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第９節 産業保安グループ 

産業保安・製品安全行政 

１．概要 

産業保安グループでは、産業活動・エネルギー利用にお

ける事故を防止するため、産業保安・製品安全法令（電気、

ＬＰガス、都市ガス、火薬類、鉱山、製品安全）に基づき、

安全を確保するための規制を実施している。また、法令に

基づく許認可に関し、各種手続・立ち入り検査等の業務を

行うほか、地震等の自然災害などの緊急時においては、産

業保安監督部が現地で情報収集や現場検証を行い、原因の

究明・再発防止のための対応を行っている。 

近年、自然災害の激甚化・複雑化が進んでおり、2019 年

９月の台風 15 号では、東京電力管内では 大約 93 万戸が

停電（千葉県では 大約 64 万戸が停電）、鉄塔や電柱の倒

壊等多くの設備被害が発生し、停電解消までに約２週間も

の時間を要した。また、2019 年 10 月の台風 19 号では 大

約 52 万戸の停電が発生するとともに、台風による大雨・浸

水により複数の高圧ガス充填所等から合わせて約 600 本の

産業ガスやＬＰガス等の高圧ガス容器が流出した他、岩手

県宮古市の田老鉱山の水処理施設においてポンプの水没

及びパイプの破断により一部の未処理水の流出が発生す

るなど、全国各地で深刻な被害が同時多発的に発生した。

これらを踏まえ、2019 年 12 月 25 日に開催した第３回保

安・消費生活用製品安全分科会において、台風被害を踏ま

えた各分野における対応について報告を行うとともに、産

業保安とレジリエンス強化に向けた今後の取組の方向性

について議論を行った。 

石油・化学や電力・ガス等の産業・エネルギー関連イン

フラは、設備の高経年化や人材の高齢化とその長期的な不

足、技術・技能伝承力の低下に加え、新技術によるデジタ

ル社会の進展など、事業環境の変化や産業・市場構造の変

化への対応が求められている。これらの課題に対応するた

めには、ＩｏＴやＡＩ等の安全性と効率性を高める新技術

の導入などにより産業保安における安全性と効率性を追

求し、事業・現場における自主保安力の強化と生産性の向

上を持続的に推進するとともに、規制・制度を不断に見直

すことによって、将来にわたって国民の安全・安心を創り

出す「スマート保安」の取組を推進していくことが重要で

ある。このため、官民が連携し、ＡＩやＩｏＴ等の新技術

の課題を洗い出し、タイムリーに技術開発や制度見直しを

検討する「官民プラットフォーム」の構築をはじめ、各分

野においてスマート保安の推進に向けた取組の検討を進

めている。産業保安・製品安全法令に基づく手続は、現在、

そのほとんどが紙で行われており、産業保安監督部は年間

25 万件以上の申請等に係る事務処理に多大なリソースを

割いている状況にある。このため、デジタル・ガバメント

実行計画（2018 年１月 16 日ｅガバメント閣僚会議決定）

及び経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画（平成 30

年６月 25 日決定）を踏まえ、官民双方における業務効率化

を実現するとともに、規制当局における規制執行の効率

化・高度化を図るため、受付から施行までを一貫してオン

ライン上で行える産業保安法令電子申請システム「保安ネ

ット」を、2020 年１月から段階的に運用開始し、その利活

用を推進している。 

 

２．高圧ガスの保安 

２．１．高圧ガス保安に関する取組 

高圧ガスの保安に関する規制については、「高圧ガス保

安法」及び「石油コンビナート等災害防止法」の規定に基

づき、製造、貯蔵等の高圧ガスの取扱いや容器の製造及び

取扱いに係る保安を確保するとともに、民間事業者による

高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することに

より、公共の安全を確保している。 

2019 年度の主要な取組としては、高圧ガス保安法におい

て、高度なリスクアセスメントの実施やＩｏＴ・ビッグデ

ータ等の先進技術を活用した高度な保安の実施等を条件

に、能力に応じて規制を合理化する「スーパー認定事業者」

制度（2017 年創設）において、2019 年度には第６号認定と

なる事業所を認定した。また、近年、デジタル技術等の進

展に伴い、設備のデータを多点的かつ高精度で取得・分析

することが可能となったことから、状態に基づいて検査時

期を決定する「ＣＢＭ（Condition Based Maintenance）」

制度を創設した。その一環として、現行では 大 12 年とさ

れている高圧ガス設備の開放検査周期について、一定の要

件を満たしたスーパー認定事業者は 大 12 年に依らず設

備の状態に基づいて周期を設定することを可能とした。 

また、経済産業省、厚生労働省、総務省（消防庁）の３

省からなる「石油コンビナート等３省連絡会議」において、

2019 年３月に策定した石油コンビナート等プラント内に

おいてドローンを安全に運用するための「ガイドライン」
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と、国内外企業の先行事例を盛り込んだ「活用事例集」を

改訂するとともに、「目視検査の代替可能性に関する考察」

を取りまとめ、2020 年３月に公表した。 

 

２．２．2019 年の事故の状況 

高圧ガス保安の確保が適切に行われるよう、行政による

事後的な監視として行っている立入検査を 19 件実施した。 

 2019年の高圧ガス分野における事故の件数は以下の通り。 

高圧ガス事故統計集計表 

  

2015 

年 

2016 

年 

2017 

年 

2018 

年 

2019 

年 

１月 
53 70 74 68 49 

     

２月 
64 61 68 54 58 

117 131 142 122 107 

３月 
78 87 63 60 53 

195 218 205 182 160 

４月 
80 139 59 61 65 

275 357 264 243 225 

５月 
61 81 70 63 55 

336 438 334 306 280 

６月 
66 65 67 73 45 

402 503 401 379 325 

７月 
70 78 88 173 66 

472 581 489 552 391 

８月 
55 84 70 70 46 

527 665 559 622 437 

９月 
50 64 56 62 48 

577 729 615 684 485 

10 月 
68 90 72 79 59 

645 819 687 763 544 

11 月 
56 69 69 59 52 

701 888 756 822 596 

12 月 
66 73 77 56 53 

767 961 833 878 649 

合計 767 961 833 878 649 

対前年

比 
▲3.9 25.3 ▲13.3 5.4 ▲26.1 

上段：事故件数、下段：累計事故件数 

 

「高圧ガス保安法」関係事故件数の推移 

  
2015

年 

2016 

年 

2017 

年 

2018 

年 

2019 

年 

製 冷 凍 193 272 271 328 268 

造 ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ 45 45 44 86 74 

事 Ｌ Ｐ 17 20 11 28 36 

業 一 般 84 137 143 161 145 

所 計 339 474 469 603 523 

移  動 24 23 18 20 25 

消  費 83 80 73 74 40 

そ の 他 20 13 17 20 14 

合  計 466 590 577 717 602 

 

２．３．審議会の開催状況 

（１）保安・消費生活用製品安全分科会高圧ガス小委員会 

産業構造審議会保安分科会高圧ガス小委員会は、高圧ガ

スの保安に関する重要事項の調査及び審議を所掌事務と

している。第 15 回高圧ガス小委員会（2019 年 10 月 31 日

開催）では、（１）Condition Based Maintenance(ＣＢＭ)

への移行～開放検査周期の延長拡大～、（２）水素社会の実

現に向けた高圧ガス保安規制の見直しの動向、（３）令和元

年台風第 15・19 号に係る対応について、報告・審議を行っ

た。加えて、第 16 回高圧ガス小委員会（2020 年３月 12 日

書面開催）では、（１）高圧ガス事故及び不適切事案と対応、

（２）スマート保安の推進、（３）水素社会の実現に向けた

高圧ガス保安規制、（４）高圧ガス保安のスマート化の取組

状況、（５）まとめについて、報告・審議を行った。 

 

２．４．高圧ガス保安経済産業大臣表彰 

高圧ガス保安経済産業大臣表彰は、高圧ガスによる災害

防止のための不断の努力を重ね、著しい成果を収めた優良

事業所及び高圧ガスの保安に関し、永年にわたり極めて顕

著な功績をあげた保安功労者等を表彰するものであり、

1964 年度から実施している。 

 （2019 年度表彰式の概要） 

 ・開催日：2019 年 10 月 25 日（金） 

 ・受賞者：優良製造所：10 社 
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      優良販売業者等：10 社 

      保安功労者：42 名 

      優良製造保安責任者等：２名 

 

３．火薬類の保安 

３．１．火薬類保安に関する取組 

火薬類の保安については、「火薬類取締法」に基づき、火

薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費等の取扱いを規制す

ることにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を

確保している。 

 

３．２．火薬類取締法に係る法令・省令改正等 

鳥獣保護管理法に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業の従

事者の一定数量以下の実包等の譲受けの許可等を不要と

するための法改正を行った（「地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律」、令和元年６月７日公布）。この他、貯蔵及び

廃棄の技術上の基準の性能規定化や、オリンピック競技大

会の射撃競技で実施される実包分解検査の円滑な実施に

向けた無許可製造数量の見直しのための省令改正等を行

った。 

 

３．３．2019 年の事故の状況及び対策 

火薬類取締法第 46 条に基づき 2019 年に国に報告された

事故の件数は 57 件であり、前年に比べ 15 件減少した。死

傷者数は前年と比べ３名減となり、また、2019 年には死亡

事故は発生していない。 

火薬類取締法関係の事故が発生した場合等において、同

種事故の発生防止のために必要と認めるときは、経済産業

省のホームページへの掲載など、対外的に公表するとともに、

業界団体又は同種事業者に対し注意を喚起する等、透明性、公

共の安全性の向上等を図っている。 

 

火薬類事故統計集計 

種類 年 
合 計 

件 死 重傷 軽傷 

産 業 

火 薬 

2015 7 0 1 - 5 

2016 10 0 2 - 7 

2017 9 1 2 - 1 

2018 10 1 0 - 2 

2019 4 0 1 - 1 

  

煙 火 

  

2015 46 0 3 - 32 

2016 48 0 5 - 10 

2017 32 0 1 - 16 

2018 44 2 1 - 15 

2019 39 0 2 - 10 

  

がん具 

煙 火 

2015 8 0 0 - 2 

2016 8 0 0 - 3 

2017 17 0 0 - 6 

2018 18 0 0 - 4 

2019 14 0 0 - 8 

  

合 計 

  

  

2015 61 0 4 - 39 

2016 66 0 7 - 20 

2017 58 1 3 - 23 

2018 72 3 1 - 21 

2019 57 0 3 - 19 

 

３．４．審議会の開催状況 

（１）保安・消費生活用製品安全分科会火薬小委員会 

 産業構造審議会保安・消費生活用品安全分科会火薬小委

員会は、火薬類の保安に関する重要事項の調査及び審議を

所掌事務としている。第 11 回火薬小委員会（2019 年 12 月

開催）では、製造・貯蔵の技術基準等の見直しについて有

識者による議論を行った。 

 

（２）産業火薬保安ＷＧ・煙火保安ＷＧ合同ＷＧ 

産業火薬保安ＷＧ・煙火保安ＷＧ合同ＷＧ（以下合同Ｗ

Ｇ）は、産業火薬及び煙火の製造、消費等に係る技術基準

や保安に関するあり方の検討を所掌事務としている。第９

回合同ＷＧ（2019 年 12 月開催）では、製造・貯蔵の技術

基準等の見直しについて有識者による議論を行った。 

 

（３）特則検討ＷＧ 

特則検討ＷＧは、特則承認に関する安全性の評価等を所

掌事務としている。第９回特則検討ＷＧ（2019 年６月開催）

では、火薬類製造施設内の運搬車及び火薬庫の 大貯蔵量

等に関する特則承認に関して、第 10 回特則検討ＷＧ（2020
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年２月開催）では、火薬庫の構造等に関する特則承認につ

