHKS 0736） 

◇検討した技術基準 

・超高圧ガス設備に関する基準（KHKS 0220） 

・冷凍用圧力容器の溶接基準（KHKS0301） 

・冷凍空調装置の施設基準〔可燃性ガス（微燃性のものを含む。）の施設編〕 

（KHKS 0302-3） 

・冷凍空調装置の施設基準〔アンモニアの施設編〕（KHKS 0302-4） 

・冷凍空調装置の施設基準〔特定不活性ガスの施設編〕（KHKS0302-5） 

・LPガスバルク供給基準（工業用等）（KHKS 0501） 

・可とう管に関する検査基準（KHKS 0803） 

・保安検査基準（冷凍保安規則関係）(KHKS 0850-4) 

・危害予防規程の指針（冷凍関係事業所用）（KHKS 1301） 

・地震防災規程の指針（冷凍関係事業所用）（KHKS 1302） 

・南海トラフ地震防災規程の指針（冷凍関係事業所用）（KHKS 1303） 

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の指針（冷凍関係事業所用） 

（KHKS 1304） 

・危害予防規程の指針（特定の事業所用）（KHKS 1800-1） 

・危害予防規程の指針（一般の事業所用）（KHKS 1800-2） 
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・地震防災規程の指針（特定の事業所用）（KHKS 1802-1） 

・地震防災規程の指針（一般の事業所用）（KHKS 1802-2） 

・南海トラフ地震防災規程の指針（特定の事業所用）（KHKS 1803-1） 

・南海トラフ地震防災規程の指針（一般の事業所用）（KHKS 1803-2） 

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の指針（特定の事業所用） 

（KHKS 1804-1） 

・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の指針（一般の事業所用） 

（KHKS 1804-2） 

・定期自主検査指針（冷凍保安規則関係）(KHKS 1850-4) 

・超高圧ガス設備に関する基準の高圧水素用設備への適用に係る技術文書 

（KHKTD 5201） 

◇廃止した技術基準 

・70MPa 圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準（KHKS 0128） 

 

 (3) 詳細基準の審査 

技術基準の性能規定化に伴い、これまで省令等に示されていた詳細な技術的事項

は例示基準として例示されている。協会は、それぞれの基準に応じて設置された高圧

ガス容器規格検討委員会等において、各規格委員会及び業界団体等が作成した詳細

基準について審査を行う。この審査の結果は、経済産業大臣に意見具申することによ

り例示基準として例示される。 

① 高圧ガス保安基準検討委員会 

一般高圧ガス保安規則・液化石油ガス保安規則・コンビナート等保安規則が性能

規定化されたことに伴い、例示基準の改正、追加等を審査するために協会に学識経

験者等からなる標記委員会を設置している。 

② 冷凍保安基準検討委員会 

冷凍保安規則が性能規定化されたことに伴い、例示基準の改正、追加等を審査す

るために協会に学識経験者等からなる標記委員会を設置している。 

③ 高圧ガス容器規格検討委員会 

容器保安規則が性能規定化されたことに伴い、例示基準の改正、追加等を審査す

るために協会に学識経験者等からなる標記委員会を設置している。 

令和元年度は、容器保安規則の機能性基準に適合するものとして、一般財団法人

日本自動車研究所が制定した｢JARI-S003(2018)圧縮水素自動車燃料装置用継目な

し容器の技術基準｣の審査を行った。 

④ 特定設備基準検討委員会 

特定設備検査規則が性能規定化されたことに伴い、例示基準の改正、追加等を審

査するために協会に学識経験者等からなる標記委員会を設置している。 
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⑤ 液石法関係基準検討委員会 

液化石油ガス法施行規則が性能規定化されたことに伴い、例示基準の改正、追加

等を審査するために協会に学識経験者等からなる標記委員会を設置している。 

 

(4) ASME Delegate制度への参画 

ASME（米国機械学会）規格の制定・改定の最新情報を入手し、かつ、ASME 規格に

日本の意見を反映するため、ASME の Delegate 制度に平成 18年度より参画してお

り、引き続き、ASME 規格策定作業等を行った。 
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Ⅱ．１．８ 保安情報の収集、提供 

(1) 高圧ガス災害の調査 ［高圧ガス部他］ 

高圧ガス事故災害に対して、必要に応じ現場調査、関係者へのヒアリングなどを行

い、情報収集に努めるとともに精度の高い事故解析を実施した。その解析結果に基づ

き、事故から得られた教訓、再発防止策などについて積極的に情報発信を行った。 

また、行政、事業者が設置する事故調査委員会等に協力、支援を行った。 

 

(2) 「事故の教訓と保安管理技術セミナー」の開催 ［高圧ガス部］ 

高圧ガス製造事業者全般を対象に、高圧ガス製造事業者の保安管理活動、自主保安

活動に対する情報提供等を目的に、自主保安セミナーを開催した（詳細後述 Ⅱ.2.1 

(8) ⑤、⑥）。 

 

(3) 調査研究成果の発信 ［総合研究所］ 

総合研究所が経済産業省及び国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発

機構（NEDO）から受託して取り組んでいる水素の保安関連に関する調査研究の成果を

広く発信していくための情報提供を目的とした KHK 水素保安セミナー（高圧ガス部と

共同開催）を開催した（詳細後述 Ⅱ.2.1 (8) ⑨）。 

 

(4) 時代に即応した新規セミナーの開催 ［高圧ガス部､総合研究所､教育事業部他］ 

時代に即応した保安ニーズに対応する新たな事業の創出に努め、耐震設計集中講

座、水素保安セミナー、冷凍保安講座、冷凍・空調基礎講座等を開催した。 

この内、水素保安セミナーは、従来の水素関係のセミナーを統合し、関連規制の動

向及び安全技術の最新情報を網羅的に提供するセミナーへと見直しを行った。 

 

(5) 高圧ガス事故災害に関する図書の発行 ［高圧ガス部］ 

高圧ガス事故災害の未然防止に資する情報発信を強化するため、新たな図書と

して、令和元年 8 月に「続 高圧ガス事故に学ぶ」を、令和元年 12 月に「重大事

故に学ぶ」を発行した。 
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Ⅱ．１．９ 法定講習事業（特別勘定 1） ［教育事業部］ 
 

(1) 法定講習の実施（昭和 39 年から実施）［教育事業部］ 

① 法令に基づく講習及び検定 

1) 高圧ガス保安法では、高圧ガス製造事業所に、処理設備の種類及び規模並びに製

造するガスの種類に応じ、所定の高圧ガス製造保安責任者免状を所有する者等で

構成する保安管理組織の設置を義務付けている。この資格者養成のため、資格の

種類に応じた 9 種類の講習と、この保安管理組織の構成員に対する 3種類の再講

習（義務講習）を実施した。 

また、所定のガスを販売する高圧ガス販売所には販売主任者、所定の高圧ガス

を所定量以上移動する場合等には移動監視者、さらに、所定の高圧ガスをある規

模以上貯蔵して消費する場合等には特定高圧ガス取扱主任者がそれぞれ必要と

されている。令和元年度もこの資格者養成のための 4種類の講習を実施した。 

2) 液化石油ガス法関係では、配管設備の工事に係る液化石油ガス設備士の資格取

得のための講習及びこの資格者に対する再講習、販売事業に係る業務主任者に対

する再講習、供給設備への液化石油ガスの充てんに係る充てん作業者の資格取得

のための講習及びこの資格者に対する再講習並びに供給設備及び消費設備の点

検・調査に係る保安業務員、調査員の資格取得のための講習を実施した。 

3) 平成 9 年の法改正等により、それまで 3 年毎の受講が義務付けられていた再講

習（義務講習）は、受講サイクルが延長され、2 回目以降の受講は 5 年毎となっ

た。このため、受講者が集まる年度と新規受講義務者しか集まらない年度に二分

されることとなった。令和元年度は、再講習受講者が多い山の年の 3年目であり、

受講申込者数は昨年度に引き続き増加する年度となった。 

4) 講習内容については、使用されるテキストに関して、令和元年度は甲種、乙種、

丙種化学特別の他、丙種化学液石について見直しを行った。 

5) 平成 28年度の技術検定問題の出題ミスを踏まえ、専門用語等のチェックポイン

トの規定化及び問題作成プロセスにおける確認作業の重層化を継続実施するこ

とにより再発防止を図った。 

② 講習・検定等の実績 

講習の総受講者数のうち、義務講習については平成 9 年の法改正時の規制緩和に

より受講サイクルが 3 年から 5 年に延長されたことから、過去 5 年間の受講者数に

は、周期的な増減がある中で、43,341 名（46,544 名）の申込みが、また、資格講習

については 38,790 名（44,616 名）の申込みがあった。この結果、合計で 82,131 名

（91,160 名）の講習申込者数となった（自主保安講習を含めた講習会総計では 

85,020 名（94,518 名））。 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響 

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、令和元年度下期に実施した資格講習の
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うち、丙種化学特別、第二種冷凍機械、第三種冷凍機械については講習後に行う検

