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令和３年３月５日  

一般社団法人兵庫県高圧ガス保安協会  

 

大規模地震や津波等の自然災害に対する防災・ 
減災対策のアンケート調査（第一種製造者） 

 

東日本大震災において、多くの高圧ガス設備で火災、爆発等が発生したほか、津波浸水区

域では、高圧ガス設備や容器の損壊、流出等が発生し、甚大な被害を及ぼしました。  

このことから、高圧ガス設備における大規模地震及び津波に関する対策を危害予防規程に

定めるよう、平成 30 年 11 月 14 日に経済産業省令が改正され、令和 2 年 8 月 31 日で１年間

の猶予期間が終了しました。  

しかしながら、令和 2 年 7 月 22 日に改訂されたＫＨＫＳ『危害予防規程の指針』を見て

も、危害予防規程の文面には、具体的な防災・減災対策は地震防災細則によることとされ、

地震防災細則の模範例は記載されていません。  

そこで、自然災害対策の具体事例を参考とするため、各事業所における自然災害に対する

防災・減災対策や取組事例などをアンケート調査し、その結果をまとめ、皆様にご提供した

いと考えています。  

○ アンケート結果は、統計処理したデータのみ公表し、会社名を公表しません。  

○ 設問の回答は、高圧ガス・危険物の事項だけでなく、これらに関連する事項も含めて

ご回答下さい。  

 

 

 アンケートに回答いただく前に、危害予防規程について、今回の改正点等を説明しておきます。  

 

危害予防規程について 

高圧ガス保安法第２６条において、「第一種製造者は、経済産業省令で定める事項につ

いて記載した危害予防規程に定め、都道府県知事（又は指定都市の長）に届け出なければ

ならない。」と定められており、各事業者はＫＨＫＳの危害予防規程の指針等を参考に、

各事業所の実状や実態に則した危害予防規程とするよう、必要な見直し、追加等を行った

上で制定又は変更しなければなりません。  

 
保安規則に定められた危害予防規程に定めなければならない事項 

（１）  法第 8 条第 1 号及び第 2 号の技術上の基準に関する事項  

（２）  保安管理体制並びに保安統括者等の職務の範囲に関すること  

（３）  製造設備の安全な運転及び操作に関すること  

（４）  製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること  

（５）  製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること  

（６）  製造設備が危険な状態になったときの措置及び訓練方法  

（７） 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること  

（８）  協力会社の作業の管理に関すること  
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（９）  危害予防規程の周知方法及び違反した者の措置  

（１０）製造施設を新設し、又は変更する場合の安全審査に関すること  

            （コンビナート等保安規則適用事業所のみ）  

（１１）保安に係る記録に関すること  

（１２）危害予防規程の作成及び変更の手続きに関すること  

（１３）全各号に掲げるもののほか災害の発生防止に関すること  

 

大規模な地震に係る防災及び減災対策（危害予防規程本文）  

 （１）地震に対する基本方針、緊急時の体制の確立  

事業所所在地周辺で発生が想定される主な大規模地震に関する情報を収集し、地震

発生時における行動基準を策定する。また、事業所の緊急時の防災体制と役割等を定

め、関係者に周知する。  

 （２）緊急措置訓練、避難訓練等の実施  

地震発生時における情報周知訓練、製造装置の緊急停止措置訓練、避難訓練、避難

完了確認訓練、安否確認訓練を行う。また、関係事業所、行政機関、近隣住民等と協

力した防災訓練、避難訓練を行う。  

 （３）事業所内避難場所での食糧・必需品の確保確認  

事業所敷地内に避難場所を設けた場合の食糧や必需品の確保状況等を確認する。消

費期限等に伴い食糧等を更新する。  

 （４）地震に対する事前及び事後対策の実施  

地震に対する事前及び事後対策に関する実行計画を定める。  

 （５）その他必要な教育訓練等の実施  

（２）に示す訓練の他、次のような訓練を実施する。  

a) 事業所の被災状況の関係行政機関への通報訓練  

  b) 事業所の被災状況の近隣住民への情報周知訓練  

  c) 地震や津波の終息後における製造装置の被害状況確認訓練  

  d) 保安に係る設備等に関する作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合に

おける措置  

 

今回の省令改正で対象となる事業所が追加すべき事項 

   コンビナート等保安規則第２２条第３項、第５項、第７項及び第９項、一般高圧ガス

保安規則第６３条第３項、第５項、第７項及び第９項並びに液化石油ガス保安規則第６

１条第第３項、第５項、第７項及び第９項の対象となる事業所が定めなければならない

事項に対する追加の指針を次に示す。  

 

 （１）地震防災規程の指針  

大規模地震対策措置法 (以下｢地震法｣という。 ) に関連する地震防災応急対策に係る

措置に関する事項等 (以下｢地震防災規程｣という。) に関し、第一種製造者が制定する

際の参考となる事項を示す。  
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① 地震防災規程の目的  

高圧ガス保安法及び地震法に基づき、地震防災対策強化地域 (以下「強化地域」と

いう。) における当該事業所の地震防災に関し必要な事項を定め、もって地震災害

の発生の防止又は被害の軽減を図ることを目的とする。  

 