いて、第 11 回特則検討ＷＧ（2020 年３月開催）では、火

薬庫の構造等及び火薬類製造施設の保安距離・保安間隔等

の特則承認について、それぞれ有識者による議論を行った。 

 

（４）火工品検討ＷＧ 

火工品検討ＷＧは、適用除外火工品に関する安全性の評

価等を所掌事務としている。第６回火工品検討ＷＧ（2019

年９月開催）では、電力ヒューズ（表示片が付いたもの）

の適用除外について、第７回火工品検討ＷＧ（2020 年２月

開催）では、電流緊急遮断器、着衣型エアバッグガス発生

器（圧力容器付きのものに限る｡)、無人航空機用被害軽減

パラシュート射出ピストン及び航空機用酸素ガス圧力容

器封板せん孔器の適用除外について、それぞれ有識者によ

る議論を行った。 

 

３．５．火薬類保安経済産業大臣表彰 

火薬類保安経済産業大臣表彰は、火薬類の保安を推進す

るため、顕著な功績をあげた保安功労者、著しい成果を収

めた優良従事者及び優良事業所を表彰するため、1960 年度

に創設された。 

本表彰は隔年で実施しており、直近では 2018 年度に実

施。次回は 2020 年度に実施予定。 

 

 （2018 年度表彰式の概要） 

期日：2018 年 12 月６日（木） 

受賞者：保安功労者：10 件 

    優良従事者：９件 

    優良事業所：８件 

 

４．電力の保安 

４．１．電力の保安に関する取組 

電力の保安は、発電、変電、送電若しくは配電又は電気

の使用のために設置する機械、器具、電線路、ダム等の電

気工作物（電気用品を除く。）について、公共の安全及び環

境の保全の観点から、関連法令（電気事業法・電気工事士

法・電気工事業法）の整備・執行を行うとともに、事故・

災害対応、発電所の環境アセスなどを行う。 

「電気事業法」は、1964 年に公布され、1965 年７月１日

から全面的に施行され、その規制内容として２つの性格を

有している。すなわち、電気事業が公益的事業であること

から、電気の使用者の保護と電気事業そのものの健全な発

達を図るために必要とされる、いわゆる公益事業規制を規

定する事業法としての性格と、電気がその使用如何によっ

ては危険を伴うものであるために必要とされる公共の安

全の確保を規定する保安規制及び発電所設置による環境

への影響を事前に評価し環境の保全を確保することを規

定する規制としての性格の２つである。 

後者のうち保安規制分野については、1995 年に自己責任

原則を重視した安全規制の合理化等を基本方針とした規

制の見直しを行った。こうした自主保安・自己責任原則の

下での防災対策の強化、電気設備の安全確保、電気工事の

安全確保を柱とし、技術動向や社会ニーズ、直面する環境

変化・課題等を踏まえ、自主保安を徹底するとともに、学

協会等の知見の活用を図りつつ、制度や技術基準を継続的

に見直していくことが、主な政策課題である。 

近の動向としては、第 201 回通常国会に提出された「強

靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気

事業法等の一部を改正する法律案」による電気事業法等の

改正が挙げられる。この改正の中で小出力発電設備（太陽

電池、風力）の報告徴収対象への追加や独立行政法人製品

評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）への立入権限付与に取り組

んだ。 

一方、電気保安行政を取り巻く環境は、①再エネ特措法

の施行等に伴う再エネ発電設備の増加や設置形態の多様

化、及びそれに伴う事故の増加、②電気工作物の保安を担

う人材の将来的な不足、③ＡＩ・ＩｏＴ、ドローン等の新

たな技術の登場、④自然災害の頻発化・激甚化など、大き

く変化している。こうした環境変化を適切に捉え、持続的

な電気保安体制を構築していくため、電気保安に係る規制

の見直し等の措置を講じていく必要がある。電気保安業界

への入職者の確保のためのプロモーション活動や制度見

直し、ＡＩ・ＩｏＴ、ドローン等を活用したスマート保安

の推進、保安管理業務を行う者に対する国の規制の見直し、

再エネ設備の保安規制や技術基準、環境アセスメント手続

きの見直し、自然災害に備えた電気設備の強靭化に関する

検討が必要と考えられる。このような大きな環境変化の中

で、2019 年度は、主に下記のような取組を行った。 
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（１）主な制度改正 

太陽電池発電設備を斜面等に設置する際、それによって

土砂流出等が発生し、敷地外に被害を与えることが無いよ

う、土地に自立して施設される太陽電池発電設備の支持物

の施設による土砂流出等を防止する措置を講じることを

電気設備の技術基準に新たに規定した。 

また、2019 年度末には、新型コロナウイルス感染症の流

行拡大に伴い、電気保安規制に関する規則改正及び特例措

置を講じた。 

 

（２）災害・事故対応  

電気関係報告規則第２条に基づき国に報告された火災

や感電、電気工作物の破損等による死傷・物損に関する報

告件数は、保安技術の進歩・保安意識の高まり等により、

電気事業用電気工作物、自家用電気工作物いずれも近年減

少傾向にあるが、自家用電気工作物の破損等による支障・

物損の件数にて増加が見られる。太陽電池発電所の破損等

による物損が大半を占める。引き続き、設備の老朽化、管

理者の知識・経験不足による不適切な対応を原因とする重

大事故への対応が求められている。 

 

 電気事業用電気工作物に係る事故（件） 

種類 2014

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

2018

年 

電気火災 4 2 3 2 4 

感電死傷 14 16 12 17 11 

電気工作物の破損等

による死傷・物損 

6 4 2 4 4 

合計 24 22 17 23 19 

 

自家用電気工作物に係る事故（件） 

種類 2014

年 

2015

年 

2016

年 

2017

年 

2018

年 

電気火災 9 3 8 5 7 

感電死傷 55 55 56 51 50 

電気工作物の破損等

による死傷・物損 

14 18 10 14 32 

合計 78 76 74 70 89 

 

一方、近年の自然災害の激甚化を受け、災害時に発生す

る電気設備への被害と停電への対応・対策が求められてい

る。2019 年度は、台風第 15 号、台風第 19 号において甚大

な被害が発生した。 

台風第 15 号は、関東を直撃する台風としては過去 大

規模の勢力を有したまま千葉県に上陸し、９月９日７時 50

分には千葉県を中心に関東広域で 大約 93 万戸の停電が

発生した。暴風の影響で鉄塔２基が倒壊、飛来物や倒木等

の影響で電柱 1,996 本が損壊したことに加え、大規模な倒

木等の影響で山間部を中心に立入困難な地域が広範囲に

存在したため、停電復旧が長期化した。東京電力管内は９

月 24 日に全ての停電が解消し、復旧までに約２週間を要

した。 

また、10 月 12 日には、台風第 19 号が強い勢力を保った

まま伊豆半島に上陸した。関東地方、甲信地方、東北地方

など広域にわたって記録的な大雨が降り、多数の河川にお

いて堤防が決壊し、洪水が発生した。これに伴い、水力発

電設備、変電設備の浸水被害が発生し、東京電力・中部電

力・東北電力管内を中心に 大約 52 万戸の停電被害が生

じた。また、高層マンションの地下部分に設置されていた

高圧受変電設備が冠水し、停電したことによりエレベータ

ー、給水設備等のライフラインが一定期間使用不能となる

被害が発生した。 

このような被害を踏まえ、長期停電及びその復旧プロセ

ス、その他課題となった事項について検証を行うため、総

合資源エネルギー調査会電力・ガス基本政策小委員会と産

業構造審議会電力安全小委員会の下の合同電力レジリエ

ンスワーキンググループを再開し、2019 年 12 月に検証結

果のとりまとめを行った。 

 

（３）環境アセスメント審査 

発電所に係る環境アセスメントについて、2019 年度に

116 件の審査を行った。2012 年 10 月から環境アセスメン

ト制度の対象となった風力発電所が、そのうちの 111 件を

占めている。また、環境影響評価法施行令の一部を改正す

る政令（令和元年政令第 53 号）が 2020 年４月１日に施行

され、太陽電池発電所が法の対象事業に追加されることか

ら 2020 年３月 18 日付けで関係省令を改正した。 
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４．２．審議会の開催状況 

（１）産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電

力安全小委員会 

2019 年度は２回（７月、12 月）開催し、各種電気保安規

制の見直しや太陽光発電事業に対する環境影響評価手続

の創設について議論を行った他、各ＷＧの議論概要や災害

対応について報告を行った。 

 また、電力安全小委員会のもとで４つのワーキンググル

ープを開催した。 

新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググ

ループにおいて、太陽電池発電設備や風力発電設備の小出

力発電設備を報告徴収や事故報告の対象に追加するなど、

再エネ発電設備の保安規制の見直しについて議論を行っ

た。 

電気保安人材・技術ワーキンググループにおいて、外部

委託承認制度の見直し、電気工事士関連制度の見直し及び

電気保安人材の災害時の対応等について議論を行った。 

電力レジリエンスワーキンググループにおいて、令和元

年台風第 15 号において課題となった長期停電及びその復

旧プロセス、その他課題となった事項について検証を行っ

た。 

令和元年台風 15 号における鉄塔及び電柱の損壊事故調

査検討ワーキンググループにおいて、鉄塔の倒壊及び電柱

の損壊事故の原因調査を踏まえ、鉄塔における特殊地形の

考慮、地域の実情を踏まえた基準風速の適用及び電柱の連

鎖倒壊防止等への対応のため議論を行い、技術基準等の見

直し、改正を実施した。 

 

４．３．電気保安功労者経済産業大臣表彰 

電気保安功労者経済産業大臣表彰は、電気保安に関し、

保守運営体制や管理体制が優良な者、保安教育の推進や安

全思想の普及などに、多年にわたり努力してきた者を経済

産業大臣が表彰するものであり、1964 年度から実施してい

る。1981 年からは、関係各団体が行っている安全運動を統

一的に行うことによりこの運動をより効果的なものとす

る目的で、通商産業省（当時）主唱の下に、感電死傷事故

の多い８月を「電気使用安全月間」と定め、この期間に表

彰を行うこととしている。 

 （2019 年度表彰式の概要） 

 ・期日：2019 年８月１日（木） 

 ・受賞者：工場等：５件 

      電気工事業者の営業所：８件 

      個人：22 件 

      団体：12 件 

５．都市ガス及び熱供給の保安 

５．１．都市ガス及び熱供給の保安に関する取組 

「ガス事業法」は、ガス工作物の工事、維持及び運用並

びにガス用品の製造及び販売を規制することによって、公

共の安全を確保し、併せて公害の防止を図ることを目的と

している。 

「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律」は、

「ガス事業法」及び「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（液石法）」と相まって、特定ガス消

費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災

害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の

工事の監督に関する義務等を定めることを目的としてい

る。 

「熱供給事業法」は、熱供給施設の工事、維持及び運用

を規制することによって、公共の安全を確保することを目

的としている。 

 