定試験を中止・延期とした。（受講申込者数計 2,336 名） 

 丙種化学液石、第二種販売、業務主任者の代理者については、一部地域での講習

及び検定試験を中止・延期とした。（受講申込者数 836 名） 

 液化石油ガス設備士技能試験も一部地域で予定していたものを中止・延期とした。

（受験申込者数 79 名） 

 また、令和元年度下期に実施した義務講習のうち、保安係員（一般）及び液化石

油ガス設備士(再講習)については、一部地域での講習を中止・延期とした。（受講

申込者数 477 名） 

 

令和元年度の上記①及び②の種類毎の実績は、次のとおりである。 

 

 

講習の種類 

実施 

回数 

（回） 

申込者数 

（名） 

受講者数 

（名） 

受検者数 

（名） 

合格者数 

修了者数 

（名） 

合格率 

（％） 

〔法令に基づく講習 

及び検定〕 

 

製造講習（9種類） 
11  

(15) 

 19,440 

(22,695) 

 18,975 

(22,150) 

 18,408 

(21,489) 

 8,111 

(9,735) 

  44.1  

 (45.3)  

販売講習（2種類） 

業務主任者の代理者 

3  

(5) 

4,554  

 (5,722) 

  4,463  

 (5,549) 

 4,410  

 (5,461) 

  2,294  

 (3,916) 

52.0  

(71.7) 

移動監視者講習 
4  

(4) 

  1,736  

 (1,768) 

  1,692  

 (1,719) 

  1,682  

 (1,703) 

  1,488  

 (1,452) 

  88.5  

 (85.3) 

特定高圧ガス 

取扱主任者講習 

  10  

  (13) 

1,194  

 (1,228) 

 1,180  

 (1,201) 

 1,171  

 (1,192) 

  1,095  

(1,089) 

93.5  

(91.4) 

液化石油 

ガス設備士 

第二講習 
4  

(4)    

  4,667  

 (5,041) 

  4,590  

 (4,971) 

  4,558  

 (4,920) 

  1970  

 (2,039) 

43.2  

(41.4) 

技能 
4  

(4)     

  2,420  

 (3,045) 

      

 

  2,382  

 (3,030) 

  1,873  

 (2,368) 

  78.6  

(78.2) 

第三講習 
4  

(4) 

 174  

 (151) 

 169  

 (149) 

  168  

  (148) 

91  

 (75) 

54.2  

(50.7) 

技能 
4  

(4) 

 111  

 (91) 

 

 

 111  

 (89) 

 82  

 (65) 

73.9  

(73.0) 

液化石油ガス 

設備士特別講習 

0  

(0) 

0  

(0) 

     0  

    (0) 

 0  

(0) 

 

充てん 

作業者講習 

※1 

科目 

免除 

なし 

座学 
14  

(12) 

315  

(300) 

304  

(299) 

304  

(299) 

264  

(263) 

   86.8  

  (88.0) 

実習 

 

14  

(14) 

 

259  

(291) 

 

258  

(291) 

 

 

 

修了者数 

258  

(291) 

 

      

 

科目免除 
16  

(144) 

86  

(9)  

85  

(9) 

85  

(9) 

80  

(94) 

94.1  

(94.9) 
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保安業務員講習 
3  

(3) 

3,248  

(3,479) 

3,171  

(3,417) 

3,171  

(3,417) 

2,921  

(3,125) 

92.1  

(91.5) 

調査員講習 
1  

(1) 

586  

(706) 

575  

(690) 

575  

(690) 

5024  

(570) 

87.7  

(72.6) 

小 計 
  92  

  (97) 

38,790  

(44,616) 

35,462  

(40,535) 

37,025  

(42,537) 

21,031  

(25,082) 

 

 

 

講習の種類 

実施 

回数 

（回） 

申込者数 

（名） 

受講者数 

（名） 

受検者数 

（名） 

合格者数 

修了者数 

（名） 

合格率 

（％） 

〔再講習〕  

製造関係再講習 

（3種類） 

8  

(8) 

7,792  

(8,097) 

7,041  

(7,934) 

 7,041  

(7,934) 

    

 

液化石油ガス設備士 

（再講習） 

5  

(5) 

23,549  

(25,145) 

23,311  

(25,871) 

 23,306  

(25,871) 

 

業務主任者講習 
4  

(4) 

10,410  

(10,582) 

  10,318  

(10,490) 

 10,318  

(10,490) 

 

充てん作業者再講習 
2  

(2) 

1,590  

(1,720) 

1,578  

(1,711) 

 1,578  

(1,711) 

 

小 計 
19  

   (19) 

 43,341  

(46,544) 

 42,248  

(46,006) 

 42,243  

(46,006) 

 

※1. 回数は、延べ回数   

※2. 受検者数は、検定試験対象者のみ。合格者数・修了者数は、科目免除による修了者を含む。 

 

③ インターネットによる申込 

受講者の利便性の向上と講習事務の合理化・効率化を図るため、インターネットに

よる法定講習の申込を受け付けている。 

令和元年度の利用実績は、次のとおりであった。 

◇前期利用率  86.6％〔83.7〕 

◇後期利用率  53.0％〔85.2〕 

◇年間利用率  79.3％〔84.1〕 
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Ⅱ．１．１０ 資格試験等事業（特別勘定 2） ［試験センター］ 
 

(1) 資格試験 

高圧ガス保安法第 31 条の 2 第 1項及び液化石油ガス法第 38条の 6第 1 項の規定に

基づき、高圧ガス製造保安責任者試験及び高圧ガス販売主任者試験並びに液化石油ガ

ス設備士試験に係る試験事務が経済産業大臣及び各都道府県知事から当協会に委譲さ

れ、昭和 62 年度から実施している。 

令和元年度は、令和元年 11 月 10日(日) に筆記試験、12月 1 日(日) (山形県会場

及び富山会場は 12 月 2日(月) )に技能試験（液化石油ガス設備士のみ）を実施した。 

試験地は、高圧ガス製造保安責任者試験のうち、甲種化学責任者免状、甲種機械責

任者免状及び第一種冷凍機械責任者免状に係るもの（大臣試験）については、札幌市、

仙台市、鹿嶋市、東京都（23区）、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市及び

那覇市の 10 市区において、その他の試験（知事試験）は各都道府県（61 市区町村）

において実施した。 

① 試験実施日 

1) 高圧ガス製造保安責任者試験及び高圧ガス販売主任者試験並びに液化石油ガス

設備士筆記試験 

令和元年 11 月 10 日(日) に実施 

2) 液化石油ガス設備士技能試験 

令和元年 12 月 1日(日)(山形県会場及び富山会場は 12月 2日(月)) に実施 

② 出願者数 

大臣試験（3種類）の出願者数及び知事試験（9種類）の出願者数は、大臣試験が

4,548 人（4,446 人）、知事試験が 47,656 人（48,973 人）、合計で 52,204人（53,419

人）であった。 

③ 資格試験の実績 

令和元年度の試験の種類毎の実績は次のとおりであった。 

                              

 
試験の種類 

 

出願者数 
(人) 

受験者数 
A(人) 

合格者数 
B(人) 

合格率 
B/A 
(％) 

甲種化学 
1,127  

(1,086) 

933  

(886) 

460  

(520) 

49.3  

(58.7) 

甲種機械 
1,731  

(1,701) 

1,406  

(1,353) 

684  

(707) 

48.6  

(52.3) 

第一種冷凍機械 
1,690  

(1,659) 

1,343  

(1,291) 

714  

(838) 

53.2  

(64.9) 

大臣試験 計(A) 
4,548  

(4,446) 

3,682  

(3,530) 

1,858  

(2,065) 

50.5  

(58.5) 
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試験の種類 

 

出願者数 

(人) 

受験者数 

A(人) 

合格者数 

B(人) 

合格率 

B/A 

(％) 

乙種化学 
2,799  

(2,777) 

2,516  

(2,507) 

1,142  

(1,157) 

45.4  

(46.2) 

乙種機械 
6,051  

(6.015) 

5,352  

(5,331) 

2,097  

(1,966) 

39.2  

(36.9) 

丙種化学（液石） 
4,280  

(4,388) 

3,755  

(3,840) 

1,444  

(1,347) 

38.5  

(35.1) 

丙種化学（特別） 
5,683  

(5,983) 

5,245  

(5,517) 

2,718  

(3,016) 

51.8  

(54.7) 

第二種冷凍機械 
4,318  

(4,857) 