② 保安規則に定められた事項（地震防災規程の具体的な記載内容は③～⑧を参照）  

・  大規模地震対策特別措置法第 2 条第 3 号に規定する地震予知情報及び同条第 13 号に規

定する警戒宣言の伝達に関すること。  

・  警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。  

・  警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。  

・  警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設

備の整備及び点検に関すること。  

・  警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。  

・  その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。  

・  地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。  

 

③ 地震防災応急対策  

警戒宣言が発令されたとき、 a)～g)の措置を地震防災細則の定めるところに従っ

て講ずる。  

なお、地震防災細則には、a)～g)の事項について、警戒宣言及び地震予知情報の

内容に応ずる具体的対策を定めるものとする。  

a) 警戒宣言及び地震予知情報の伝達  

警戒宣言及び地震予知情報の受領責任者、それらの情報の処理並びに事業所内

外の関係者への伝達経路等伝達の組織及び方法等に関する措置  

b) 地震防災応急体制の確立  

動員の範囲又は区分、防災の責任者の確認、防災要員の確保等についての防

災応急体制の確立  

     c) 避難等の勧告又は指示  

避難、待避及び待機に関する対象者、時期、場所、方法、経路等についての

勧告又は指示  

     d) 救急体制の確保  

救急要員、救急資器材及び救急薬剤の整備その他救急体制の確保  

     e) 消防、水防その他の応急措置  

・消火用機器、散水装置、貯水施設、保安用不活性ガス設備等についての防消

火設備に関する作動テストその他応急措置  

・防液堤、その排水装置、防潮堤等排水についての設備に関する応急措置  

     f) 施設、設備及び防災資機材の整備点検  

非常用電源、非常照明設備、通報設備、緊急制御装置、ガス漏れ検知器、除

害設備等についての保安上必要な設備及び防災資機材の整備点検  

     g) 災害の発生の防止又は軽減を図るための措置  
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・製造施設の運転、充填作業、火気取扱い作業、高所作業等の停止又は制御の

措置  

・タンクローリ等入出荷設備の待避又は安全措置  

・落下防止、転倒防止等の安全措置  

・その他災害の発生の防止又は軽減を図るための措置  

 

④ 地震の警戒解除宣言に係る措置  

警戒解除宣言が発令されたとき、地震防災細則の定めるところに従って、警戒解

除宣言を伝達し前項の規定により講じた措置（ f)に係るものを除く。 ) を解除す

る。  

 

⑤ 地震防災に係る教育訓練  

警戒宣言が発令されたときの地震防災応急対策を円滑に行うため、次に掲げる事

項に関する教育及び訓練を保安教育計画の定めるところに従って事前に実施する。  

     a) 地震に関する知識、地震法及び同施行令、地震防災規程及び同細則等に関する

地震防災上必要な教育  

     b) ③地震防災応急対策の各号に関する訓練、関係事業所との共同防災訓練等の地

震防災上必要な訓練  

 

⑥ 地震防災に係る広報  

事業所周辺の地域住民に対する地震防災上必要な広報については、地震防災訓練

その他必要な事項に関して、地震防災細則に定める内容、方法、時期等に従って広

報を行う。  

 

⑦ 地震防災に係る保安統括者等の職務  

保安統括者等は、地震防災規程及び地震防災細則を関係者と協議のうえ作成し、

それらの実施の責任者は地震防災細則の定めるところによる。  

また、保安統括者はこれらの実施について統括管理する。  

 

⑧ この規程の制定又は変更  

事業者は、この地震防災規程を危害予防規程の追加規程として制定し都道府県知

事又は指定都市の長に届け出る。届出先が都道府県知事の場合、その届け出をした

地震防災規程の写しを市町村長に送付するものとする。  

これを変更したときも同様とする。  

 

 （２）津波防災規程の指針  

津波防災地域づくりに関する法律に関連する津波対策に係る措置に関する事項等 (以

下｢津波防災規程｣という。 )に関し、第一種製造者が制定する際の参考となる事項を示

す。  
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① 津波防災規程の目的  

高圧ガス保安法及び津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波浸水想定が

設定された地域における当該事業所の津波に係る防災対策に関し必要な事項を定

め、もって津波に係る災害の発生の防止又は被害の軽減を図ることを目的とする。  

 

② 保安規則に定められた事項（津波防災規程の記載内容は③-1～⑨を参照）  

・  津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経

路その他避難に関すること。  

・  津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並

びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。  

・  津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。  

・  津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において

想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する凍害被害の想定に係る情

報提供に関すること。（当該事業所の所在地における津波浸水想定が３ｍを超える場合

に限る。）  

・  充填容器等（高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以

下この号において同じ。）の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充

填容器等の回収方針に関すること（当該事業所の所在地における津波浸水想定が１ｍ

（車両に固定した容器に係る事項にあっては、２ｍ）を超える場合に限る。）。  

・  津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防

液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合にお

ける対応策に関すること。  

・  津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。  

 