５．２．2019 年の事故の状況及び対策 

ガス事業法第 171 条に基づき 2019 年に国に報告された

事故の件数は 441 件であり、前年に比べ 38 件増加した。こ

のうち、人身事故については、死亡事故が２件、負傷事故

（一酸化炭素中毒を含む。）が 31 件発生した。 

製造段階における事故は、２件の報告があり､前年に比

べて７件減少した。旧一般ガス事業者によるもの、旧簡易

ガス事業者によるものが各１件であり、旧一般ガス事業者

によるものは、停電による電源喪失により熱量調整設備が

付臭濃度低下でトリップしたことによるもの、旧簡易ガス

事業者によるものは、非常用発電機の故障等による製造所

内の電源が喪失したことによるものであった。 

供給段階における事故件数は 278 件であり、前年に比べ

て 53 件増加した。うち、148 件が建物の解体・撤去工事や

改装工事等の他社工事によりガス管が損傷されたもので

あり、前年より 55 件増加し、供給段階における事故の約

53％を占めている。自社工事によるものは９件で前年と同

数であったが、死亡事故が１件あり、また、負傷事故も５
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件発生した。経年劣化などのガス工作物不備による事故は、

56 件であり、前年より 16 件増加した。 

消費段階における事故件数は 161 件であり、前年に比べ

８件減少した。死亡事故については発生しておらず、人身

事故の件数は前年より２件増加し 18 件となっている。そ

の事故件数のうち、漏えい・着火に係るものが 155 件であ

り、そのほとんどを占めている。また、不完全燃焼（一酸

化炭素中毒）に係るものが６件となっている。 

 

 都市ガス事故集計表 

   
2015

年 

2016

年 

2017

年 

2018

年 

2019

年 

製

造 

事故件

数 
5 4 3 9 2 

死亡者

数 
0 0 0 0 0 

負傷者

数 
0 0 0 0 0 

供

給 

事故件

数 
258 240 222 225 278 

死亡者

数 
1 0 0 0 2 

負傷者

数 
20 13 10 17 17 

消

費 

事故件

数 
269 224 181 169 161 

死亡者

数 
1 0 0 0 0 

負傷者

数 
24 13 18 37 22 

合 

計 

事故件

数 
532 468 406 403 441 

死亡者

数 
2 0 0 0 2 

負傷者

数 
44 26 28 54 39 

 

（１）他工事事故対策 

他工事事故対策については、2019 年２月に厚生労働省及

び国土交通省宛てに、建設工事等に係る事業者等に対し、

ガス事業者への事前照会等を行うことを要請するよう協

力を依頼した他、警察庁、国土交通省及び一般社団法人全

国登録教習機関協会宛てに啓発・広報資料の配布等に係る

協力依頼を実施した。 

（２）一酸化炭素中毒事故対策等 

一酸化炭素中毒事故については、2019 年には６件と前年

に比べ１件減少した。一酸化炭素中毒事故は発生の際に多

数の死傷者が発生する場合が多いため、その重要性に鑑み、

2019 年７月に、業務用需要家を所掌する関係省庁等（国土

交通省、農林水産省、文部科学省等、７府省庁）が参加す

る第 10 回業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故

連絡会議を開催し、一酸化炭素中毒の発生状況や取組状況

を共有した。加えて同年同月に、関係省庁、関係団体に対

し、当該事故防止のための協力要請文を発出した。 

また、関係団体と協働し、日本食品衛生協会が行う食品

衛生責任者講習会を通じた周知の全国展開を実施した。 

2020 年３月には、住宅塗装工事等に伴う給排気部閉塞に

よる一酸化炭素中毒事故防止のため、関係省庁、関係団体

に対して注意喚起を実施した。 

 

（３）経年管対策等 

建物敷地内埋設の古いガス管の腐食等劣化に伴うガス

漏れ爆発等事故の発生を未然に防ぐべく、埋設ガス管の改

修を促進するため、広報活動を実施するとともに、2020 年

１月から２月にかけて、病院、学校、福祉施設等のガス保

安上重要な公的施設の関係省庁に対して、改修促進に係る

協力要請文を発出した。 

 

５．３．審議会の開催状況 

2019 年度においては、産業構造審議会保安・生活用製品

安全分科会ガス安全小委員会を２回（11 月、３月）開催し、

主にガス安全高度化計画のフォローアップや、次期計画策

定、規制改革実施計画における内管保安・工事の委託要件

透明化に関する審議を行った。また、災害対策として「ガ

ス事業者間における保安の確保のための連携及び協力に

関するガイドライン」の改正等についても審議を行った。 

 



335 

５．４．ガス保安功労者経済産業大臣表彰 

ガス保安功労者経済産業大臣表彰は、都市ガスの保安に

係る関係者の意欲向上及びガス保安確保に対する国民の

理解推進を目的として、都市ガスの保安確保のために尽力

し、特に功労のあった個人、団体及び工場等に対し、部門

ごとに表彰を行っている（1978 年に創設、1979 年度から実

施。）。 

（2019 年度表彰式の概要） 

・期日：2019 年 11 月 14 日（木） 

・受賞者：ガス工事業者の営業所の部：２営業所 

団体（経年管対策）の部：２社 

     個人の部：16 名 

 

６．液化石油ガスの保安 

６．１．液化石油ガスの保安に関する取組 

生活の用に供する液化石油ガスによる災害を防止し、一

般消費者等が安心して液化石油ガスを使用できるように

するため、「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（液石法）」を適切に施行し、事故情報の収集・

分析、液化石油ガス販売事業者への立入検査、液化石油ガ

ス販売事業者等保安対策指針の策定等のほか、研究開発、

保安技術指導者育成、一般消費者保安啓発等の事業を推進

し、保安対策の高度化を図った。 

 

６．２．2019 年の事故の状況及び対策 

（１）液化石油ガスの事故件数 

2019 年における液化石油ガス分野における一般消費者

等に係る事故の件数は以下のとおり。 

液化石油ガス一般消費者等事故集計表 

  2015 2016  2017 2018 2019 

事故件数 182 140 195 211 198 

死亡者数 2 0 0 1 0 

負傷者数 60 52 50 46 31 

   
 

 

  2015 2016  2017 2018 2019 

一般消費

者等起因 
60 45 54 67 57 

一般消費

者等及び

ＬＰガス

4 0 3 2 2 

販売事業

者等起因 

ＬＰガス

販売事業

者等起因 

32 30 43 31 42 

その他の

事業者起

因 

22 41 61 54 66 

雪害等の

自然災害 
34 8 12 34 9 

その他 16 3 5 11 0 

不明 14 13 17 12 22 

 

（２）ガス事故防止のための措置 

（ア）一酸化炭素中毒事故連絡会議 

2019 年７月、都市ガス部門と連携し、外食産業や公共施

設等に関係する省庁及び団体が集まり、業務用厨房施設等

における一酸化炭素中毒事故連絡会議を開催し、一酸化炭

素中毒事故の現状、普及啓発活動及び技術開発の状況等に

ついて、関係省庁及び関係団体と意見交換を行うとともに、

当該関係省庁及び関係団体に対し、事故防止に係る協力を

要請した。 

（イ）業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故防止 

の注意喚起 

2019 年７月、都市ガス部門と連携し、食品工場及び業務

用厨房施設における一酸化炭素中毒事故の防止を図るた

め、給排気等換気の実施、ガス消費設備及び換気設備の保

守・点検等の注意喚起を行うよう、関係団体を通して液化

石油ガス販売事業者等に要請するとともに､関係省庁担当

部署に対して所管する関係事業者に注意喚起するよう依

頼した。 

（ウ）住宅塗装工事等に伴う給排気部閉塞による一酸化炭 

素中毒事故防止の注意喚起 

2020 年３月、都市ガス部門と連携し、住宅塗装工事等の

際に換気等の給排気部をビニールシートで覆ったり塞い

だりして一酸化炭素中毒事故が発生していることから、ガ

ス機器の給排気部の閉塞の防止、閉塞したときのガス機器

使用停止の周知等、一酸化炭素中毒事故防止のための注意

喚起を行うよう、関係団体を通して液化石油ガス販売事業

者等に要請するとともに､国土交通省担当部署に対して所

管する関係事業者に注意喚起するよう依頼した。 

（エ）建設工事等におけるガス管損傷事故防止の注意喚起 
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2020 年３月に、都市ガス部門と連携し、建設工事等にお

けるガス管損傷事故防止を図るため、工事を施工する前に

は必ずガス管等についてガス事業者又は液化石油ガス販

売事業者等に照会・確認する等の注意喚起を他工事業者に

対して行うよう、関係団体を通して液化石油ガス販売事業

者等に要請するとともに、国土交通省及び厚生労働省宛て

に、解体工事、改装工事など建設関係業界に対し、ガス事

業者に事前照会を行うよう、注意喚起することを依頼した。 

 

（３）液化石油ガス販売事業者等への指導 

液石法の適切な施行を確保するため、立入検査等によっ

て、液石法に基づく義務と責任を有する液化石油ガス販売

事業者等による対応を確認し、法令違反が認められたとき

は、改善命令等の行政処分、厳重注意、改善指示､口頭注意

等の行政指導により、その違反実態に応じて厳格に対応し

た。2019 年度の実施状況は次のとおりであり、結果をホー

ムページに公表した。 

行政による事後的な監視として定期的に行っている立入

検査を 11 事業者（11 事業所）に対して実施した。その結

果、一般消費者等と液化石油ガス販売契約を締結する際に

交付する書面の内容について誤ったものが交付されてい

た、一部消費者に対して定期的に実施することが義務づけ

られている周知が法令で定められた期限内に実施されて

いない等、法令に係る不適切な事案が２社確認された。 

 

（４）液化石油ガス保安対策指針の策定 

消費者の保安確保の一層の充実及び重大事故の撲滅の

観点から、2020 年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指

針を策定した。本指針は、(a)法令遵守の徹底（経営者の保

安確保へ向けたコミットメント等、ＬＰガス販売事業者等

の義務の再認識など）、(b)組織内リスク管理の徹底及び自

主保安活動の推進（組織内のリスク管理の徹底、集中監視

システムの導入等による自主保安活動の推進）、(c)事故防

止対策（ＣＯ中毒事故の防止対策、一般消費者等に起因す

る事故の防止対策、ＬＰガス販売事業者等に起因する事故

の防止対策など）、(d)自然災害対策（報告書「東日本大震

災を踏まえた今後の液化石油ガス保安の在り方について

～真に災害に強いＬＰガスの確立に向けて～」（2012 年３

月）及び「ＬＰガス災害対策マニュアル」(2019 年９月改

訂版)を踏まえ、災害発生時における保安確保のための具

体的な取組など）の４点を要請項目として、所管の液化石

油ガス販売事業者等に対し通知し、自主的な保安対策を実

施する際の指針として周知徹底を図った。 

 

（５）技術開発の実施 

技術開発によって保安の高度化を図り、事故・災害を未

然に防止するため、2019 年度は、災害時におけるマイコン

メータを活用する漏えい試験方法の高度化やマイコンメ

ータやガス検査機器を活用した消費設備点検等の高度化

についての調査研究、バルク貯槽の製造後 20 年経過時の

法定検査について検査技術等を高度効率化する手法等に

関する調査研究等を実施した。 

 

（６）保安指導・普及啓発の実施 

液化石油ガス等を取り扱う事業者の自主保安を促進し、

事故・災害を未然に防止するために、地域の指導者となる

べき保安専門技術者の育成、インターネットを利用した各

種保安技術の情報提供、地域の事業者向けの保安技術講習

会等、事故情報の取りまとめ及び分析等を実施した。 

この他、一般消費者等に対する保安啓発として、ＣＯ中

毒事故防止のためのチラシの作成・配布、雑誌広報等、液

化石油ガスの保安啓発に係る各種広報活動を実施した。ま

た、2017 年度から都市ガスと連携した広報活動を展開し、

2019 年度においては、今後の広報のあり方の検討を行った。 

 

