
3-3 産業保安・危機管理

当初予算（ａ）

補正予算（ｂ）

繰越し等（ｃ）

合計（ａ+ｂ+ｃ）

基準値 目標値 達成

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 -

46 76 70 55 38 - 46人未満

46人未満 46人未満 46人未満 46人未満 46人未満

基準値 目標値 達成

- 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 32年度

- 77 62 52 50 - 25人未満

- - - - -

基準値 目標値 達成

- 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 32年度

- 37 31 23 21 - 20件未満

- - - - -

基準値 目標値 達成

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 -

15 20 22 12 測定中 - 15件未満

15件未満 15件未満 15件未満 15件未満 15件未満

基準値 目標値 達成

- 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 -

- 97% 92% 90% 87% - 100%

100% 100% 100% 100% 100%

基準値 目標値 達成

- 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 -

26人 36 43 27 27 - 26人未満

26人未満 26人未満 26人未満 26人未満 26人未満

達成

達成

平成２９年度実施施策に係る政策評価書
（経済産業省29-3-3）

政策名 ３　産業セキュリティ 施策名

1

高圧ガスに係る災害事故によ
る人的被害を伴う事故の死傷

者数（暦年ベース）

実績値

測定指標

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

-

8

2

ＬＰガスに関する人的被害を
伴う事故の死傷者数（暦年

ベース）

実績値

未達成

年度ごとの目標値

3
都市ガスに関する人的被害を
伴う事故件数（暦年ベース）

実績値

未達成

年度ごとの目標値

4

電気事業法に基づき報告された
電気工作物の欠損等による死傷
者数・物損の件数（暦年ベース）

未達成

年度ごとの目標値

5

休廃止鉱山における坑廃水処
理後の水質の排出基準等の

遵守状況

実績値

未達成

年度ごとの目標値

達成
7

経産省における首都直下地震
の際の初動体制の状況

施策の進捗状況（実績） 目標値

経済産業省防災関係機関等組織規程を改定し、６㎞圏
内在住職員への防災担当官任命を明記の上、防災担当
官発令を実施した。

29年度

６㎞圏内在住職員へ
の防災担当官発令の
実施

6

火薬類に係る災害事故による
人的被害を伴う事故の死傷者

数（暦年ベース）

実績値

実績値

－

年度ごとの目標値

施策の概要
高圧ガス、都市ガス、液化石油ガス、電気、鉱山、火薬類等の産業保安に係る規制に関し、新たな知見や技術動向等に対応
した見直し・制度改正を随時行い、科学的・合理的かつ実効性のあるものとしていくとともに、その着実な執行を行う。

- 3,422 4,159

2,898

130 -

達成すべき目標

○高圧ガス、都市ガス、液化石油ガス、電気、鉱山、火薬類等の産業保安の確保を図り、事故の発生・拡大を防止する。
○災害時において、経済産業省の必要業務を継続し、ライフラインの復旧、防災関連物資及び燃料の円滑な供給、被災産業
等の調査・分析、被災事業者対策、産業保安対策、原子力災害対策等の円滑な実施、国内外における迅速な情報収集・共
有・発信の徹底を図る。

区分 27年度 28年度 29年度 30年度

- 3,402

-
施策の予算額、執行

額等

経産省における災害対応能力
の強化の状況 達成

施策の進捗状況（実績） 目標値

平成29年8月、平成30年3月に経済産業省防災訓練を実
施。シナリオ非提示型の訓練等を通じて、課題の抽出を
行い初動対応能力の強化を図った。

29年度

毎年度一回以上の防
災訓練の実施等によ
る災害対応能力の不
断の強化

達成

年度ごとの目標値

予算額
（百万円）

-

執行額（百万円） - -

- -

▲ 150

-

-



評
価
結
果

目標達成度合い
の測定結果

（各行政機関共通区分） 相当程度進展あり

（判断根拠）
一部未達成の測定目標もあるが、測定指標の着実な減少や目標値に近い低水準が維持さ
れているため。

次期目標等への
反映の方向性

＜高圧ガス＞
・引き続き、産業活動の現場における事故情報の活用の促進、自主保安を基本とし た取組みの促進、保安上の課題から特性
に応じた対策を実施する。
・また、事業者が平成２５年に見直した新しい耐震基準を満たすための耐震強化を促していくとともに、平成30年度に耐震基準
の性能規定化を実施する。
・平成29年度に策定した新認定事業者制度の普及啓発により、保安のスマート化を進めていくとともに、プラント等における事
故データを有効活用するための取組みも実施していく。

＜LPガス＞
一酸化炭素中毒事故、一般消費者等に起因する事故及びＬＰガス販売事業者等起因事故撲滅の観点からLPガス販売事業
者等に対し、自主保安活動チェックシートの活用を促進させるなど、保安対策指針の実効性を高める取組を引き続き実施して
いく。

＜都市ガス＞
都市ガスの経年管対策として、需要家に対して経年劣化によるガス漏えいの恐れがあるガス管交換の必要性を注意喚起し、
また、各事業者に対して、経年管対策の取組状況を調査するなど、平成２３年度に策定したガス安全高度化計画の目標達成
に向けた取組を引き続き実施していく。