③-1 情報の入手方法  

津波警報等の各種情報の入手手段を確保する。  

 

③-2 情報の処理及び事業所内外の従業員、協力会社社員等への伝達方法等  

次に掲げる事項について、規定する。  

a) 緊急時の対応組織  

b) 事業所内の従業員、入構中の協力会社社員、来訪者等の数、従事場所等を把握

するための措置  

     c) 情報の伝達方法、伝達経路  

     d) 情報の伝達が困難な場合の措置  

     e) 津波警報等発令時の帰宅制限等  

     f) 事業所外の従業員、通勤途上の従業員に対する措置  

     g) その他  

 

④-1 津波浸水予測  

国、都道府県が公表している津波の規模、浸水範囲等を踏まえた事業所の津波浸
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水予測について規定する。  

 

④-2 津波による高圧ガス施設の被害想定  

④-1 の津波浸水予測等を活用し、また、過去に発生した震災による被害状況を参

考とした被害想定を規定する。  

 

④-3 都道府県等への情報提供  

次に掲げる事項に関する、関係者への伝達方法について規定する。  

a) 評価をした被害想定等の情報についての都道府県及び市町村への提供のための

措置  

b) 近隣住民への被害想定に関する情報提供  

 

⑤ 津波による高圧ガス製造施設の被害予防対策  

事業者は、津波浸水予測等に応じて、高圧ガス施設の安全確保のために、次に掲

げる津波対策を規定する。  

 

⑤-1 高圧ガス製造施設の安全確保  

     a) 高圧ガス設備の安全確保  

      1) 津波浸水による被害を防ぐための措置  

      2) 津波による浸水のおそれがある状況において、津波到達までの限られた時間     

で製造・入出荷設備を安全に停止又は漏洩等の被害を最小限にする等の措置  

      3) 保安に係る設備に関する措置  

以下の保安に係る設備等に関する操作方法又は作業手順及び当該設備等の機能

が喪失した場合における対応策を規定する。  

(a) 緊急遮断装置  

(b) 防消火設備  

(c) 通報設備  

(d) 防液堤  

(e) その他  

     b) 容器、タンクローリ等の安全確保  

      津波浸水による容器の事業所外への流出防止対策、タンクローリの事業所外へ

の流出防止その他適切な措置を規定する。  

 

⑤-2 緊急停止措置等  

⑤-1 a)及び b)の措置及高圧ガス設備の緊急停止措置等に係る、従業員の安全な避

難を大前提とした手順等を確立する。  

     a) 緊急措置等の責任者及び不在時の代理者の権限の明確化  

     b) 判断基準  

     c) 操作手順  
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⑤-3 事業所内外の全従業員の津波からの避難  

     a) 浸水予測に応じた避難場所  

     b) 浸水予測に応じた避難経路 

     c) 避難指示の伝達方法  

     d) 食料及び避難場所での必需品の確保  

 

⑥ 津波後の製造施設の保安の確保  

次に掲げる事項について、規定する。  

a) 津波後の製造施設の被害状況の確認  

b) 被害を受けた設備の応急措置  

 

⑦ 流出容器等の回収  

津波浸水により事業所外へ流出した容器等の回収に係る措置について、次に掲げ

る事項を規定する。  

     a) 初動対応の策定  

     b) 事業所外へ流出した場合の回収方針の策定  

     c) 都道府県、関係団体、関係事業書等との連絡体制の構築  

 

⑧ 教育訓練  

次に掲げる事項に関する教育及び訓練を保安教育計画の定めるところに従って事

前に実施する。  

     a) 地震・津波に対する心構え、緊急時の体制  

     b) 緊急措置訓練  

     c) 避難訓練  

     d) 事業所内避難場所での食料・必需品の確保確認  

     e) 容器流出を想定した通報等の初動訓練  

     f) その他必要な教育訓練  

 

⑨ 規程の制定又は変更  

事業者は、津波防災規程を危害予防規程の追加規程として制定し都道府県知事又

は指定都市の長に届け出る。届出先が都道府県知事の場合、その届け出をした津波

防災規程の写しを市町村長に送付するものとする。これを変更したときも同様とす

る。  

 

（注）上記の内容は、ＫＨＫＳ  １８００－２（２０２０）第一種製造者  一般の事業所用から引用

しており、特定の事業所用とは、細部の記載が異なっていますのでご注意願います。特定の事業

所においても、回答に支障ないと思いますが、必要があれば、特定の事業所の内容は、ＫＨＫＳ  

１８００－１を参照してご回答下さい。  

 

    それでは、アンケートの回答をよろしくお願いします。  