６．３．審議会の開催状況 

2019 年度においては、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を 2020 年３月に開

催し、以下のテーマについて議論、報告がなされた。 

（１）液化石油ガス販売事業者等保安対策指針のフォロー

アップ状況等について 

（２）次期保安対策指針（行動計画）の策定に向けた検討

状況について 

（３）地方分権改革に関する提案への対応状況について 

（４） 近の環境変化を踏まえた液化石油ガスの保安の確

保に関する課題への対応について 

 

６．４．液化石油ガス消費者保安功績者技術総括・保安審

議官表彰 

液化石油ガス消費者保安功績者技術総括・保安審議官表
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彰は、液化石油ガス保安の高度化を図るため、自主的な保

安活動を積極的に推進し、顕著な功績を挙げた液化石油ガ

ス販売事業者、個人・団体等を表彰することを目的に、2012

年度から実施している。 

（2019 年度表彰式の概要） 

・期日：2019 年 10 月 24 日（木） 

・受賞者：販売事業者及び販売事業所の部：７者 

     保安功労者（個人）の部：３者 

 

７．鉱山の保安 

７．１．鉱山の保安に関する取組 

鉱山においては、鉱業権者による自主保安体制の確立・

堅持を基本とする保安の確保が事業活動の大前提である

が、政府としても、これを補完するため「鉱山保安法」及

び「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づき監督検査等

を実施した。 

また、金属鉱山等の坑廃水などは、放置すれば周辺環境・

住民に多大な影響を及ぼすおそれがあることから、地方公

共団体等が行う鉱害防止事業に対して補助金等による支

援を行うとともに、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物

資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）を通じて鉱害防止技術開発、鉱

害防止工事の調査指導等を実施した。 

 

（１）第 13 次鉱業労働災害防止計画の進捗状況 

2019 年度は、第 13 次鉱業労働災害防止計画（2018 年度

～2022 年度:平成 30 年経済産業省告示第 56 号）の２年目

に当たり、目標達成のための主要な対策次項として筆頭に

掲げた「鉱山保安マネジメントシステムの導入・運用の深

化」に向けた調査研究を行った。また、第 13 次計画から新

たに掲げた「新技術の活用等による保安技術の向上」のた

め、ドローンの活用に関する産学官連携による取組を推進

した。 

鉱山災害の発生回数は昭和 30 年代をピークに減少傾向

にあるが、2019 暦年の全鉱山における災害発生件数は 40

件で前年よりも１件上回った。また、罹災者数は 24 名で前

年より２名減となった。 

 

（２）鉱害防止事業の実施に関する第５次基本方針を踏ま

えた取組 

鉱害防止事業の計画的な実施を図るため、金属鉱業等鉱

害対策特別措置法に基づき、経済産業大臣が鉱害防止事業

の実施時期、事業量等について「特定施設に係る鉱害防止

事業の実施に関する基本方針」を定めることとされており、

1973 年の法律創設以降、10 年間毎に４回にわたり制定し、

第５次基本方針を 2013 年３月 28 日に告示した。 

第５次基本方針に基づき、残存する鉱害防止工事に加え、

坑廃水処理の処理施設の老朽化への対応、自然災害への緊

急対応等を実施するため、2019 年度も引き続き後述の休廃

止鉱山鉱害防止等工事費補助金の活用等により鉱害防止

事業を着実かつ計画的に推進した。 

 
７．２．2019 年の災害の状況及び対策 

鉱山保安法第 41 条に基づき、2019 年に報告があった災

害（危害関係）は次のとおり。 

 

 
災害報告件数 

罹災者数 

（軽傷以上） 

金属・非金属 ９ ５ 

石灰石 30 18 

石油 １ １ 

石炭（亜炭を含む） ０ ０ 

合計 40 24 

 

鉱山（一部休廃止鉱山を含む）における危害及び鉱害を

防止するため、鉱山保安法及び金属鉱業等鉱害対策特別措

置法に基づき、産業保安監督部等が監督検査等を実施した。 

（参考）             （2019 年末現在） 

 稼行鉱山数 鉱山労働者数 

金属・非金属 187 2,930  

石灰石 238 6,419 

石油 61 1,440 

石炭 

（亜炭含む） 
11 429  

合計 497 11,218 

 

（１）休廃止鉱山の鉱害防止対策 

金属鉱山等においては、閉山後もカドミウム、砒素等の

有害物質を含む坑廃水が半永久的に流出するという特殊

性があり、地元住民の健康、周辺環境に重大な影響を及ぼ

すおそれがある。このため、産業保安監督部等による監督

検査等に加えて、次のような施策を実施した。 

①休廃止鉱山鉱害防止事業に係る支援 
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休廃止鉱山に係る鉱害の発生を防止するため、地方公共

団体及び鉱害防止義務者（鉱業権者等）が行う鉱害防止事

業に対して休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金（以下「休

廃止補助金」という。）を交付（補助率：３/４）した。 

（ア）義務者不存在分 

鉱害防止義務者が不存在の休廃止鉱山について、地方公

共団体が実施する集積場の覆土・植栽、坑口の閉そく、坑

廃水処理等の事業に対し休廃止補助金を交付した。 

（イ）義務者存在分 

鉱害防止義務者が存在する休廃止鉱山について、義務者

が実施する坑廃水処理事業のうち、義務者の行為に起因し

ない汚染分（自然汚染、他者汚染）の処理費用に対し休廃

止補助金を交付した。 

また、地方公共団体等が実施する鉱害防止事業のエネル

ギー使用の合理化を推進するため、休廃止鉱山の鉱害防止

に係るエネルギー使用合理化事業費補助金を交付（補助

率：３/４）した。 

加えて、2019 年 10 月に襲来した台風 19 号による被害等

を踏まえ、災害時においても鉱害の発生を防止し、排出基

準等管理基準を確実に遵守するため、令和元年度補正予算

として、鉱害防止義務者が実施する災害対策のための施設

整備等の事業に対し休廃止鉱山鉱害防止施設等災害対策

補助金（補助率：１/２（中小企業：２/３））を創設した。 

②ＪＯＧＭＥＣによる鉱害防止支援事業 

鉱害防止部門が実施する事業の運営に必要な経費等に

ついて運営費交付金を交付し、次の事業を実施することに

より、金属鉱山等に起因する鉱害を防止した。 

(a)地方公共団体への支援業務 

地方公共団体が実施する鉱害防止事業（鉱害防止義

務者が不存在の場合）について、地方公共団体の依頼

に応じて調査・技術指導等の調査指導業務を実施した。 

また、地方公共団体の委託を受けて大規模又は技術

的に困難な鉱害防止工事の設計・工事支援業務及び坑

廃水処理施設の運営管理業務を実施した。 

(b)調査研究技術開発業務 

鉱害防止対策の効率化・費用低減化等のため必要な

技術開発に関する調査研究業務を実施した。 

(c)融資業務 

鉱害防止資金（使用済特定施設鉱害防止工事及び坑

廃水処理事業分）及び鉱害負担金資金について融資を

行った。 

(d)鉱害防止積立金業務 

使用中の特定施設について、使用終了後の鉱害防止

工事費用として、金属鉱業等鉱害対策特別措置法の鉱

害防止積立金制度に基づき、採掘権者等が積み立てる

積立金の管理業務を実施した。 

(e)鉱害防止事業基金業務 

恒久的な坑廃水処理費用を確保するため、「金属鉱

業等鉱害対策特別措置法」の鉱害防止事業基金制度に

基づき、採掘権者等が拠出した基金の管理・運用業務

を実施した。 

（２）調査研究等の推進 

①休廃止鉱山における坑廃水処理の高度化調査研究事業  

休廃止鉱山における坑廃水処理等の省エネ化のため、休

廃止鉱山における地下水の挙動のシミュレーションを用

いた坑廃水量の削減手法を確立させるための検討、重金属

除去作用を有する植物や微生物を利用した自然回帰型坑

廃水浄化に関する効果検証などを委託事業として実施し

た。 

②休廃止鉱山におけるグリーン・レメディエーション（元

山回帰）の調査研究事業 

休廃止鉱山の水質データ等を活用して休廃止鉱山の性状

を分析した上で、水量・水質の安定化や重金属の負荷低減

等に資する鉱害防止対策技術を組み合わせた総合的な鉱

害防止対策の 適化の検討、マンガン酸化菌等新たな微生

物による坑廃水処理及び生態環境影響調査分析等未踏領

域の調査研究を委託事業として実施した。 

 

（３）国際協力事業 

我が国に蓄積されている環境保全技術を積極的に海外

に移転することにより、海外における鉱山での鉱害防止、

人材の育成を支援し、国際社会に貢献することを目的に環

境保全等技術支援事業を実施した。 

(ア)鉱害政策アドバイザー派遣 

 鉱山環境保全に関する専門家をペルーに派遣し、鉱山環

境保全等の課題に応じた提言や鉱害防止対策現場等を利

用した技術移転等を実施した。 

(イ)環境対策等調査 

鉱害防止対策等において課題を有する資源保有国にお
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いて、鉱害の発生している休廃止鉱山の環境保全に関する

実態把握調査等を実施しており、2019 年度はペルーで実施

した。 

(ウ)研修員の受入 

 鉱害防止対策等における課題を有する資源保有国の政

府関係機関の技術者を日本に受入れ、日本の鉱害防止対策

等の現場における研修を実施しており、2019 年度はペルー

とフィリピンから研修生を受け入れた。 

 

７．３．中央鉱山保安協議会等開催状況 

2019年度は中央鉱山保安協議会を2020年２月18日に開

催した。議事概要は以下のとおり。 

【審議事項】 

（2020 年２月 18 日） 

・令和元年台風19号を踏まえた休廃止鉱山インフラの

レジリエンス強化策について 

・鉱害防止積立金制度の改正等について 

・眼の水晶体に係る放射線防護の在り方について 

 

【報告事項】 

（2020 年２月 18 日） 

・第 13 次鉱業労働災害防止計画の実施状況について 

・「特定施設に係る鉱害防止事業の実施に関する基本

方針（第５次基本方針）」に係る取組について 

・石炭じん肺訴訟の現状について 

・令和２年度鉱山保安関係予算案について 

 

７．４．全国鉱山保安表彰 

全国鉱山保安表彰は、鉱山保安に関し特に成績優良な

鉱山及び鉱山保安の確保に特に功労のあった者を表彰す

るものであり、1950 年度から実施している。 

（2019 年度表彰式の概要） 

・期日：2019 年 10 月８日（火） 

・受賞者：鉱山の部：５鉱山 

保安従事者の部：21 名 

     保安功労・貢献者の部：２名 

特別功労・貢献者の部：１鉱山 

 

８．製品安全行政の積極的な推進 

８．１．重大製品事故等の情報について 

2019 年度は消費生活用製品安全法に基づく重大製品事

故報告・公表制度に基づき、製造・輸入事業者から、1271

件の重大製品事故（死亡、火災、一酸化炭素中毒等の事故）

の報告が寄せられた。内訳は、ガス機器 82 件、石油機器 63

件、電気製品 647 件、その他製品 479 件であった。重大性

事故の報告件数は前年度比で大きく増えている。これはブ

リヂストンサイクル社およびヤマハ発動機株式会社が自

転車による過去の重大製品事故を多数報告したことが原

因である。事故製品がガス機器・石油機器の場合には、メ

ーカー名、型式名を含め、迅速に公表し、その他の製品に

ついても、製品起因でないことが明らかなものを除き、

終的に事業者名、型式名を含め公表した。また、原則全て

の案件について、経済産業大臣の指示に基づき、独立行政

法人製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）において原因究明

調査を行っている。 

さらに、報告された事故情報の原因究明の結果を受けて、

製品事故に該当するか否かの判断や、経済産業省が行った

公表等の妥当性等について審議する製品事故判定第三者

委員会を、消費者安全調査委員会製品事故情報専門調査会

と合同で計４回開催した。なお、重大製品事故を契機に行

われた製品交換・無償修理等のリコールは 2019 年度に 10

件あり、2007 年５月の制度開始から 2020 年３月末までの

累計は 300 件となった。 

また、消費者安全法に基づき、消費者等から経済産業省

消費者相談窓口に寄せられた生命、身体に係る消費者事故

等の情報について、消費者庁に対し通知を行っている。

2019 年度は 37 件の重大事故以外の消費者事故等を通知し

た。 

 