3,573  

(4,003) 

1,624  

(1,965) 

45.5  

(49.1) 

第三種冷凍機械 
11,465  

(11,289) 

9,597  

(9,520) 

3,882  

(4,579) 

40.5  

(48.1) 

第一種販売 
3,140  

(2,877) 

2,873  

(2,657) 

1,515  

(1,578) 

52.7  

(59.4) 

第二種販売 
8,294  

(9,088) 

7,719  

(8,496) 

4,335  

(4,939) 

56.2  

(58.1) 

液化石油ガス設備士 
1,626  

(1,699) 

1,505  

(1,536) 

557  

(578) 

37.0  

(37.6) 

知事試験 計(B) 
47,656  

(48,973) 

42,135  

 (43,407) 

  19,314  

 (21,125) 

45.8  

(48.7) 

合 計(A)+(B) 
52,204  
(53,419) 

45,817  
(46,937) 

21,172  
(23,190) 

46.2  
(49.4) 

 

④ インターネット申込 

受験者の利便性の向上と試験事務の合理化・効率化を図るため、平成 17年度の試

験受付からインターネットによる申込を実施している。  

令和元年度の利用実績は、次のとおりであった。 

◇インターネット申込の利用率   88.5％〔86.9〕 

 

(2) 免状交付事務 

高圧ガス保安法第 29 条の 2 第 1項及び液化石油ガス法第 38条の 4の 2 第 1項の規

定に基づき、高圧ガス製造保安責任者免状及び高圧ガス販売主任者免状並びに液化石

油ガス設備士免状に関する免状交付事務について、経済産業大臣及び道府県知事から

委託を受けて免状の交付事務を行った。 

令和元年度の交付実績は 21,758 件（23,832 件）であったが、その内訳は次のと

おりであった。 

① 高圧ガス製造保安責任者免状交付事務（経済産業省からの受託） 

高圧ガス製造保安責任者試験のうち、大臣試験（甲種化学、甲種機械、第一種冷

凍機械）に合格した者に対して、合格者の交付申請に基づき大臣が発行する免状の
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交付事務を実施した。 

◇大臣免状交付実績          1,935 件〔2,017〕 

② 高圧ガス製造保安責任者等免状交付事務（40道府県からの受託） 

高圧ガス製造保安責任者試験等のうち、知事試験（乙種化学、乙種機械、丙種化

学（液石）、丙種化学（特別）、第二種冷凍機械、第三種冷凍機械、第一種販売、

第二種販売及び液化石油ガス設備士）に合格した者に対して、合格者の交付申請に

基づき知事が発行する免状の交付事務を実施した。 

◇知事免状交付実績         19,823 件〔21,815〕 
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Ⅱ．２ サービスの向上と積極的な情報提供 

Ⅱ．２．１ 保安情報の普及、啓発 
 

(1) 事故事例データベースの提供 ［高圧ガス部］ 

昭和 40 年～令和元年までの高圧ガス保安法関係事故等について、検索及び統計処

理が可能な事故事例データベースを公開･提供し、事故事例の共有化と教材化を推進

した。 

  

(2) 広報活動の推進及び情報提供等 

① ホームページ等による情報提供の推進 ［総務部、情報・国際部、教育事業部他］ 

顧客目線での情報発信ツールの整備・充実に次のとおり努め、KHK 事業活動や高

圧ガスの保安に関する各種情報及び行政機関からの周知事項等について、広報活動

を積極的に展開した。 

1) 協会ホームページによる情報発信 

ウェブ更新システムを活用し、スピーディーな情報発信とコンテンツの改善を

行った。特に台風接近時における高圧ガス施設への注意喚起や流出した容器を発

見したときの注意事項など災害対応に関する情報を積極的に発信した。 

2) メール配信サービス「KHK-Friends」の配信 

潜在的な需要の発掘や、既存事業の底上げに役立てるため、セミナー等におい

て顧客情報を収集し、顧客あてに幅広い情報をメール配信した。 

      3) 情報発信力の強化 

協会の情報発信力の強化の一環として、平成 31 年 3 月に策定したプレスリリ

ースのルールに基づいて、積極的に情報を発信することにより、協会のプレゼン

ス向上に努めた。 

◇プレス発表：計 27 回、業界紙等掲載件数:計 178 件 

4) 協会の出版物を分かり易く紹介する出版目録等の作成 

新規出版物や、法規集、KHKS 等の改訂情報が把握しにくいなどの声に応えるも

のとして平成 30 年度から作成を開始。本年度も引き続き実施（ホームページに同

様の内容を公開）。 

また、保安用品に関しても案内リーフレットを継続作成（ホームページに同様

の内容を公開）。 

② 会員向け情報発信サービスの充実 [情報・国際部、教育事業部] 

1) 情報機関誌「高圧ガス」を発行することにより、会員のニーズに沿った高圧ガ

スの保安情報を提供するとともに、協会事業活動に関する情報を発信した。また、

特集記事等については会員専用のホームページでも公開した。 

◇発行部数  年間 延べ 47,200 部  
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◇編集委員会 4回開催  

2) 高圧ガス保安法関係省令等を容易に検索可能とする法令検索システムについ

て、情報サービスの向上を図るべく、省令等の改正に対応するための更新を行っ

た。 

③ 冷凍空調情報等の発行 [高圧ガス部] 

冷凍空調施設工事認定事業所等との情報及び意見の交換を密にするため、定期的

に「冷凍空調情報」を発行している。令和元年度は、冷凍空調施設の事故情報に関

する内容を中心として、令和元年 9 月に発行した。 

④ 販売書籍の電子化 [教育事業部] 

情報提供の手段を拡充するため、販売書籍について電子化を引き続き検討した。 

⑤ 資料室の情報提供活動 [情報・国際部] 

◇図書更新   

図書（JIS規格票含む) 212冊 〔243〕 

定期刊行雑誌 64件 〔64〕 

◇コピーサービス 50件 〔62〕 

 

(3) 水素関連の情報提供 

① 水素利用の安全確保に関する情報提供 ［総合企画部他］ 

燃料電池自動車の市場投入により水素社会実現に向けた取り組みが大きく前進

している中、高圧ガス分野における事業者等からの水素に関連する技術的な相談等

に適切に対応すべく、平成 26 年度に立ち上げた KHK 水素テクニカルサポートチー

ムにより、水素に関連する相談等への対応に努めた。 

② 水素関連情報に係るサイトの整備 ［総合研究所］ 

水素エネルギーに関する情報を広く収集し、水素の基本的な特性、水素に係

る高圧ガス関連規制・基準等、過去の水素関連調査研究内容などを提供するた

めの水素関連情報に係るサイトを整備し、平成 30 年 4 月に KHK のウェブサイト

上に公開した。 

 

 (4) ISO 審査関連の情報提供 ［ISO 審査センター］ 

KHK-ISO letter は被認証組織へ重要情報を直接届け、コミュニケーションを深め

るツールとして平成 26年 3 月に創刊したもので、令和元年度は、令和元年 5 月 15

日（通巻 20号）、令和元年 10月 31日（通巻 21号）及び令和 2 年 3月 31日（通巻

22号）の 3 回発行し、全ての被認証組織へ配布した。 

令和元年度は、各種情報交換会の開催報告とトピックス、マネジメントシステム

を活用した SDGs の取り組みについて等の情報を紹介するとともに、国際規格に基

づくマネジメントシステム認証の有効活用、関連する法規制等の改定情報など、被
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認証組織の関心事に焦点を当てた情報を掲載した。 

加えて、新たな顧客拡大に向けて、国際会議の参加報告をはじめ、食品安全マネジ

メントシステムや労働安全衛生マネジメントシステムの認証に関する PRも行った。 

また、ISO 審査センターのホームページを有効活用して、登録企業への情報提供活

動の多角化を推進した。さらに、新たに認証取得を希望する企業、他の認証機関から

の移転を検討する企業の相談対応に対して ISO 審査センター及び主要な支部に設置し

た相談窓口を活用し、引き続き問い合わせにきめ細かく対応した。 

 

(5) 外国企業向け相談窓口 ［情報・国際部］ 

海外からの高圧ガスに関する問い合わせに対処するための相談窓口を引き続き運

営した。 

 

