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は じ め に 

 

平成２８年６月にとりまとめられた産業構造審議会保安分科会ガス安全小委

員会ガスシステム改革保安対策ＷＧ報告書において、『すなわち、需要家による

ガス小売事業者選択の軸として、料金プランの提示などの競争的な市場環境に

おかれているガス小売事業者に対し、消費機器に関する自主保安の実施を求め

ていくためには、自主保安に精力的に取り組むガス小売事業者を需要家が評価

した上で供給先を選択する仕組みを構築することが重要である。需要家サービ

スの一環としてガス小売事業者による自主保安が認識される必要があり、その

ためには、ガス小売事業者による自主保安の取組に関して「見える化」し、正

確な情報が提供されていくことが求められる。このため、ガス小売事業者によ

る自主保安の質が明らかになるよう、また、需要家としての消費機器に関する

保安に必須な事項が明らかになるよう、国として対象項目を設定するとともに、

当該項目についての内容を分かりやすいかたちで取りまとめ、国として公表し

ていくこととする。』とされました。 

このため、経済産業省 商務流通保安グループ ガス安全室から高圧ガス保安

協会に委託した平成２８年度改正ガス事業法に係る小売事業者関連調査事業に

おいて、改正ガス事業法に係る新小売事業者関連調査委員会を設置し、５回に

亘る慎重かつ詳細な議論を踏まえ、ここに「見える化」制度の詳細設計書をと

りまとめました。 

「見える化」制度は、ガス小売事業者においては、自社の自主保安活動の特

徴的な取組を公表することにより積極的な取組姿勢を PR できるとともに、その

取組の客観的な評価も得て公表する。都市ガスを利用する需要家においては、

併せて公表する学習コンテンツによりご自身の使用機器や使用環境における保

安上留意すべき事項を理解した上で、ニーズに合ったガス小売事業者を選択し

ていただく仕組みです。 

今後、こうしたガス小売事業者の自主保安の取組の特徴、評価結果、需要家

の学習コンテンツをホームページなどにて「見える化（公表）」し、需要家がガ

ス小売事業者を検索・選択できる制度が創設されることにより、自主保安活動

が促進され、都市ガスの保安水準の維持、向上が図られることを期待します。 

なお、詳細設計書のとりまとめにあたり、当委員会委員各位におかれては、

ご多忙のところ慎重かつ意欲的にご検討をいただき、無事に完成させることが

できました。ここに改めて感謝申し上げます。 

平成２９年３月 

改正ガス事業法に係る新小売事業者関連調査委員会 

  委員長  倉 渕   隆 
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改正ガス事業法に係る新小売事業者関連調査委員会名簿 

 

（敬称略・順不同） 

委員長：倉渕  隆［東京理科大学 教授］ 

委 員：金子  功［(一社)日本ガス協会 技術部長］ 

委 員：木戸 啓人［電気事業連合会 工務部長］ 

委 員：杉森 毅夫［(一社)日本コミュニティーガス協会 技術部長］ 

委 員：夏目 智子［全国地域婦人団体協議会 幹事］ 

委 員：藤野 珠枝［主婦連合会 副会長］ 

委 員：三浦 佳子［消費生活コンサルタント］ 

 

関係者：田村 厚雄［経済産業省 商務流通保安グループ ガス安全室長］ 

根岸 寿実［    同  上    ガス・熱供給担当補佐］ 

千原 崇弘［    同  上        安全管理係長］ 

萬上 俊隆［    同  上          技術係長］ 

清水 良郁［    同  上     都市ガス保安専門職］ 

 

事務局：久本 晃一郎［高圧ガス保安協会            理事］ 

北出 昭二［    同  上      液化石油ガス部長］ 

松尾 武志［    同  上    液化石油ガス部長代理］ 

築別 菊之進［   同  上    液化石油ガス部審議役］ 

小林 正弘［    同  上  液化石油ガス研修課長代理］ 
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１． 制度のねらい 

① 競争的な市場環境におかれているガス小売事業者に対し、消費機器

に関する自主保安の実施を求めていくためには、自主保安に精力的

に取り組むガス小売事業者を需要家が評価した上で供給先を選択

する仕組みを構築することが重要である。 

② 需要家によるガス小売事業者選択の軸として、料金プランの提示な

どの需要家サービスの一環としてガス小売事業者による自主保安

が認識されるよう、ガス小売事業者による自主保安の取組を「見え

る化」し、正確な情報を提供する。 

③ このため、需要家にとって消費機器に関する保安に必須な事項を明

らかにする。 

④ また、ガス小売事業者による自主保安の質を明らかにする。 

⑤ これまで、一般ガス事業者においては、重大なガス事故を撲滅する

ためのガス安全高度化計画の目標達成に向け、自主保安活動を行い

保安水準の維持、向上が図られてきたが、本制度をもって、ガスシ

ステム改革後においても、引き続き保安水準の維持、向上に資する。 

 