８．２．製品安全関連法令の適正な執行 

（１）製品安全関連４法 

経済産業省は、製品安全関連４法（消費生活用製品安全

法、ガス事業法、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、電気用品安全法）の規制対象製品につ

いて法律上の義務が遵守されていることを確認し、技術基

準が遵守されていない等の問題のある事案を確認した場

合には、直ちに当該事実を指摘して是正させ、必要な場合

には法律上の処分等を行うこととしている。 
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製品安全関連４法に基づく届出事業者による法令遵守

状況を確認するため、製品安全関連４法の規制対象品目に

ついて、市場に流通している製品を買い上げ、その製品が

技術基準に適合しているかどうか、また必要な表示等が行

われているかどうかを確認する試買テストを実施した。 

また、問題発生等の随時の立入検査とは別に、計画的に

立入検査を実施している。計画的立入検査は、原則として、

製造・輸入事業者に関しては、経済産業大臣の指示に基づ

いてＮＩＴＥが行っている。立入検査の結果、違反が確認

できたものについては、経済産業省がこれらの製品の事業

者に対して指導を行い、必要な措置を取るよう求め、その

後、適切に改善の措置がとられたことを確認している。 

 

（２）家庭用品品質表示法 

家庭用品品質表示法は、家庭用品の品質に関する表示の

適正化を図ることを目的としている。経済産業省は、事業

者からの自主的な報告、第三者からの申出、都道府県によ

る小売業者への立入検査結果等によって家庭用品品質表

示法違反の疑いが生じた場合であって、小売業を除く事業

者であるときに、事実関係について調査を行う。調査の結

果、違反の事実が判明した場合は、当該事業者に対して改

善を求め、必要に応じて、法令に基づく指示を行うことと

している。 

 

８．３．電気用品の技術基準体系の性能規定化 

電気用品安全法においては、技術の進歩や新製品の開発

に柔軟に対応できるようにするため、品目毎に技術基準を

詳細に定める仕様規定を改め、電気用品の安全に必要な性

能を定めた性能規定としているところ。事業者における技

術基準適合確認の便を図るため、2019 年度は電気用品整合

規格検討ワーキンググループを２回開催し、ＪＩＳ等を整

合規格として 27 規格採用するなど、整合規格の整備拡充

に努めた。 

 

８．４．規制対象製品の追加、見直し 

事故情報や技術革新を踏まえて、事故の未然防止のため

に必要な場合には、規制対象製品の見直しや技術基準の改

正等を行うこととしている。 

電気用品安全法に関しては、ＰＬＣ（Power Line 

Communication）を内蔵した家電製品について、法令上の扱

いを明確にするため、その雑音の強さに関する基準値を技

術基準解釈通達に追加した。具体的には、電波法上におい

て、既にＰＬＣモデムについて型式指定に係る試験方法や

許容値が定められているため、当該基準を電気用品安全法

の雑音の強さに関する基準値とする改正を行った（2019 年

12 月 25 日改正・施行）。また、近年、事故が増加傾向にあ

るリチウムイオン蓄電池搭載製品のうち、特に事故件数が

多いノートパソコン及びスマートフォンについて、有識者、

ノート PC 事業者、スマホ事業者、リチウムイオン蓄電池事

業者から構成される安全対策ガイドライン検討会を設置

し、ノートパソコン及びスマートフォンのリチウムイオン

蓄電池の安全利用に関する要求事項の取りまとめを実施

した。 

スマートフォンやスマートスピーカー等によって遠隔

操作が可能となったエアコン等の電気用品が普及し始め

ており、「Society 5.0」の社会の実現を目指し様々な取り

組みが推進されている中で、ＩｏＴ製品の需要は高まりつ

つある。一方、製品安全関連法では、製品出荷時のハード

ウェアの欠陥等が起因となる事故防止等を目的に整備さ

れており、サイバー攻撃等のソフトウェアやデータ不良等

による事故リスクに対しては充分整備されていないのが

現状である。これらの背景を踏まえ、2018 年度より、今後

の電気用品等製品のＩｏＴ化等に係る製品安全確保の在

り方について検討を進めるべく、実態調査や外部有識者に

よる検討会を実施。2019 年度は、検討会の下に実務者レベ

ルのＷＧを設置し、製品安全４法対象製品のうち、ＩｏＴ

化が進展している製品を中心に具体的なリスクシナリオ

及びユースケースの検討を進めた。 

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する

法律に関しては、屋外式ストーブの技術基準が、屋外式カ

ートリッジガスストーブを想定した基準となっていない

ため、技術基準の整備を行った。（2018 年６月１日改正・

施行、2020 年６月まで経過措置） 

 

８．５．長期使用製品安全点検・表示制度 

「長期使用製品安全点検制度」は、ガス瞬間湯沸器など、

経年劣化により安全上支障が生じ、 特に重大な危害を及

ぼすおそれがある９品目を対象にし、製品を購入した所有

者に対して、あらかじめ設定した点検時期に製造・輸入事

業者から点検を促すことで、事故を防止することを目的と
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している。本制度の施行から 10 年となる 2020 年３月時点

での所有者情報登録率は 39.6％、さらに点検も順次開始さ

れており実施率は 5.7％であった。2019 年度は経年劣化事

故への対応検討委員会により、現在の経年劣化事故を再検

証しつつ、点検制度で対象とすべき製品の再検証も併せて

行った。対象品目９品目のうち、７品目について、経年劣

化事故が大きく減少したことから、対象品目から外すべき

であるという結論に至った。さらに、経年劣化事故予防の

ための制度運用の見直しについて整理を行った。 

 

８．６．製品安全に係る自主的取組の促進 

（１）製品安全対策優良企業表彰 

2007 年度から、製品安全に積極的に取り組んでいる企業

を表彰する制度を開始した。この制度は、製品安全に対す

る意識の向上と製品安全文化の定着を図り、持続的に製品

安全が確保されるような安全・安心な社会を作ることを目

的としている。 

2019 年度に行われた第 13 回においては、１社が経済産

業大臣賞を受賞し、製品安全総点検セミナーの開催日であ

る 11 月 22 日に表彰式を行った。 

 

（２）流通事業者団体との協力体制の構築 

 リコールの実効性を確保していくためには、リコール製

品の流通を止めるとともに、リコール製品を所有する消費

者に情報を伝えることが重要であり、製品を取り扱い、消

費者にも近い立場にある販売事業者が重要な役割を果た

すことが期待されている。2019 年度には、経済産業省が届

出を受けたリコールで、流通事業者の役割が期待される全

ての案件について、大手家電流通協会、日本通信販売協会、

日本福祉用具・生活支援用具協会、日本福祉用具供給協会、

Amazon.co.jp、ヤフージャパン、日本リユース機構、ジャ

パン・リサイクル・アソシエーション、日本チェーンスト

ア協会等にリコール情報の提供等を行った。 

 

（３）インターネットモール等運営事業者との協力体制の

構築 

近年、インターネットショッピングやオークションの利

用拡大に伴い、法令違反が疑われる製品のインターネット

上での販売が増加していることを踏まえ、これまでにアマ

ゾンジャパン合同会社、ヤフー株式会社、楽天株式会社、

au コマース＆ライフ株式会社と協力体制を構築し、販売事

業者に対する違反対応を実施している。また、2019 年６月

にインターネットモール等運営事業者８社と製品安全の

確保に向けた連絡会合を開催し、製品安全に関する情報提

供や意見交換を実施した。 

さらに、2019 年度は、今後の電子商取引での製品安全確

保のあり方について、政府、インターネットモール等運営

事業者、消費者に期待される役割や連携構築・制度等、多

面的な観点から議論するための検討会をインターネット

モール等運営事業者と外部有識者を交えて複数回実施し

た。今後も関係事業者と連携し、インターネット取引にお

ける消費者への危害防止のための取組を推進していく。 

 

（４）高齢者の製品安全の向上に関する事業 

世代が高齢になるほど重大製品事故の人的被害が重篤

化する傾向を踏まえ、高齢者の行動特性を踏まえた製品開

発を事業者に促すべく、高齢者の動画データを 2016 年度

より収集している。2019 年度は、車いす生活の高齢者につ

いて重点的にデータを収集し、さらに、身体機能・認知機

能の変化が見られる高齢者の特性、高齢者・製品の使用環

境・ケアラーの関係を理解した上で製品を設計するに当た

っての留意点を記載した「高齢者の生活機能変化に配慮し

たユニバーサルデザインの実現に向けて」（製品を設計す

る製造事業者向け）、高齢者の身体機能・認知機能の基礎情

報等を掲載した「高齢者製品事故防止に関するハンドブッ

ク」（製品を選択・導入する高齢者自身・ケアラー向け）を

策定した。 

 

８．７．製品安全に係る普及・啓発活動 

（１）製品安全総点検月間 

我が国に製品安全文化を醸成、定着していくため、事業

者から消費者までを含めた社会全体における製品安全へ

の正しい理解を深め、適切な役割分担の在り方を明確にし、

その普及啓発を行うことを目的として、2006 年度から毎年

11 月に製品安全総点検週間を定め、製品を安全に正しく使

用する上で注意すべき事項等に関する注意喚起のための

周知活動を集中的に実施している。2015 年からは、事業者

との連携、広報手段の多角化を図るため、11 月全体を「製

品安全総点検月間」として拡大した。 

2019年度は11月 22日に東京において製品安全総点検セ
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ミナーを開催したほか、各地方経済産業局や地方自治体及

び民間企業等等と協力しつつ、ポスター・パネル展示をは

じめとする啓発活動を実施した。 

 

（２）消費者向け注意喚起 

2019 年度は内閣府の政府広報ツールを活用し、インター

ネットＴＶやラジオ、モバイル携帯端末などの様々な媒体

を通じて、季節ごとに発生しやすい製品の事故や個別製品

の事故に関する注意喚起等 12 件の広報を行った。 

また、ＮＩＴＥの定期プレス公表や政府広報、製品安全

総点検月間等を活用して、注意喚起を集中的に実施した。 

 

８．８．製品分野における国際協力の推進 

2019 年６月、中国の国家市場監督管理総局（ＳＡＭＲ）

と海関総署（ＧＡＣＣ）を訪問し、両国の製品安全にかか

る現状や取組等に関する意見交換を実施した。今後も継続

した交流を目指す。また、2019 年 10 月に中国検験検疫科

学研究院（ＣＡＩＱ）がＮＩＴＥとの協力文書に基づいて

来日し、意見交換をした際に同席した。 

さらに、同月、経済協力開発機構（ＯＥＣＤ)の「国際共

同啓発キャンペーン」に合わせ、消費者庁と連携し、製品

リコールに関するメッセージを発信した。 

2019 年 12 月、日本台湾交流協会と亜東関係協会（台湾）

との間で締結されている「製品安全協力覚書」に基づく製

品安全会合に参加した。 

2019 年度は、2017 年度、2018 年度に引き続き、タイ及

びマレーシアとの間で、製品安全に係るセミナー等を複数

回開催し、日本の製品安全政策や重大製品事故の情報収

集・分析制度等を紹介し、意見交換を行った。また、その

成果として、2020 年２月には、タイの製品安全当局の１つ

であるタイ工業標準局との間で製品安全に関する協力文

書を締結し、今後も両国内に流通する製品のさらなる安全

性向上を目指すとの認識を共有した。 

 