(6) 海外における高圧ガス関連規制状況調査及び発信活動提供の強化 ［情報・国際部］ 

高圧ガス保安の中枢機関として、海外における高圧ガス関連規制状況の調査を強化

し、積極的に情報発信を行う。 

① 協会業務の国際化に対処するための各国際会議への参加 

訪問日程 訪問先 目的 

3.31 ～ 4. 5 米国（ニューオーリンズ） 
15th Global Congress on Process Safety 

参加 

5.19 ～ 5.29 米国（ソルトレイクシティ） ASMEボイラ・圧力容器規格委員会参加 

6.16 ～ 6.19 オランダ（デルフト） Loss Prevention 2019参加 

 9.30 ～ 10. 4 ドイツ（フランクフルト） 
2019 European Conference on Process 

Safety and Big Data参加 

10.22 ～ 10.24 中国（杭州） ISO/TC58/SC3会議参加 

10.21 ～ 10.27 フランス（パリ） 
OECD Working Group on Chemical Accident

参加 

10.29 ～ 11. 2 オランダ（アムステルダム） 
FSSC22000 Harmonization Conference 

2019参加 

11.12 ～ 11.16 ミャンマー（ヤンゴン） LPG Myanmar 2019参加 

1. 5 ～ 1.12 米国（ラスベガス） CES (Consumer Electric Show) 2020視察 
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② 制度・実態調査 

1) 受託事業 

訪問日程 訪問先 目的 

6.17 ～ 6.21 中国（天津） 
6th Informal Working Group meeting on 

GTR13-Phase2参加 

11. 4 ～ 11. 9 ドイツ（シュトゥットガルト） 
7th Informal Working Group meeting on 

GTR13-Phase2参加 

11.17 ～ 11.21 
インド 

（ヴィシャーカパトナム） 

令和元年度石油ガス岩盤備蓄基地に係る保

安検査等操業実績確認検討業務インド・ヴ

ィシャーカパトナムLGP地下備蓄基地の現

地調査 

 

③ 海外諸機関等への技術協力・交流等 

1) 海外への協力（派遣） 

訪問日程 訪問先 目的 

5.19 ～ 5.29 
ミャンマー 

（ヤンゴン、ネピドー） 

「ミャンマーにおけるLPガス安全法制度構

築事業」における技術協力 

7.19 ～ 7.29 
ミャンマー 

（ヤンゴン、ネピドー） 

「ミャンマーにおけるLPガス安全法制度構

築事業」における技術協力 

 9.29 ～ 10. 6 ミャンマー（ネピドー） 
「ミャンマーにおけるLPガス安全法制度構

築事業」における技術協力 

12.15 ～ 12.22 ミャンマー（ネピドー） 
「ミャンマーにおけるLPガス安全法制度構

築事業」における技術協力 

2.23 ～ 3. 1 ミャンマー（ネピドー） 
「ミャンマーにおけるLPガス安全法制度構

築事業」における技術協力 

 

2) 海外への協力（受入） 

訪問日程 来訪者 目的 

7.4 台湾・高雄市経済発展局長等 導管の安全管理制度に関する調査 

7.12 
湖西大学（韓国）、韓国ガス安

全公社 

LPガス施設におけるLPガス必要貯蔵量の

決定方法に関する調査 

8.20 韓国交通大学校 
高圧ガス容器（CNG、LPガス容器等）の検

査に関する調査 

10.28 ～ 10.30 
ミャンマー石油化学公社 総

裁等 

「ミャンマーにおけるLPガス安全法制度

構築事業」における来日研修 

12.9 中国・大連市応急管理局 コンビナート地域の法規制に関する調査 

1.20 ～ 2.21 
米国運輸省パイプライン・有害

性物質安全局からの研修生 

マンスフィールド研修による高圧ガス保

安法に関する知識の習得 
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3) 技術交流 

訪問日程 訪問先又は来訪者 目的 

5.10 ～ 5.12 台湾（台北） 中華民國工業安全衛生協會大会参加 

5.29 ～ 5.30 韓国（ソウル） 
第15回 KHK･KGS（韓国ガス安全公社）定期

会議開催 

10.23 ～ 10.25 
中華民國工業安全衛生協會、 
台湾プラスチック、 
韓国ガス安全公社 

高圧ガス保安全国大会出席 

 

(7) 英文資料の作成 ［情報・国際部］ 

海外関係機関等に対して我が国の高圧ガス保安対策の状況等に関する情報を発信

していくため、昨年度同様 KHK の年間事業活動をまとめた英語版報告書を作成すると

ともに、事故情報の国際的共有化に資するため、高圧ガス関係及び LPガス関係事故年

報の概要を取りまとめた以下の英文資料を作成し、ホームページで公開した。 

・Annual Report for Fiscal 2018 

・Annual Report for High Pressure Gas Related Accidents (2018 version) 

・Annual Report for Liquefied Petroleum Gas (LPG) Related Accidents  

(2018 version)     

 

(8) 各種会議等の開催 

［総務部、高圧ガス部、液化石油ガス部、機器検査事業部、総合研究所］ 

既述の技術委員会等の委員会の他、以下の会議等を開催した。 

① 評議員会 

1) 開催日 

令和元年  6 月 20 日 ・平成 30事業年度業務報告及び収支決算 

令和元年 12 月 12 日 ・評議員選挙の実施 

令和 2 年  3 月 19 日 ・令和 2事業年度事業計画及び収支予算（書面審議） 

② 全国大会の開催等 

1) 全国大会 

第 56 回高圧ガス保安全国大会において、表彰式並びに受賞経験者記念講演及

び特別講演を行った。 

また表彰式においては、高圧ガスの保安に功績のあった優良製造所、優良販売

業者、保安功労者、優良製造保安責任者等の大臣表彰及び会長表彰を行った。 

◇受賞経験者記念講演 テーマ 

「我が社における保安活動事例紹介」 

・澤田 栄一 氏（株式会社マルエイ 代表取締役社長） 

・村礒 肇 氏（千葉ゼネラルサービス株式会社 代表取締役社長） 
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・津田 維一 氏（富士瓦斯株式会社 代表取締役社長） 

（備考）受賞経験者記念講演は、過去の受賞経験者に高圧ガス保安に関係した情

報や自主活動などを講演していただくことで、聴講者にとって保安活動の

参考となる話題を提供することを目的に実施した。 

◇特別講演 

「深まる米中対立と世界経済の行方～日本の政策対応を考える～」 

菅野 雅明 氏（ソニーフィナンシャルホールディングス株式会

社 金融市場調査部 シニアフェローチーフエコノミスト） 

◇開催日及び会場 

令和元年 10 月 25 日 ANA インターコンチネンタルホテル東京 

◇参加者数    約 600 名 

2) 各ブロック保安大会 

全国 7 ブロックにおいて、保安大会の開催及び支援を行った。 

◇参加者数  約 975 名 

③ 全国一般高圧ガス保安団体連合会 

各都道府県単位の一般高圧ガス保安団体間の相互連絡、意見交換等を目的として

設置され、当協会が事務局を担当し、年 1回の総会を主な活動としている。 

令和元年度の総会では、事務局から「保安講習会等に係るアンケート結果につい

て」の報告、また保安講習会に係る意見交換として「保安講習会における行政の協

力について」をはじめとする 4テーマについて活発な意見交換が行われた。 

◇開催日 

令和元年 7 月 31日 

④ 高圧ガス地域防災協議会連合会全国会議 

各ブロック単位で組織されている高圧ガス地域防災協議会連合会間の相互連絡・

意見交換等を目的として設置され、当協会が事務局を担当している。 

⑤ 事故の教訓と保安管理技術セミナー（保安管理技術編） 

第 19 回事故の教訓と保安管理技術セミナー保安管理技術編を東京及び大阪で開

催した。 

認定完成・保安検査実施者及びコンビナート等の高圧ガス製造事業者の本社を含

め事業所の三管理部門（設備・運転・保安）の管理担当者を対象として、高圧ガス

製造事業所の設備・運転・保安管理活動に関する情報提供及び情報交換・交流の場

として運営することを目的としている。 

◇講演内容 

・「高圧ガス保安のスマート化について」 

・「認定調査に係るグッドプラクティス等について」  

・「高圧ガス スーパー認定取得までの取組みと今後の取進めについて」 
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・「自主保安高度化認定取得の取組みについて」  