＜電気＞
・電気については、技術基準を踏まえた規制の見直しを随時実施しつつ、引き続き適切な規制を行うことで電気事業法に基づ
き報告された電気工作物の欠損等による死傷・物損の件数等、電気事故を中長期的に低水準に保つことを目指す。
・引き続き事業者と協力して、大規模災害時の被害最小化に向けた取組を進めていく。

＜鉱害防止＞
・金属鉱業等鉱害対策特別措置法に基づき策定されている鉱害防止事業の実施に関する第５次基本方針に基づく、鉱害防
止事業を着実に実施するため、必要な財源の確保と共に、休廃止鉱山を管理する地方公共団体等と調整しつつ、坑廃水処理
の改修、集積場の耐震化等の緊急対策事業を推進し、排出基準の遵守を徹底する。

＜火薬＞
・火薬類の事故における死傷者数は、中長期的にみれば減少傾向であるものの、煙火の事故がその大部分を占めており、引
き続き災害防止に向けた取組みを行っていく。

＜災害対応能力・初動体制＞
・引き続き、経済産業省防災訓練等を通じて、災害対応能力の強化を図っていく。

＜高圧ガス＞
・高圧ガスについては、平成22年以降は高圧ガスに係る災害事故件数は400件前後で推移していたが、平成29年は509件と
なった。原因別に見てみると、ハード面では腐食管理不良といった設備の維持管理の不良、ソフト面では誤操作・誤判断といっ
たヒューマンファクター等が多い。
・平成２５年度に東日本大震災を踏まえ球形貯槽のブレースの耐震基準の見直しを実施。また、コンビナート事業所の災害リ
スクの高い高圧ガス設備についても耐震対策を要請し、対象設備の約８割の耐震対策を完了した。

＜LPガス＞
LPガスに関する事故件数は、平成１８年以降２００件前後で推移していたが、平成２８年は１３９件に対し、平成２９年は１８５件
に増加。他方、死傷者数は減少傾向にあり、死亡者数は０人であったが、未だ傷者を伴う事故の撲滅には至っていない状況を
踏まえ、LPガス事業者による自主保安活動を要請するための平成３０年度の保安対策指針を平成３０年３月に策定。

＜都市ガス＞
都市ガス関係については、平成２９年は、都市ガスに関する死亡事故は前年に続き０件、負傷者数は２８人（前年２６人）で
あった。平成２３年度に策定したガス安全高度化計画において、ガス管の経年劣化によるガス漏えい対策として、国・関係機
関・ガス事業者・需要家の協働により可能な限り２０２０年度までの改善完了に努める旨を盛り込むとともに、平成３０年３月に
第５回目となる対策進捗のフォローアップを実施。

＜電気＞
・電気関係については、平成２９年度の事故件数については集計中であるが、平成２８年度は電気事業法に基づき報告された
電気工作物の欠損等による死傷・物損の件数が１２件と、２７年度の２２件と比べると大幅に減少した。
・昨今の自然災害に伴い、太陽電池発電所においてパネル飛散や架台倒壊などが発生していることを受け、電気設備の技術
基準の解釈を改正し、強度計算を実施しない場合の地上設置型太陽電池発電設備の架台や基礎の設計等の、具体的な標準
仕様を明記。

＜鉱害防止＞
・近年、豪雨災害等により、処理能力量以上の坑廃水が坑廃水処理場に流れ込み、排出基準の遵守が一時的にできなくなる
事故が増えており、これにより坑廃水処理後の水質の排出基準の遵守状況は、低下傾向にある。

＜火薬＞
・火薬類について、直近５年間では、平成２５年は７９件、平成２６年は７７件、平成２７年は６１件、平成２８年は６６件、平成２９
年は５８件と事故件数は減少傾向にある。また、事故発生件数の減少に伴い、死傷者数も年々減少しているものの、死亡・重
傷者数は概ね５名前後で推移している。なお、平成２９年は、８年ぶりに被災者１名が死亡する事故が発生。

＜災害対応能力・初動体制＞
・経済産業省防災関係機関等組織規程を改定し、６㎞圏内在住職員への防災担当官任命を明記の上、防災担当官発令を実
施したほか、シナリオ非提示型の経済産業省防災訓練等を通じて、災害時における経済産業省の必要業務継続、迅速な情報
収集等の災害対応能力・体制の強化を図った。

施策の分析



担当部局名
産業保安グループ

保安課　高圧ガス保安室　ガス安全室　電力安全課　鉱山・火薬類監理官付
大臣官房総務課

政策評価実施時期 平成30年8月

政策評価を行う過程に
おいて使用した資料そ
の他の情報

・産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会第12回高圧ガス小委員会「高圧ガス事故の状況について」
・産業構造審議会保安分科会第10回液化石油ガス小委員会「平成29年のＬＰガス事故発生状況」
・産業構造審議会保安分科会第17回ガス安全小委員会「ガス安全高度化計画のフォローアップ状況」及び「2017年の都市ガス事故につ
いて」
・平成29年度火薬類事故防止対策事業報告書
・鉱山保安法等に基づき排出基準等に適合しない坑廃水の排出事故件数を使用
・平成28年度に電気事業法に基づき報告された電気工作物の欠損等による死傷・物損の件数

学識経験を有する者
の知見の活用

政策評価のあり方を検討する場として、「政策評価懇談会」を設置。その議論を踏まえて省としての政策評価体系や評価の在
り方を決定。


	サンプル