９．産業保安監督部 

９．１．北海道産業保安監督部 

（１）管轄区域 

北海道 

 

（２）業務実施状況 

（ア）電力の保安 

（a）立入検査実施状況 

項     目 件数 

電気事業用電気工作物 10 

自家用電気工作物 32 

水力発電所 5 

火力発電所 15 

風力発電所 9 

太陽電池発電所  6 

 

（b）主要業務処理状況 

項     目 件数 

保安規程(変更)等届出 5,747  

主任技術者選解任届出等 3,284 

主任技術者免状交付関係 14 

工事計画届出・使用前自己確認結果

届出 
222 

使用開始届出 13 

定期安全管理審査 54 

電気関係報告規則関係届出等 1,858 

電気工事士法・工事業法、認定校・ 

養成施設関係届出等 

475 

 

電気保安功労者表彰 10 

 

（イ）各種ガス・火薬類・コンビナートの保安 

（A）一般ガス事業者 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

ガス小売事業者 13 

一般ガス導管事業者 4 

特定ガス導管事業者 0 

ガス製造事業者 1 

準用事業者 0 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

工事計画の届出 19 

保安規程（変更）届出 57 

ガス主任技術者選解任届出 100 

保安業務規程（変更）届出 14 

表彰関係 5 

ガス消費機器設置工事 

監督者資格証（再交付含む） 
19 

 

 

(B) 高圧ガス保安関係 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

立入検査 0 
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(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

大臣認定試験者確認調査 0 

管内都道府県ブロック会議 1 

表彰関係 6 

 

項     目 件数 

高圧ガス輸送保安確保のための共同

防災訓練開催（釧路市） 

1 

 

※北海道産業保安監督部、北海道、高圧ガス地域防災

協議会の三者共催 

 

（C）火薬類 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

立入検査 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

火薬類製造営業許可 0 

製造施設等の変更許可 8 

危害予防規程の変更認可 6 

国家公安委員会への通報 14 

完成検査 4 

保安検査 3 

製造保安責任者等における 

選任・解任届出の受理 
3 

表彰関係 2 

 

（D）コンビナート 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

レイアウト確認検査 0 

石油コンビナート等特別防災区域合

同立入検査 
3 

 

（E）液化石油ガス 

      (a) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

表彰関係 0 

 

（ウ）鉱山の保安 

（A）鉱山保安 

(a)立入検査等実施 

項     目 件数 

金属・非金属 2 

石灰石 9 

石油・天然ガス 7 

石炭 13 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特定施設届出関係 69 

保安規程届出関係 15 

選任・解任届出関係 108 

災害月報等報告関係 456 

保安図関係 33 

法第 47 条報告関係 0 

 

（B）鉱害防止 

(a) 立入検査等実施状況 

項     目 件数 

金属・非金属 29 

石灰石 10 

石油・天然ガス 4 

石炭 11 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特定施設届出関係 29 

事故等報告関係 1 

補助金関係 150 

特措法関係 36 

 

(c) 補助事業 

項     目 件数 

鉱山数 13 

義務者不存在鉱山（金額単位：

千円） 

296,404 

 

義務者存在鉱山（金額単位：千

円） 
69,393 

 

 

９．２．関東東北産業保安監督部東北支部 

（１）管轄区 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 

○石炭鉱業に関するものについては、福島県を除く。 

○けい石及び耐火粘土の生産その他これらの鉱物に係

る鉱業については、福島県いわき市、白河市の一部、

双葉郡及び西白河郡を除く。 

○電気に関するものについては、新潟県を含む。 

 

（２）業務実施状況 

（ア）電力の保安 

(a) 立入検査等実施状況 

項   目 件数 

電気事業用電気工作物 5 

自家用電気工作物 13 

水力発電所 3 

火力発電所 4 

太陽電池発電所 1 

風力発電所 3 

登録調査機関 3 

電気工事業者 6 

電気主任技術者認定校（立入調査） 13 
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電気工事士養成施設（立入調査） 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

電気事業用及び自家用電気工作物の

工事計画、安全管理審査関係 
445 

使用前自己確認結果届出書 106 

主任技術者の選任関係 6,672 

保安規程変更等関係 7,090 

使用開始届出 54 

電気関係報告規則関係届出 3,716 

主任技術者、電気工事士の免状交付等 1,028 

電気工事士養成施設の指定・変更届等 12 

電気工事業者の登録等 27 

表彰関係（支部長表彰） 11 

 

（イ）各種ガス・火薬類・コンビナートの保安 

(A)一般ガス事業、簡易ガス事業等 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

ガス小売事業者（旧簡易ガス事業者

含む） 
28 

一般ガス導管事業者 12 

特定ガス導管事業者 2 

ガス製造事業者 1 

準用事業者 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

工事計画の届出 25 

保安規程（変更）届出 100 

保安業務規程（変更）届出 48 

ガス主任技術者選解任届出 121 

ガス消費機器設置工事監督者資格証 8 

表彰関係（支部長表彰） 6 

 

(B) 高圧ガス 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

認定完成・保安検査実施者 1 

指定保安検査機関 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

大臣認定試験者確認調査 1 

管内都道府県ブロック会議 1 

表彰関係（支部長表彰） 3 

(C)火薬類 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

立入検査 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

完成検査 6 

保安検査 3 

製造施設等の変更許可 13 

危害予防規程の変更認可 8 

国家公安委員会への通報 16 

製造保安責任者の選解任届の受理 1 

表彰関係（支部長表彰） 4 

 

(D) コンビナート 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

石油コンビナート等特別防災区域 

合同立入検査 
0 

レイアウト確認調査 0 

 

(E) 液化石油ガスの保安 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

販売事業者 7 

保安機関 12 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

液化石油ガス販売事業登録 0 

液化石油ガス販売事業者等承継届 3 

液化石油ガス販売所等変更届 62 

業務主任者等選解任届 91 

保安機関認定更新等 5 

保安機関承継届 2 

一般消費者の増加認可、減少届 12 

保安業務規程認可、変更認可 25 

保安機関変更届 16 

保安業務廃止届 0 

 

(ウ)鉱山の保安 

(A) 鉱山の保安 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

金属・非金属 19 

石灰石 22 

石油・天然ガス 3 

石炭・亜炭 0 
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(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

施業案協議 12 

特定施設届出関係 17 

保安規程届出関係 14 

保安関係者の選任・解任届等 203 

災害月報等報告関係 805 

保安図関係 45 

法第 47 条報告関係 1 

 

(B) 鉱害防止 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

金属・非金属 36 

石灰石 8 

石油・天然ガス 1 

石炭・亜炭 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

特定施設届出関係 96 

事故等報告関係 2 

鉱害防止事業計画届出 3 

鉱害防止積立金の額の通知 4 

鉱害防止積立特定施設に係る報告 4 

使用済み特定施設に係る四半期報告 84 

鉱害防止費用確認申請 26 

補助金関係事務処理 275 

 

(c) 補助事業 

項   目 件／千円 

鉱山数 41 

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 

（義務者不存在分）※ 

1,029,499 

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金 

（義務者存在分） 

274,492 

 

※2018 年度からの繰越事業を含み、2020 年度への繰

越事業を含まない。 

 
９．３．関東東北産業保安監督部 

（１）管轄区域 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、

神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県 

○電気に関するものについては、新潟県及び長野県全

域、静岡県の一部を除く。 

○ガスに関するものについては、静岡県磐田市、湖西

市、浜松市の一部、袋井市の一部を除く。 

○石炭鉱業に関するものについては、福島県も管轄。 

○けい石及び耐火粘土の生産その他これらの鉱物に係

る鉱業については、福島県いわき市、白河市の一部、

双葉郡及び西白河郡を含む。 

 

（２）業務実施状況 

（ア）電力の保安 

(a)立入検査等実施状況 

項     目 件数 

電気事業用電気工作物(発電所を除

く) 
4 

自家用電気工作物(発電所を除く) 45 

水力発電所 10 

火力発電所 7 

風力発電所 3 

太陽電池発電所 8 

電気工事業者 11 

電気主任技術者認定校 27 

 

(b)主要業務処理状況 

項     目 件数 

保安規程(変更)等届出 32,073 

主任技術者選解任届出等 26,862 

主任技術者、電気工事士免状交付関

係 
4,732 

工事計画届出、安全管理審査関係 1,236 

電気事故報告 150 

PCB 電気工作物報告関係 2,731 

電気工事業者登録関係、認定校・養

成施設関係届出等 
223 

電気保安功労者表彰 20 

 

（イ） 各種ガス・火薬類・コンビナートの保安 

(A) ガス事業保安関係 

(a) 立入検査実施状況 

項  目 件数 

ガス小売事業者 34 

一般ガス導管事業者 10 

特定ガス導管事業者 1 

ガス製造事業者 1 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

工事計画届 129 

保安規程（変更）届 267 

保安業務規程（変更）届 81 

ガス主任技術者選解任届 783 

年次報告（ガス事故、消費機器調

査、周知状況、導管改修実施状況） 
2,069 

準用事業開始届 3 

表彰関係 31 

ガス消費機器設置工事 

監督者資格証（再交付含む） 
140 
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(B) 高圧ガス保安関係 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

認定完成・保安検査実施者 4 

指定保安検査機関 0 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特別充てん許可 77 

認定完成・保安検査実施者変更届 83 

大臣認定試験者確認調査 3 

管内都県ブロック会議 0 

表彰関係 23 

 

(C) 火薬類保安関係 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

立入検査 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

製造施設等の変更許可 52 

危害予防規程の変更認可 34 

国家公安委員会への通報 86 

完成検査 29 

保安検査 13 

製造保安責任者等における 

選任・解任届出の受理 
17 

管内都県ブロック会議 1 

表彰関係 12 

 

(D) コンビナート保安関係 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

立入検査 0 

レイアウト確認検査 5 

 

 (E) 液化石油ガス保安関係 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

販売事業者 15 

保安機関 24 

 

 (b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

販売事業登録 2 

販売事業承継届 4 

販売所等変更届 290 

業務主任者選解任届 752 

保安機関認定・更新 34 

一般消費者等の数の増加認可 37 

保安業務規程（変更）認可 94 

保安機関変更届 81 

管内都県ブロック会議 1 

表彰関係 16 

 

（ウ）鉱山の保安 

(A) 鉱山保安関係 

(a) 立入検査等実施状況（危害関係検査実績） 

項     目 件数 

金属・非金属 5 

石灰石 18 

石油・天然ガス 14 

石炭 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特定施設届出関係 64 

保安規程届出関係 21 

選任・解任届出関係 410 

災害月報等報告関係 1,223  

保安図関係 94 

法第 47 条報告関係 0 

 

(B) 鉱害防止関係 

(a) 立入検査等実施状況（鉱害関係検査実績） 

項     目 件数 

金属・非金属 14 

石灰石 7 

石油・天然ガス 11 

石炭 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特定施設届出関係 131 

事故等報告関係 7 

補助金関係 86 

特措法関係 27 

法第 47 条報告関係 0 

 

(c) 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業 

項     目 件/金額 

鉱山数 7 

補助金額(義務者存在) 102,249 

補助金額（義務者不存在） 62,244 

 