・「新 PSMガイドラインの議論から見える現状と将来像」 

◇開催日及び会場 

令和元年 8 月 1日 東京会場（大田区産業プラザ） 

令和元年 8 月 29日 大阪会場（大阪国際会議場） 

◇参加者数 555 名〔410〕 

東京会場：270 名〔264〕 

大阪会場：285 名〔146※〕 

※平成 30年度の大阪会場は台風 21号の影響により欠席者 113 名 

⑥ 事故の教訓と保安管理技術セミナー（事故の教訓と保安対策編） 

第 19 回事故の教訓と保安管理技術セミナー事故の教訓と保安対策編を東京及び

大阪で開催した。 

高圧ガス製造事業所の事故、事故後の保安対策の取り組みなどについて、実際に

事故を経験した事業所から、事故から得られた教訓、再発防止策など高圧ガス製造

事業者にとって有益な情報を提供していただくことで、今後の高圧ガスの自主保安

活動に活かしていただくことを目的に開催した。 

◇講演内容 

・「高圧ガス保安協会における事故防止に向けた取組み」 

・「反応器出口配管からのシクロヘキセン漏えい事故の対応と対策」 

・「北海道胆振東部地震時の状況と対応について」 

・「産業保安のための AI・IoT技術の現状と展望」 

◇開催日及び会場 

令和元年 8 月 2日 東京会場（大田区産業プラザ） 

令和元年 8 月 30日 大阪会場（大阪国際会議場） 

◇参加者数 5459 名〔519〕 

東京会場：264 名〔256〕 

大阪会場：285 名〔263〕 

⑦ 冷凍保安講座 

第 3回冷凍保安講座を大阪で開催した。 

協会が認定している「冷凍機器溶接士」の資格認定証明書を交付された者が、そ

の証明書の有効期間（3年）内に 1回以上参加義務のある研修として、平成 29年度

より東京と大阪で交互に開催している。なお、本講座は、冷凍機器溶接士に限らず、

広く冷凍保安に関心のある者を対象としている。 

◇講義内容 

・「冷凍保安規則に係る最近の動向と事故」 

・「行政の立場から見た冷凍設備の事故と保安管理｣ 

・「フロン排出抑制法の改正｣ 
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・「冷凍空調用冷媒をめぐる最近の状況と展望｣ 

◇開催日及び会場 

令和元年 10 月 18日 ENDO 堺筋会議室 

◇参加者数 60 名〔37〕 

⑧ 高圧ガス設備担当者会議 

第 42回高圧ガス設備担当者会議を大阪で開催した。 

特定設備検査及び高圧ガス設備試験等の申請者等から照会のあった材料、設計、溶

接及び構造等に関する諸問題のうち、共通性のある事項についての回答を申請事業者

等の高圧ガス設備担当者に周知し、統一的な運用を図ることを目的に設置され、昭和

53年から毎年開催している。 

◇会議内容 

解  説： 検査申請等における見落としやすい事項について 

高圧ガス保安協会 機器検査事業部 上田 洋平 

講  演： 最近の高圧ガス保安行政の動向 

経済産業省 産業保安グループ  

高圧ガス保安室 課長補佐 武田 暢 氏 

解  説： 高圧ガス設備関連の法令及びマニュアルの改正について 

高圧ガス保安協会 近畿支部 桐井 徹 

解  説： 特定設備検査等の非破壊試験について 

高圧ガス保安協会 機器検査事業部 淺野 道 

解  説：『高圧ガス特定設備等の試験検査に関する質疑応答集』の解説 

高圧ガス保安協会 機器検査事業部 種物谷 宣髙 

解  説： 皆様からのご質問へのお答え 

高圧ガス保安協会 近畿支部 細川 高志 

特別講演： JAXA 宇宙科学研究所の太陽系探査計画  

～「はやぶさ 2」から深宇宙船団の構築へ～ 

JAXA宇宙科学研究所長 國中 均 氏 

◇開催日及び会場 

令和元年 10 月 18 日 リーガロイヤルホテル（大阪） 

◇参加者数  451名〔455〕 

⑨ 総合研究発表会  

総合研究所が取り組んでいる調査研究の成果を広く提供していくために毎年 1回

研究発表会を行っている。 

令和元年度は、新エネルギーとして注目されている水素エネルギーをテーマとし、

その保安に関する最新の技術面及び制度面の動向を提供するための「KHK 水素保安

セミナー」を学識経験者、行政、関係団体及び民間企業からの講演も交えて各部協
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力の下、開催した。総合研究所は技術面の動向を担当し、最新の調査研究成果など、

技術的内容に特化した情報を提供した。開催内容は以下のとおり。なお、LP 関係の

調査研究成果は、液化石油ガス部の開催する LP ガス保安最新情報説明会及びマイ

コンメータと集中監視システムの将来展望に関するセミナーにて報告を行った。 

◇講演内容 

・【特別講演】「高圧水素環境の水素誘起割れのメカニズム」 

・「KHKS0220 の改正状況」 

・「水素スタンドに使用するオーステナイト系ステンレス鋼の選定基準」 

・「タイプ 2 複合容器蓄圧器の設計」 

・「圧縮水素スタンドの締結部等の管理技術向上の検討」 

・「ディスペンサーの締結管理」 

◇開催日及び会場 

令和元年 12 月 2日 技術面の動向 KFC Hall＆Rooms 

令和元年 12 月 3日 制度面の動向 KFC Hall＆Rooms 

◇参加者数 

令和元年 12 月 2日 技術面の動向 124名 

令和元年 12 月 3日 制度面の動向 143名 

⑩ LP ガス消費者保安推進大会 

LPガス一般消費者等の保安確保の向上のため、自主保安活動としての消費者保安

対策の推進について顕著な功績を挙げた LP ガス販売事業者及び関係事業者（個人

を含む）に対する経済産業省大臣官房技術・総括保安審議官、高圧ガス保安協会長

及び LP ガス安全委員会長の表彰を実施した。 

また、LP ガスの保安分野で他の模範となるような先進的・独創的な活動等を行っ

ている販売事業者、消費者団体、個人等を幅広く表彰（LP ガス安全委員会長特別表

彰（模範保安活動表彰））すると共に、体験発表等を実施した。 

併せてガス警報器のリメイク運動に関し、ガス警報器工業会長表彰を実施した。 

◇開催日及び会場 

令和元年 10 月 24 日 如水会館 

⑪ LP ガス保安情報説明会 

協会が作成した技術基準、経済産業省等から受託した研究開発等の成果及び最新

の保安情報を広く LP ガス業界等へ周知するための説明会を実施した。本説明会は、

平成 16 年度から毎年開催している。 

◇説明内容 

・最近の LPガス保安行政について 

・LP ガス事故動向について 

・バルク貯槽の残留ガスの再生処理の品質について 

・マイコンメータを活用する漏えい検知等の高度化調査について 
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・東南アジアにおける LP ガス情勢について 

・LP ガス安全委員会における保安啓発について 

◇開催日及び会場 

令和元年 9 月 26 日   名古屋会場（IMY ビル） 

令和元年 9 月 27 日   大阪会場（ニューオーサカホテル） 

令和元年 9 月 26 日  東京会場（タワーホール船堀） 

令和元年 10 月 4日   福岡会場（電気ビル共創館） 

◇参加者数  413 名〔518〕 

⑫ マイコンメータと集中監視システムの将来展望に関するセミナー 

◇説明内容 

・マイコンメータに係る法令改正経緯等について 

・超音波ガスメータの機能と次世代無線システムの状況 

・LPWA 時代の集中監視システムについて 

・最新の集中監視システムについて「IoT 時代の LP ガス経営」 

◇開催日及び会場 

令和元年 9 月 4 日    タワーホール船堀 

◇参加者数  100 名 
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Ⅱ．３ 更なる保安対策に繋がる調査研究の推進 

Ⅱ．３．１ 自主研究の着実な推進  
 

(1) 協会技術基盤の強化 ［総合研究所］ 

① 自主基準の策定等、保安対策の合理化に寄与するような実践的な調査研究を自主

的に推進し、基準策定等に必要となる根拠の明確化に重点的に取り組んだ。また、

研究員を協会外の研究委員会や学会等に積極的に参加させることにより、研究者と

して活動強化を図ると共に、業界のニーズ及び最新の技術動向を的確に把握し、先

導的な調査研究を実施した。 

② 民間企業等からの各種材料試験、容器の性能試験、FEM 解析等を用いた受託研究及

び受託試験を積極的に行った。  

令和元年度の受託実績は 13件（34 件）であった。  

 

 

(2) 時代に即応した研究所の活用 ［総合研究所］ 

民間企業等からの受託試験や受託研究の拡大を図りつつ、一般高圧ガス・LP ガスに

係る保安対策を主とし、時代の要請を踏まえた調査研究を遂行するため、令和元年度

は主に以下の取組みを実施した。 

① 平成 29年に竣工した総合研究所について、時代に即応した研究所とすべく、民間

企業等からの幅広い試験ニーズを把握する観点のもと、民間企業、関係団体等の外

部有識者により組成される運営審議会を設置し、令和元年度は以下の日程で当該審

議会を開催した。 

◇令和元年度第 1 回 総合研究所運営審議会 

開催日：令和元年 6 月 7日 

場 所：高圧ガス保安協会 

② 竣工後の新しい総合研究所の PR 活動の一環として、見学者の積極的な受入を実施

した。令和元年度の受入実績は以下のとおり。 

◇見学者所属機関等 

・行政機関：5 機関 

・業界団体：4 団体 

・民間企業：6 社 

・大学：1大学 

・民間研究機関：0機関 

・海外：1 

・その他：5 団体 

◇見学者受入人数：延べ 170 名 
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(3) その他 ［液化石油ガス部、総合研究所］ 