９．４．中部近畿産業保安監督部 

（１）管轄区域 

愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県 

○電気に関するものについては、長野県全域、静岡県及

び福井県の一部を含む。 

○ガスに関するものについては、静岡県の一部を含む。 

※監督部は、名古屋に本部を置き、北陸地域の電気及び

ガス（ガス事業法に係るもの）については、富山市に
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所在の北陸産業保安監督署が管轄している。 

 

（２）業務実施状況 

（ア）電力の保安 

(a) 立入検査等実施状況 

項  目 件数 

電気事業用電気工作物（発電所を

除く） 
6 (5) 

自家用電気工作物（発電所を除く） 16 (20) 

注：（ ）内は北陸監督署の件数で外数 

項  目 件数 

水力発電所 4 (6) 

火力発電所 4 (2) 

風力発電所 1 (1) 

太陽電池発電所 7 (2) 

注：（ ）内は北陸監督署の件数で外数 

項  目 件数 

電気工事業者 3 (3) 

電気主任技術者認定校 12 (4) 

電気工事士養成施設 0 (0) 

注：（ ）内は北陸監督署の件数で外数 

 

(b) 主要業務処理状況 

項  目 件数 

保安規程（変更）等届出 13,601 (2,892) 

主任技術者選任解任届出等 9,904 (1,930) 

主任技術者免状交付関係 88 (26) 

工事計画届出 236 (68) 

使用開始届出 25 (17) 

使用前安全管理審査 89 (10) 

定期安全管理審査 0 (0) 

第三者の安全管理審査の評

定 
110 (31) 

電気関係報告規則関係届出

等 
5,543 (1,062) 

電気工事業者の登録等 58 (16) 

電気保安功労者表彰 23 (17) 

注：（ ）内は北陸監督署の件数で外数 

 

（イ）各種ガス・火薬類・コンビナートの保安 

(A) 都市ガスの保安 

(a) 立入検査実施状況 

項  目 件数 

ガス小売事業者・一般ガス導管事

業者（旧一般） 
3 (2) 

ガス小売事業者（旧簡易） 19 (7) 

ガス小売事業者（旧大口） 0 (0) 

特定ガス導管事業者 0 (0) 

ガス製造事業者 0 (0) 

準用事業者 0 (0) 

注：（ ）内は北陸監督署の件数で外数 

 

(b) 主要業務処理状況 

項  目 件数 

工事計画の届出 31 (12) 

保安規程（変更）届出 45 (5) 

保安業務規程（変更）届出 24 (1) 

ガス主任技術者選解任届出 260 (44) 

ガス消費機器設置工事監督者資

格交付関係 
6 (1) 

ガス保安功労者表彰 20 (2) 

注：（ ）内は北陸監督署の件数で外数 

 

(B) 高圧ガスの保安 

(a) 立入検査実施状況 

項  目 件数 

認定完成・保安検査実施者 1 

指定保安検査機関 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項  目 件数 

大臣認定試験者確認調査 4 

管内都道府県ブロック会議 1 

高圧ガス保安表彰 16 

 

(C) 火薬類の保安 

(a) 立入検査等実施状況 

項  目 件数 

製造施設完成検査 13 

製造施設保安検査 3 

 

(b) 主要業務処理状況 

項  目 件数 

製造施設等変更認可 42 

危害予防規程変更認可 2 

国家公安委員会への通報 44 

完成検査 13 

保安検査 3 

製造保安責任者等選解任届出 4 

火薬類保安表彰 10 

 

(D) コンビナートの保安 

(a) 立入検査等実施状況 

項  目 件数 

レイアウト確認検査 1 

 

(E) 液化石油ガスの保安 

(a) 立入検査実施状況 

項  目 件数 

販売店 7 

保安機関 7 

 

(b) 主要業務処理状況 

項  目 件数 

保安機関認定関係 11 

 

（ウ）鉱山の保安 

(A) 鉱山保安関係 

(a) 立入検査等実施状況（危害関係検査実績） 

項  目 件数 

金属・非金属 21 

石灰石 18 

石油・天然ガス 0 

石炭・亜炭 0 
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(b) 主要業務処理状況 

項  目 件数 

特定施設届出関係 2 

保安規程届出関係 9 

選任・解任届出関係 124 

災害月報等報告関係 780 

保安図関係 65 

法第 47 条報告関係 0 

鉱山保安表彰 鉱山 2 鉱山 

保安従事者 10 名 

保安功労(団体) 

特別功労(鉱山) 

 

1 団体 

1 鉱山 

 

 

(B) 鉱害防止関係 

(a) 立入検査等実施状況（鉱害関係検査実績） 

項  目 件数 

金属・非金属 18 

石灰石 10 

石油・天然ガス 0 

石炭・亜炭 0 

 

(b) 立入調査実施状況 

項  目 件数 

法 39 条調査 1 

 

(c) 主要業務処理状況 

項  目 件数 

特定施設届出関係 16 

特措法関係 6 

 

(d)補助事業 

項  目 件/千円 

鉱山数 2 

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

（義務者不存在分） 
0 

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金

（義務者存在分） 
58,851 

 
９．５．中部近畿産業保安監督部近畿支部 

（１）管轄区域 

福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、

和歌山県 

○電力に関するものは、兵庫県赤穂市の一部地域及び福

井県嶺北地域を除き、岐阜県関ケ原町の一部地域、三

重県熊野市の一部地域及び南牟婁郡を含む。 

 

（２）業務実施状況 

（ア）電力の保安 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

電気事業用電気工作物 1 

自家用電気工作物 52 

水力発電所 0 

火力発電所 7 

風力発電所 9 

太陽光発電所 3 

登録調査機関 6 

電気主任技術者認定校 11 

電気工事士養成施設 2 

電気工事業者 9 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

保安規程(変更)等届出 17,830 

主任技術者選解任届出等 14,553 

主任技術者免状交付関係 366 

工事計画届出 376 

使用開始届出 96 

安全管理審査(使用前、定期) 70 

電気関係報告規則関係届出等 6,355 

電気工事士法・工事業法、認定校・

養成施設関係届出等 
1,759 

電気保安功労者表彰 23 

 

（イ）各種ガス・火薬類・コンビナートの保安 

(A) 一般ガス等 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

一般ガス導管事業者 4 

ガス小売事業者 21 

特定ガス導管事業者 0 

ガス製造事業者 0 

準用事業者 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

工事計画の届出（一般ガス導管） 23 

工事計画の届出（ガス小売） 9 

工事計画の届出（特定ガス導管） 4 

工事計画の届出（ガス製造） 16 

保安規程（変更）届出（一般ガス導

管） 
21 

保安規程（変更）届出（ガス小売） 46 

保安規程（変更）届出（特定ガス導

管） 
1 

保安規程（変更）届出（ガス製造） 1 

保安業務規程（変更）届出（ガス小

売） 
18 

ガス主任技術者選解任届出（一般ガ

ス導管） 
24 

ガス主任技術者選解任届出（ガス小

売） 
143 

ガス主任技術者選解任届出（特定ガ 0 
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ス導管） 

ガス主任技術者選解任届出（ガス製

造） 
2 

表彰関係（支部長） 10 

ガス消費機器設置工事 

監督者資格証（再交付含む） 
71 

 

(B) 高圧ガス 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

登録特定設備製造業者 1 

認定検査実施者 3 

その他 1 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

認定試験者現地調査 12 

認定検査実施者現地調査 2 

表彰関係（支部長） 7 

管内府県ブロック会議 1 

 

 (C) 火薬類 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

立入検査 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

製造施設等の変更許可 98 

危害予防規程の変更認可 50 

国家公安委員会への通報 131 

完成検査 29 

保安検査 5 

選解任届 21 

管内府県ブロック会議 1 

表彰関係（大臣） 1 

 

 (D) コンビナート 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

立入検査 0 

レイアウト確認 0 

 

(E) 液化石油ガス 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

販売事業者 12 

保安機関 26 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

販売事業登録行政庁変更届 0 

販売事業承継届 1 

販売所等変更届 41 

業務主任者選解任届 33 

保安機関認定・更新 14 

一般消費者等の数の増加認可 2 

保安業務規程（変更）認可 18 

保安機関変更届 12 

管内府県ブロック会議 1 

 

（ウ）鉱山の保安 

(A) 鉱山の保安 

(a) 立入検査実施状況（危害関係検査実績） 

項     目 件数 

金属・非金属 26 

石灰石 9 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

保安規程届出関係 4 

選任・解任届出関係 48 

事故その他の事象に係る報告 0 

災害月報等報告関係 384 

保安図関係 29 

鉱山保安表彰（鉱山・保安従事者・

保安功労者・特別功労者） 
8 

 

(B)鉱害防止 

(a) 立入検査実施状況（鉱害関係検査実績） 

項     目 件数 

金属・非金属 21 

石灰石 1 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特定施設届出関係 19 

補助金関係 40 

特措法関係 20 

 

(c) 補助事業 

項     目 件数/千円 

鉱山数 5 

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助

金（義務者不存在分） 
25,419 

休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助

金（義務者存在分） 
13,070 

 
９．６．中国四国産業保安監督部 

（１）管轄区域 

 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 

○電気に関するものについては、兵庫県赤穂市 (1963 年

９月１日に岡山県和気郡日生町から編入された区域

に限る。）、香川県小豆郡、香川郡直島町、愛媛県今治

市 (2005 年１月 15 日における旧越智郡吉海町、宮窪
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町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限

る。）、越智郡上島町を含む。 

 

（２）業務実施状況 

（ア）電力の保安 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

電気事業用電気

工作物 

火力 1 

水力 1 

風力 0 

太陽電池 0 

送変電 1 

配電 3 

自家用電気工作

物 

火力 3 

水力 1 

風力 4 

太陽電池 6 

需要 5 

 

項     目 件数 

電気工事業者 3 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

保安規程(変更)届出 6,539 

主任技術者の選任、許可及び承認等 5,208 

主任技術者

免状交付関

係 

電気 91 

ダム水路 5 

ボイラー・タービン 11 

工事計画届出 178 

使用前安全管理審査 62 

使用開始届出 30 

定期安全管理審査（評定） 99 

定期事業者検査時期変更承認 19 

電気関係報告規則関係届出 2,185 

認定校関係届出等 11 

電気工事業法関係届出等 33 

電気工事士法関

係（認定証交

付） 

認定電気工事等 823 

特殊電気工事等 30 

養成施設関係届出 12 

電気保安功労者表彰（部長） 12 

 

（イ）各種ガス・火薬類・コンビナートの保安 

(A) 各種ガス 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

一般ガス導管事業者 7 

ガス小売事業者 

（旧法：簡易ガス事業者） 
16 

特定ガス導管事業者 1 

ガス製造事業者 1 

準用事業者 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

工事計画の届出 24 

保安規程（変更）届出 70 

保安業務規程（変更）届出 40 

ガス主任技術者選解任届出 134 

表彰関係（部長） 6 

ガス消費機器設置工事 

監督者資格証（再交付含む） 
7 

 

(B) 高圧ガス保安関係 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

認定完成・保安検査実施者 5 

指定保安検査機関 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

高圧ガス特別充てん許可 68 

指定保安検査機関の指定 1 

大臣認定完成・保安検査実施者の現

地調査 
4 

大臣認定試験者確認調査 2 

管内都道府県ブロック会議 1 

表彰関係（部長） 8 

 

(C) 火薬類 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

立入検査 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

製造施設等の許可 0 

製造施設等の変更許可 57 

危害予防規程の認可 0 

危害予防規程の変更認可 17 

国家公安委員会への通報 74 

完成検査 20 

保安検査 5 

製造保安責任者等における 

選任・解任届出の受理 
5 

管内都道府県ブロック会議 1 

火薬類製造所保安連絡会議 1 

表彰関係（部長） 2 
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(D) コンビナート 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

レイアウト確認検査 3 

石油コンビナート等特別防災区域合

同立入検査 
0 

 

(E) 液化石油ガス 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

販売事業者 11 

保安機関 7 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

販売事業登録 1 

販売事業承継届 1 

販売所等変更届 54 

業務主任者選解任届出 35 

保安機関認定・更新 11 

一般消費者等の数の増加認可 9 

保安業務規程（変更）認可 26 

保安機関変更届 23 

管内都道府県ブロック会議 1 

表彰関係 1 

 

（ウ）鉱山の保安 

(A) 鉱山の保安 

(a) 立入検査等実施状況 

項     目 件数 

金属・非金属 5 

石灰石 9 

石油・天然ガス 0 

石炭 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特定施設の工事計画の（変更）届出 4 

特定施設の使用開始（廃止）届出 9 

保安規程届出関係 14 

選任・解任届出関係 134 

災害月報等報告関係 772 

保安図関係 43 

法第 47 条報告関係 0 

表彰関係（部長） 6 

 

(B) 鉱害防止 

(a) 立入検査等実施状況 

項     目 件数 

金属・非金属 15 

石灰石 5 

石油・天然ガス 0 

石炭 0 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特定施設の工事計画の（変更）届出 13 

特定施設の使用開始（廃止）届出 13 

法第 47 条報告関係 0 

 

(c) 補助事業 

項     目 単位:千円 

鉱山数 8 

義務者存在分補助金額 28,651 

義務者不存在分補助金額 130,705 

 

９．７．中国四国産業保安監督部四国支部 

（１）管轄区域 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

○電気に関するものについては、香川県小豆郡及び香川

郡直島町、愛媛県今治市（2005 年１月 15 日における

旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町

及び関前村の区域に限る。）及び越智郡上島町を除く。 

 

（２）業務実施状況 

（ア）電力の保安 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

電気事業用電気工作物（発電所を除

く） 
1  

自家用電気工作物（発電所を除く） 30 

水力発電所 5  

火力発電所 9  

風力発電所 2 

太陽電池発電所 3 

電気工事業者 6 

電気主任技術者認定校 3 

 

 (b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

保安規程(変更)等届出 2,996 

主任技術者選解任届出等 2,526 

主任技術者免状交付関係  76 

工事計画届出 67 

使用開始届出 7  

安全管理審査  62 

電気関係報告規則関係届出等   1005 

電気工事士法・工事業法、認定

校・養成施設関係届出等 
449 

電気保安功労者表彰 17 

 

（イ）各種ガス・火薬類・コンビナートの保安 

(A) 各種ガス 

(a) 立入検査実施状況 

項    目 件数 

一般ガス導管事業者 3 
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ガス小売(旧簡易ガス)事業者 12 

特定ガス導管事業者 0 

準用事業者 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

工事計画の届出（一般ガス導管）  2 

工事計画の届出（旧簡易ガス） 6 

保安規程（変更）届出(一般ガス導

管) 
3 

保安規程（変更）届出(旧簡易ガス) 25 

保安業務規程（変更）届出(一般ガ

ス導管) 
1 

保安業務規程（変更）届出(旧簡易

ガス) 
4 

ガス主任技術者選解任届出(一般ガ

ス導管) 
3 

ガス主任技術者選解任届出(旧簡易

ガス) 
35 

ガス消費機器設置工事監督者資格証

（再交付含む） 
3 

表彰関係（四国支部長表彰） 5 

 

 (B) 高圧ガス 

   (a) 立入検査実施状況 

項  目 件数 

立入検査 0 

 

   (b) 主要業務処理状況 

項目 件数 

高圧ガス特別充てん許可 22 

指定保安検査機関の指定 0 

指定保安検査機関業務規程（変更）

認可 
0 

認定（完成・保安）検査実施者変更

届 
3 

高圧ガス保安協会の調査立会 1 

表彰関係（四国支部長表彰） 2  

 

(C) 火薬類 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

立入検査 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

製造施設等の変更許可 1 

製造施設完成検査 1  

製造保安責任者等選解任届 0 

危害予防規程の変更認可 0 

製造施設保安検査 1 

表彰関係（四国支部長表彰） 1 

 

(D) コンビナート 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

レイアウト確認調査 0 

 

(E) 液化石油ガスの保安 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

販売事業者 8 

保安機関 13 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

販売事業所等変更届 11 

販売事業所等承継届 1 

販売事業者登録簿謄本交付 0 

業務主任者等選解任届 27 

保安機関の認定更新 1 

一般消費者等の数の増加認可申請 2 

保安業務規程変更認可 6 

保安機関変更届 6 

 

（ウ）鉱山の保安 

（A）鉱山の保安 

(a) 立入検査実施状況（危害関係検査実績） 

項     目 件数 

金属・非金属 5 

石灰石 11 

石油・天然ガス 0 

石炭 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特定施設届出関係 27 

保安規程届出関係 5 

選任・解任届出関係 49 

災害月報等報告関係 219 

保安図関係 14 

法第 47 条報告関係 0 

地方鉱山保安表彰関係 2 

 

（B）鉱害防止 

(a) 立入検査等実施状況（鉱害関係検査実績） 

項     目 件数 

金属・非金属 6 

石灰石 5 

石油・天然ガス 0 

石炭 0 

 

(b) 主要業務処理状況   

項     目 件数 

補助金関係 12 

特措法関係 3 
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(c) 補助事業（休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金） 

項     目 件数 

対象鉱山数 2 

義務者存在分補助金額 36,289 

義務者不存在分補助金額 0 

 
９．８．九州産業保安監督部 

（１）管轄区域 

福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、

鹿児島県 

 

（２）業務の実施状況 

（ア）電力の保安 

(a)立入検査実施状況 

項   目 件数 

電気事業用電気工作物（発電所を除

く） 
6 

自家用電気工作物（発電所を 

除く） 
15 

登録調査機関 4 

水力発電所 8 

火力発電所 5 

風力発電所 2 

太陽光発電所 2 

 

(b)主要業務処理状況 

項   目 件数 

保安規程（変更）等届出 12,008 

主任技術者選解任届出等 8,313 

主任技術者免状交付関係 232 

工事計画届出 252 

使用開始届出 45 

使用前安全管理審査 52 

定期安全管理審査 79 

電気関係報告規則関係届出等 3,381 

電気工事士法・工事業法、認定校・

養成施設関係届出等 
1,189 

電気保安功労者表彰(部長) 13 

 

（イ）各種ガス・火薬類・コンビナートの保安 

(A) 都市ガス等 

(a)立入検査実施状況                   

項   目 件数 

ガス小売 ＋ 一般ガス導管事業者 7 

ガス小売（旧簡易ガス）事業者 22 

ガス製造事業者 0 

準用事業者 1 

 

(b)主要業務処理状況 

項   目 件数 

工事計画届 43 

保安規程（変更）届 72 

保安業務規程（変更）届 28 

ガス主任技術者選解任届 323 

表彰関係（部長） 7 

ガス消費機器設置工事 

監督者資格証（再交付含む） 

7 

 

 (B) 高圧ガス 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

認定完成・保安検査実施者 1 

指定保安検査機関 1 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

特別充填許可 8 

指定保安検査機関の指定 0 

表彰関係（部長）  6 

  

(C) 火薬類 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

立入検査 2 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

製造施設等の変更許可 23 

危害予防規程の変更認可 10 

国家公安委員会への通報 33 

完成検査 19 

保安検査 7 

製造保安責任者等における 

選任・解任届出の受理 

10 

表彰関係（部長） 3 

 

(D) コンビナート 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

レイアウト確認検査 0 

石油コンビナート等特別防災区域合

同立入検査 

0 

 

(E) 液化石油ガス 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

保安機関 11 

販売事業者 7 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

販売事業所等変更届 88 

業務主任者等選解任届 184 

保安業務規程認可・変更認可 37 

 

（ウ）鉱山の保安 

(A) 鉱山の保安 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

金属・非金属 11 
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石灰石 17 

石油・天然ガス 4 

 

(b)主要業務処理状況 

項   目 件数 

特定施設届出関係 6 

保安規程届出関係 31 

選任・解任届出関係 62 

保安図関係 42 

法第 47 条報告関係 0 

表彰関係（部長） 17 

 

(B) 鉱害防止 

(a) 立入検査実施状況 

項   目 件数 

金属・非金属 5 

石灰石 3 

石油・天然ガス 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項   目 件数 

特定施設届出関係 45 

法第 47 条報告関係 0 

補助金関係 80 

特措法関係 33 

 

(c) 補助事業 

項   目 件数/千円 

鉱山数 9 

補助金額 
義務者存在 47,243 

義務者不存在 149,391 

 

９．９．那覇産業保安監督事務所 

（１）管轄区域 

沖縄県 

 

（２）業務実施状況 

（ア）電力の保安 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

電気事業用電気工作物 1 

自家用電気工作物 12 

水力発電所 0 

火力発電所 1 

風力発電所 0 

太陽電池発電所 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

保安規程(変更)等届出 1,050 

主任技術者選解任届出等 818 

主任技術者免状交付関係 15 

工事計画届出 28 

使用開始届出 14 

定期安全管理審査 12 

電気関係報告規則関係届出等 248 

電気工事士法・工事業法、認定

校・養成施設関係届出等 

106 

電気保安功労者表彰 2 

 

（イ）各種ガス・火薬類・コンビナートの保安 

(A) ガス小売事業等保安関係 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

一般ガス導管事業者 0 

ガス小売事業者 8 

ガス製造事業者 0 

準用事業者 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

工事計画の届出 14 

特定ガス工作物変更届出 1 

保安規程（変更）届出 17 

ガス主任技術者選解任届出 44 

表彰関係（大臣、所長） 2 

ガス消費機器設置工事 

監督者資格証（再交付含む） 
0 

 

(B) 高圧ガス保安関係 

      (a) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

大臣認定試験者確認調査 0 

管内都道府県ブロック会議 1 

表彰関係（大臣、所長） 1 

 

(C) 火薬類保安関係 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

立入検査 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

製造施設等の変更許可 0 

危害予防規程の変更認可 0 

国家公安委員会への通報 0 

完成検査 0 

保安検査 1 

製造保安責任者等における 

選任・解任届出の受理 
0 

表彰関係（所長） 0 

 

(D) コンビナート保安関係 

(a) 立入検査実施状況 

項     目 件数 

レイアウト確認検査 0 
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（ウ）鉱山の保安 

(A) 鉱山保安関係 

(a) 立入検査等実施（危害関係検査実績） 

項     目 件数 

金属・非金属 1 

石灰石 3 

石油・天然ガス 0 

石炭 0 

 

(b) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特定施設届出関係 11 

保安規程届出関係 4 

選任・解任届出関係 75 

災害月報等報告関係 1,007 

保安図関係 85 

法第 47 条報告関係 0 

表彰関係（所長） 0 

 

(B) 鉱害防止関係 

(a) 立入検査等実施状況（鉱害関係検査実績） 

 

項     目 件数 

金属・非金属 0 

石灰石 1 

石油・天然ガス 0 

石炭 0 

 

(b) 休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業 

項     目 円/件数 

鉱山数 0 

補助金額 0 

 

(c) 主要業務処理状況 

項     目 件数 

特定施設届出関係 11 

事故等報告関係 1 

補助金関係 0 

特措法関係 0 
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