LP ガスの保安のために必要な調査の実施及び委託研究を通じて得られた成果につ

いて講習会を通じて周知を行った。 
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Ⅱ．３．２ 受託事業 
 

経済産業省、民間団体等から、高圧ガスの保安の確保のために必要な業務を受託してお

り、令和元年度は以下の事業を実施した。 
 

(1) 高圧ガス保安対策事業 (経済産業省からの受託) 

① 事故調査解析 ［高圧ガス部］ 

高圧ガスによる事故の統計処理を行う（高圧ガス関係事故年報及び事故事例デー

タベースのとりまとめを含む）とともに、保安対策上広く展開することが有用と認

められるものについて、原因及び類型化の調査を行い、再発防止のための効果的な

対策を講じ、教訓を加えてその内容の周知を行った。 

② 高圧ガス保安技術基準作成・運用検討 ［高圧ガス部］ 

 各種産業の発展に伴い、コールド・エバポレータを用いることが一般的となり全国

的に普及しているものの、コールド・エバポレータに係る設備構成も複雑化してお

り、従来想定していたような標準的な用いられ方以外の方法も増えてきている。それ

に伴い、自治体毎にコールド・エバポレータに係る審査、検査等の運用に差異が生じ

ている。 

 本事業では、「高圧ガス保安技術基準作成・運用検討委員会」を設置、コールド

・エバポレータの高圧法上の適用範囲及び保安検査の期間等の運用に関する検討、

高圧ガスを利用した各種製品等に関する法技術的課題の検討を行った。 

 

(2) 石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業 (経済産業省からの受託) 

① 高圧ガス設備耐震設計手法の標準化・高度化及び防災・減災対策 ［高圧ガス

部］ 

   これまでの委託調査成果を踏まえ、サイトスペシフィックに耐震設計することが

合理的であることが認識され、仕様規定の高圧ガス設備等耐震設計基準が性能規定

化されて、高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示に改正された（平成 30 年 11 月

14日公布、令和元年 9月 1 日施行）。 

この改正を踏まえ、令和元年度委託調査では高圧ガス設備のサイトスペシフィッ

クの耐震設計方法の明確化に関する検討を行い、令和元年度委託調査では高圧ガス

設備のサイトスペシフィックな耐震設計に係る耐震設計手法の標準化・高度化に関

する検討を行い、耐震設計フローの構築、設計用下限地震動・位相特性・長周期地

震動に関する検討、地震動予測・耐震設計の例示等を行った。また、大規模地震を

念頭にした防災・減災対策に関する調査を実施し、高圧ガス設備への免震・制震構

造の導入に向けた検討を行った。 

② 石油精製プラント等の事故情報調査 ［高圧ガス部］ 

石油精製プラントの安全操業を確保するため、石油精製プラント等における高圧
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ガス事故（平成 29 年度以降に発生した事故の内、13件）について調査を行い、再

発防止のための効果的な対策について検討し、事故概要報告書としてとりまとめ、

周知を行った。 

過去 3 年程度の高圧ガス事故データから、噴出・漏えいの事故について漏えい量

の程度とその影響を調査して、結果を分析し、少量な漏えい、不活性ガスの漏えい

について、高圧ガス事故から除外するための措置について検討を行った。本検討を

行うに際しては、噴出・漏えいの分類の考え方が重要となることから、噴出・漏え

いの分類の定義の説明についてもあわせて検討した。その説明には、実際の高圧ガ

ス事故の報告の中から適切な報告例及び不適切な報告例を含めた。また、不適切な

報告が少なくなるための報告のあり方についても検討した。 

また、石油精製プラント等における爆発・火災を伴う高圧ガス事故について検討

する上では、高圧ガス事故以外の事故であるが同様な化学プロセス・メカニズムに

より発生した爆発・火災などを伴う事故についても検討することが必要であること

から、過去に石油精製プラント等で発生した爆発・火災を伴う事故であって、高圧

ガス事故以外の事故について調査を行い、事故の教訓の活用と共有を図った。 

また、認定（完成・保安）検査実施者のうち、8事業所の保安管理システムの実

施、継続的改善等の観点から調査を実施し、評価できる事項及び改善を要する事項

として取り纏めた。さらに 8 事業所の調査結果から評価できる事項の中から良好事

例をグッドプラクティスとして取り纏めた。 

③高圧ガス取扱施設におけるリスクアセスメント及びリスクマネジメントの普及並び

に教育の高度化に関する調査研究 

 1) リスクアセスメント及びリスクマネジメント普及のための調査・研究 

［高圧ガス部・教育事業部］ 

リスクアセスメント及びリスクマネジメントに関して、特に中小規模の事業所に

おけるリスクアセスメントの導入について、事業者の経営層の理解及び負担を考慮

した普及方法を検討するため、以下を整理するとともに具体的な方策について検討

し、とりまとめた。 

1）経営層及び現場の作業員の使用を想定した、分かりやすいリスクアセスメン

ト及びリスクマネジメントの入門資料の作成 

2）政府、都道府県及び KHK のリスクアセスメント及びリスクマネジメント普及

のための現状の取組み 

3）他法令におけるリスクアセスメント及びリスクマネジメントの位置付け 

4）リスクアセスメント及びリスクマネジメントを実施する事業者の規模等に応

じて求められるリスクアセスメント等の内容 

また、平成 29 年 4 月に制定された自主保安高度化事業者認定制度は、石油精

製や石油化学以外の事業者を中心に、リスクアセスメント等の実施を要件として
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インセンティブを付与するものであり、本制度が活発かつ有効に活用されること

が、中小規模の事業者によるリスクアセスメント及びリスクマネジメントの促進

に繋がると考えられることから、その制度のあり方について、以下を検討し、と

りまとめた。 

1）インセンティブの拡張の可否（可能である場合、その内容についての検討） 

2）上記を踏まえた認定要件のあり方 

2) 高圧ガスの安全な取り扱いに関する啓発 ［高圧ガス部］ 

高圧ガス事故防止のためには、高圧ガス事故を題材とした視聴覚資料を作成、広

く周知することが有効と考えられるため、3 件の視聴覚資料（合計 30 分程度）を作

成した。 

        なお、資料作成にあたっては、国外の事故再現映像の中から、現に CSB（The 

U.S. chemical Safety and Hazard Investigation Board）で作成され、公開して

いる事故再現映像（平成 30年度に日本語字幕を付けた「Blocked In」「Reactive 

Hazards」と内容的な重複がないもの。）を利活用し、石油精製、石油化学に限ら

ず、液化石油ガス等の事業所で運転・管理に従事している者に参考となるものを抽

出し、日本語の字幕・ナレーションを付けた。 

④中長期的な保安行政の在り方について～高圧ガス保安法令に基づく行政事務を中心

に～ ［高圧ガス部］ 

都道府県等が行っている高圧ガス保安法令に基づく行政事務を中心に調査を行

い、現在の保安行政の体系を整理した上で、当業界が継続的に保安力を維持・向上

するためには、どのように充実した高圧ガス保安行政（審査・検査体制等）を確立

すべきかについて検討を行った。 

 

(3) 新エネルギー等の保安規制高度化事業  (経済産業省からの受託) 

① 新エネルギー技術等の安全な普及のための高圧ガス技術基準策定 

1) 燃料電池自動車等に関する水素関連技術の安全性の評価・基準の検討 

［高圧ガス部、機器検査事業部］ 

規制改革会議等における検討状況を踏まえ、今後普及拡大が見込まれる燃料電

池自動車、圧縮水素スタンド等について、高圧ガス保安法における法技術的な課

題（保安監督者の選任要件の緩和等）を検討するため、「燃料電池自動車及び圧

縮水素スタンド等の普及拡大に伴う法技術的な課題の検討委員会」を設置し、必

要な技術基準案又は法令解釈等の検討、提案を行った。 

2) 水素スタンド立地地方自治体における審査業務等の執行状況調査［高圧ガス

部］ 

本事業では、地方自治体及び関係業界団体を一同に会した「水素スタンド等に関

する高圧ガス保安法の関係自治体等連絡会」を設置し、水素スタンドに関する技術
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基準、以下の内容についての審査等に関する情報共有を図った。 

・審査基準の統一的な運用の検討 

・よくある問合せ事項、判断に困難を要した事項等 

・今後想定される新たな課題等 

3) 水素スタンドの遠隔監視による無人運転の調査及び技術上の基準（案）の検討 

[高圧ガス部] 

欧米等の諸外国においては、セルフ化はもとより一部の事業者においては遠隔

監視による無人運転も実施されている。これを踏まえ、水素スタンド設備の遠隔

監視による無人運転を実施しても保安の確保が十分にでき、運営が可能であるた

めにはどのような条件（基準）が必要か、海外の事例や事業者の実施しているリ

スクアセスの検討結果を踏まえ、安全性と利便性の確保の観点から必要なハード

面及びソフト面の適切な措置を遠隔監視による無人運転の技術上の基準（案）と

して検討を行った。 

 

(4) 石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業 (経済産業省からの受託) 

① 安全技術普及事業 ［液化石油ガス部］ 

1) 指導事業（保安専門技術者指導等事業） 

保安の高度化を目指し、新技術等を地域に普及させるため、保安専門技術者

を養成するための講習（保安専門技術者養成講習）を行うとともに、インター

ネットを活用した保安専門技術者向けの保安情報提供を実施した。また、保安

の高度化を目指す LP ガス販売事業者等に対して、各地域で実施される地域保安

指導事業に教材等を提供した。 

2) 事故発生原因分析等調査 

事故再発防止を図るため、高圧ガス保安法及びガス事業法に基づき提出される

事故報告書を基に、事故情報を取りまとめた。また、事故の発生原因別等にデータ

を整理し、これらの事故が普遍の事故であるか特殊な事故であるか、また、重大事

故か軽微なものかを類型化し、特に重大事故に発展する可能性のリスク分析等を行

い、予防的対応を含めた事故防止に資する対策等を検討した。 

② バルク貯槽告示検査方法効率化技術及び LP ガス配管内圧力等の測定・点検シ

ステムに係る調査研究  ［液化石油ガス部、総合研究所］ 

1) バルク貯槽告示検査方法効率化技術 ［液化石油ガス部］ 

バルク貯槽の告示検査は、外観検査、耐圧性能検査、気密検査からなり、2回目

以降の告示検査も初回と同様の検査を実施するため、作業性、経済性等の観点から

多くは再検査せずに廃棄されており、バルク貯槽の長期使用の実現を行うことを目

的に初回の告示検査以降の告示検査方法の合理化に向けた安全性の検証を行った。  

 2) LP ガス配管内圧力等の測定・点検システムに係る調査研究 ［総合研究所］ 
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LPガス配管設備に設置されたマイコンメータに搭載されている圧力センサ等を

有効活用することにより、圧力測定機器を配管設備に接続する工事を必要とせず

に、消費者が不在であっても燃焼器入口圧力等を確認することが可能であるシステ

ムを検討した。 

③ ガス小売事業者の自主保安活動向上対策事業 ［液化石油ガス部］ 

ガス事業法の改正により、平成 29 年 4 月から都市ガス事業における小売全面自由化

等が行われたことを踏まえて、ガス小売事業者に対し、自主保安の着実な実施を求め

るため、ガス小売事業者の自主保安の取組状況を評価し、その取組みについて「見え

る化」する制度を 33 社の参加を得て試行的に運営した。また、ガス小売事業者の保安

レベルの変化を捉えるためガス需要家の保安意識等を調査した。さらに、2020 年度以

降の実施体制について、有識者委員会の審議を経て、経済産業省へ提案した。（2020

年 3月 11日 産業構造審議会ガス安全小委員会（書面審議）資料 4-4参照） 

④ LP ガス容器の緊急遮断バルブ等の調査研究 ［総合研究所］ 

集中監視システムの無線通信網や一般消費者等の携帯電話の機能等の IoT を活用

し、LP ガス容器の位置情報や利用状況を LP ガス集中監視センターで把握するため

の有効な装置やシステムについて検討を行うとともに、LP ガス容器の転倒時等に自

動的にガスを遮断する緊急遮断バルブの可能性と LP ガス集中監視センターで緊急遮

断できる機能等の保安高度化策を検討した。 

また、地震、津波、河川の氾濫など災害時の LPガス容器の紛失や盗難などの課題

についても、容器に発信素子（発信器）等を取り付けて位置情報を LPガス集中監視

システムで監視するなどにより対処できるかについて、調査・検討を行った。 

⑤ 業務用ガス容器の位置情報や利用燃焼機器安全性向上対策に係る調査研究 

［液化石油ガス部］ 

  業務用ガス燃焼機器の安全性を一層高めるため、安全装置が搭載された燃焼機器

の設置状況等の動向を LPガス集中監視センターで把握するための有効な装置やシス

テムについて検討を行うとともに、LP安全装置が搭載されていれば防止できた可能

性がある事故情報を分析し、安全装置を搭載している機器の普及促進に向けたソフ

ト対策の立案につなげ、これにより火災・爆発事故や一酸化炭素中毒事故の低減を

図ることを目的として調査を行った。 

⑥ 安全普及促進事業（ガス容器保安広報のあり方に関する調査）［液化石油ガス部］ 

  LP ガス事故及び都市ガス事故の原因者に対し、事故防止に向けどのような広報を

展開することが効果的か、その周知方法、広報媒体及び関係者との連携等を含めた

ガス保安広報のあり方を検討した。 

 

(5) 超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業/国内規制適正化に関わる技術開発 

/新たな水素特性判断基準の導入に関する研究開発 



- 64 - 

（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）からの受託） 

［総合研究所、高圧ガス部］ 

水素ステーション用の鋼材として市中に流通する汎用材の使用が望まれているた

め、新たな水素特性判断基準の導入することを目的として、以下の検討を行った。 

・汎用ステンレス鋼の使用可能範囲拡大に関する研究開発 

・汎用ステンレス鋼冷間加工材に関する研究開発 

・汎用ステンレス鋼溶接材に関する研究開発 

・汎用低合金鋼の高温適用に関する研究開発 

※本調査研究は、一般財団法人石油エネルギー技術センター、国立大学法人九州大学、

一般財団法人金属系材料研究開発センター、日本製鉄株式会社、愛知製鋼株式会社

及び株式会社日本製鋼所との共同研究である。 

 

(6) 超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業/水素ステーションのコスト低減等

に関連する技術開発/複合圧力容器の評価手法確立・技術基準整備に関する技術開発 

（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）からの受託） 

［総合研究所、機器検査事業部］ 

水素ステーションに設置される複合圧力容器のコスト削減に向けた複合圧力容器

評価方法の簡素化及び使用寿命延長に関する技術開発を目的として、以下の検討を行

った。 

・応力解析及び疲労解析に基づく複合圧力容器設計手法の確立に向けた技術開発 

・複合圧力容器の技術基準の整備に向けた技術開発 

※本調査研究は、一般財団法人石油エネルギー技術センター、国立大学法人東京大学

及び株式会社日本製鋼所との共同研究である。 

 

(7) 石油ガス岩盤備蓄基地に係る保安検査等操業実績確認検討業務 

（独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構からの受託）［高圧ガス

部］ 

石油ガス岩盤備蓄基地(波方基地及び倉敷基地)において、今後のより効果的かつ

効率的な保安検査及び定期自主検査の実施に繋げていくことを目的として、「石油ガ

ス岩盤備蓄基地に係る保安検査等操業実績確認検討業務委員会」を設置し、以下の検

討を行った。 

・保安検査受検状況の整理・確認（水封機能の評価含む） 

・定期自主検査結果等の整理・確認（水封機能の評価含む） 

・非破壊検査結果の確認 

・金属管代表配管検査に向けての調査･検討 

・将来の保安検査に必要な事項の整理・提案 
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Ⅱ．４ 社会的要請を踏まえた体制・基盤の整備 

Ⅱ．４．１ 協会運営のガバナンス強化 ［コンプライアンス推進室、総務部他］ 
 

(1) コンプライアンスの推進  

①  協会が行う業務のうち、本年度は高圧ガス部冷凍空調課が実施する冷凍空調工事

事業所認定業務、液化石油ガス機器検定室が実施するガス洩れ警報器検定業務、機

器検査事業部が実施する検査業務、教育事業部が実施する法定講習業務、総合研究

所が実施する民間受託試験業務等のほか、2 支部（中国支部及び四国支部）が実施

する検査業務、法定講習業務、国家試験業務を対象とした業務監査を実施した。ま

た、高圧ガス部、液化石油ガス部、教育事業部及び上記 2 支部について情報セキュ

リティ監査を実施した。さらに、平成 30 年度に発生した国家試験受験願書の配送事

故等に係る再発防止策実施状況について臨時監査を実施した。その結果、各部署（業

務）とも文書による改善勧告を行う必要がある重大な不適合はなく、関係法令・規

程類を遵守して適正に業務が行われていることを確認した。 

また、経理課及び上記 2支部を監査対象とし、現金・預貯金の管理、出納業務の

管理等に重点を置いた経理監査を実施した。その結果、会計事務が、会計規程等の

関係規程類を遵守し、適正に実施されていることを確認した。 

②  内部監査は、監査における重点項目、監査対象項目などに対して、経営層の意向

を反映した内部監査実施計画を作成し実施した。 

③  監査を通じて、業務の確実な実施と効率化の観点から必要に応じ業務改善などの

提案を行った。 

 

 (2) 情報セキュリティ対策、マイナンバー対応 

令和元年度については、基幹情報システムサーバーにおいては Windows Server2008

及びアプリケーションの、PC においては Windows7 及び Microsoft Office2010 のそれ

ぞれサポート終了に伴い、脆弱性に対処していくため、バージョンアップを実施した。 

また、昨年 10 月以降、急激に感染が拡大している標的型攻撃メールによるマルウェ

ア「Emotet」への感染防止のため、アプリケーション制御によるエンドポイントセキ

ュリティの強化を図った。 

 

(3) 就業環境の改善等 

新型コロナウイルス感染症の発生への対応として、令和 2 年 2 月 25 日より時差勤務

を、同年 3月 3日よりテレワークを開始した。 

 

(4) ストレスチェックの実施 

メンタルヘルス不調の未然防止を目的として、年 1 回のストレスチェックを令和元
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年 9月～10 月の期間に実施した。 

 

(5) 協会の運営に対する不断の見直し 

協会全体としての業務改善、サービス向上、業務効率化等に資することを目的に、

平成 14 年 9 月から検査・認定業務に関して顧客満足度調査を実施しており、お客様

から寄せられたご意見・ご質問に速やかに回答した。 
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Ⅱ．４．２ 組織運営への専門家、有識者等の知見活用 ［総務部、教育事業部他］ 

協会として時代に即応した体制を堅持していくべく、外部有識者等の知見を活用する

ための会議体を組成し、助言等を踏まえ、債権の早期償還など適切な対応を行った。 

(1) 余裕金運用検討委員会 

協会の余裕資金に係る運用使途等について、エコノミスト、公認会計士等の示唆を

いただきつつ検討した。(令和元年 5月開催) 

 

(2) 教育事業アドバイザリー委員会 

高圧ガス保安活動促進週間をはじめ、高圧ガス保安に係る普及啓発活動の効果的な

取組方法について検討した。（令和元年 5月、7月及び 12月開催） 

 

(3) 総合研究所運営審議会 

総合研究所の改修を受け、時代に即応した研究所としての運営体制等について検討

した。（令和元年 6 月開催） 

 

(4) 国家試験実施機関情報交換会（9機関で構成） 

公正、公平な試験実施及び効率的な試験業務運営のために必要な一般的事項につい

ての意見交換、情報共有等を行った。（令和 2年 1月開催） 
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Ⅱ．４．３ 将来を見据えた基盤の整備 ［総合企画部、総務部他］ 

 

(1) 国際化に対応できる人材の育成等  

産業のグローバル化や少子高齢化といった諸課題への対応として、高圧ガス、LPガ

スに関する専門性と国際性を兼ね備えた人材の育成に資するため、職員の海外長期派

遣を行うこととし、職員 2名を JETRO に派遣した。令和元年度は、職員 1 名が令和元

年 9 月まで JETRO ロンドン事務所で 2 年間の海外研修を実施し（同年 10 月に協会に

復帰）、もう 1名は同年 9月までは海外派遣の準備のため国内の JETRO 事務所におい

て研修を実施し、同年 10月からは、JETRO クアラルンプール事務所に派遣して 2 年間

の海外研修を実施中である。 
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Ⅱ．４．４ その他の活動 ［総務部、機器検査事業部他］ 

(1) LP ガスタンクローリ事故防止委員会による自主点検活動の推進 

日本 LP ガス協会、一般社団法人全国 LP ガス協会、一般社団法人日本エルピーガス

プラント協会、公益社団法人全日本トラック協会及び KHK で組織する LP ガスタンク

ローリ事故防止委員会の事務局として、LPガスタンクローリの保安関係機材等の整備

状況についての所有者による自主点検活動を推進した。 

◇令和元年度の実績     点検車両数  4,158 台〔4,013〕 

 

(2) 国際標準化活動への対応 

① ISO/TC58 の国際標準化活動への対応 

ISO/TC58（ガス容器専門委員会）の国内審議団体としてガス容器に係る国際標準化

活動への対応を行っている。 

令和元年度は、FDIS14245 (Ed 2)（Gas cylinders -- Specifications and 

testing of LPG cylinder valves -- Self-closing）、FDIS9809-1（Gas 

cylinders -- Design, construction and testing of refillable seamless steel 

gas cylinders and tubes -- Part 1: Quenched and tempered steel cylinders 

and tubes with tensile strength less than 1100 MPa）等の規格案について回答

を作成した。 

② ISO/TC220 の国際標準化活動への対応 

ISO/TC220（極低温容器専門委員会）の国内審議団体として極低温容器に係る国際

標準化活動への対応を行っている。 

令和元年度は、FDIS 21014 (Ed 2)（Cryogenic vessels -- Cryogenic insulation 

performance）、CD 21009-1（Cryogenic vessels — Static vacuum-insulated vessels 

— Part 1: Design, fabrication, inspection and tests）等の規格案について回答

を作成した。 

 

(3) 職員研修  

管理職・中堅職員・若手職員・新規採用者の各階層において業務上必要な知識及び

技能をバランス良く涵養する観点から、法令、語学、高圧ガスに関連する技能等に関

する研修を実施した。 

  

(4) 手数料の見直し 

令和元年 10 月に予定されている消費税引き上げ（8%→10%）に伴う手数料改定のた

め、手数料改定案の作成作業と関係各所との調整を着実に推進し、令和元年 10 月 1日

付けで新手数料へと移行した。 
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Ⅱ．５ 将来を見据えた構造改革の推進 

Ⅱ．５．１ 社会的ニーズへの対応と安定的な経営基盤の確保の両立 

将来的には、協会の経営状況は厳しくなることが見込まれるため、将来を見据えた以

下の新事業創出、支出構造に係る不断の見直し等の構造改革を協会大で推進した。 

 

(1) WG の取組み 

平成 31 年 2 月に再編した構造改革に係る WG により、以下の取組みについて検討を

行った。 

①組織再編等 WG 

・サブ WG組織 

効率的な組織運営、部課の統廃合等 

・サブ WG人事 

65歳定年延長への対応、給与制度の見直し、人材育成、キャリアパス等 

・サブ WGシステム 

業務効率化、見直しを踏まえた基幹システムの再構築 

②収支構造改善 WG 

高圧ガス部の収支構造改善 

③新規事業 WG 

・サブ WGガス 

地方自治体の許認可に関する事前評価（権限移譲、自治体の体制脆化への対応） 

 リスクアセスメント・マネジメントの更なる活用（多くの事業所への展開）  

・サブ WG総研 

 総研の水素関連業務以外の新規自主事業の検討 

 

(2) 時代に即応した新事業創出・業務運営 

協会の保有する各種知見及びこれまでの受託事業等の成果を活用した新事業創出

は、我が国の自主保安の向上に寄与するものであり、検討に際しては、前例にとらわ

れることなく、かつ、部門間連携を進めることに留意して行った。 

具体的な取組みとして、耐震関係、水素関係などの社会的関心の高い事案に関係す

る事業創出やセミナー類の効率的な運営等に努めた。 

① 連携（コラボ）事業の実施 

・各部の強みを活かし、タイムリーにセミナー(耐震関係､水素関係等）を開催した。 

・保安ニーズに呼応した書籍を発刊した。 

・他団体との本格的な連携事業として、(公社)日本冷凍空調学会との共催で冷凍・
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空調基礎講座を開催した。 

② セミナー類の効率的な運営 

③ 高圧ガス保安の普及・啓発促進（高圧ガス保安活動促進週間関連グッズなどの保安

用品の多様化等） 

 

(3) 支出構造に係る不断の見直し 

支出削減は収支改善に直結する即効性の大きなものであるとの認識のもと、コスト

意識を更に貫徹するとの方針に基づき、業務に係わる支出項目の全てについて、聖域

を設けずに徹底的な再精査を行った。 

① 印刷費、管理経費のスリム化 

② 特別勘定 1（法定講習）及び特別勘定 2（国家試験）の徹底的な支出削減 

・会場借料 

・会議費、旅費等 

 

Ⅲ．会員現況 

令和元年度における会員数総計は 1,152 であり、種類別会員数は以下のとおり。 

種  類 令和2年 3月末現在 

事 業 者         846社  〔854〕 

団   体          191団体 〔191〕 

個   人           82名   〔85〕 

賛 助 者           33名    〔32〕 

総計        1,152   〔1,162〕    

 

Ⅳ．協会内部組織 

令和元年度は、特段の組織の見直し等はなかった。 

 