２． 公表関係 

（１）公表の主体 

民間団体・企業等：国の委託を受けた民間団体・企業が制度の運

営を行い、国のクレジットで情報を公表することとする。 

民間活力を活用し機動的に運営していく観点から、制度の運営は

民間団体・企業等とし、更に制度の信頼性、客観性等も必要である

と考えられることから、公表の主体については、国の委託等を受け

た中立的な民間団体が制度の運営を行うこととする。 

また、制度の運営に当たっては、有効な制度設計、適切な運営を

図る観点から、当該民間団体（以下、「運営団体」という）に有識者

からなる運営委員会（仮称）を設置することとする。 

なお、制度の立ち上げ（平成 29年度）については、国の委託に

より実施し、委託終了後は運営団体が自ら運営していくこととする。 

 

（２）公表の内容 

① 事業者名 

公表の対象は、本制度への参加事業者のみとし、事業者名を公

表する。なお、本制度は任意の制度であるため、自主的に参加申し

込みを行ったガス小売事業者が参加事業者となる。 
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また、参加が任意であることから、ガス小売事業者の参加を促

すためのインセンティブが必要であると考えられる。 

ガス小売事業者としては本制度に参加することで需要家がガス

小売事業者を選択する際の選択肢にあがりやすくなる可能性があ

り、これが本制度に参加する大きなインセンティブである。 

加えて、参加事業者に対して、本制度のホームページに参加事

業者の自主保安等の取組ばかりでなく、保安関連サービスについて

も備考として掲載できることとし、自主保安等の積極的な取組姿勢

を示す情報提供の場として活用してもらうことにより、一層その事

業者が選択されやすくなるようなインセンティブを付与する。 

また、本制度のホームページと参加事業者のホームページとの

相互のリンクや公表内容・評価結果等を各社の広告媒体等へ掲載す

るなどを認めるほか、本制度のシンボルマークを作成し、参加事業

者には、事業活動の際に本制度に登録されている（自主保安活動等

に積極的に取り組んでいる）ことを示すマークとして、当該シンボ

ルマークを各種広告媒体などに掲載、活用できることとする。 

② エリア等表示 

需要家の選択のエリアは市町村エリア単位とし、需要家が利用

する当該地域を選ぶと、供給している参加事業者が表示されるシス

テムとする。 

また、家庭用需要家と業務用需要家とは分けて情報提供するこ

ととする。 

③ 参加事業者の実施内容（特徴など） 

参加事業者の実施している取組の内容について、自主保安等に

係る公表の項目（以下、「公表項目」という。）ごとに、特徴を含め

わかりやすく記述して公表する。 

具体的には、別添１「見える化」制度のホームページにて公表

する情報について」のとおり。 

 

（３）公表の手段・周知 

運営団体のＷｅｂサイトで周知するとともに、参加事業者やＷｅｂ

サイト運営事業者（例えば、需要家の利用頻度が高いと思われる比較

検索サイト等）などにバナーを使ってもらいリンクを貼ることにより

制度の普及を図る。また、経済産業省の「ガス安全見直し隊」のホー

ムページにリンクを貼ることとする。 
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（４）公表の開始時期 

制度は早期の立ち上げが必要である一方、一定の準備期間が必要と

なることを勘案し、平成２９年度末までの立ち上げを目指すこととす

る。但し、公表項目の内容の解説については、需要家の学習と理解を

促進する観点から、各事業者の取組状況の公表を待たずに、先行して

できるだけ早い時期に運営団体が開設するＷｅｂサイトのホームペ

ージに掲載することとする。 

 

（５）公表情報の更新のタイミング 

公表情報は、改正法施行（平成２９年度）から３年間はガス小売事

業者の新規参入が見込まれ、またガス小売事業者の事業活動の地域や

内容等の変化も大きいと考えられることから、１年に１回更新するこ

ととし、それ以降は変動が少なくなると想定されることから、３年に

１回の頻度で更新することとする。 

また、ガス小売事業者の変更事項をできるだけ早く需要家に伝える

観点から、事業者からの変更依頼を常時受付、随時反映することとす

る。 

なお、更新の頻度については、改正法施行後のガス小売事業の登録

の状況を踏まえ、必要な見直しを行うこととする。 

 

（６）情報の取得方法と虚偽申告等に対するペナルティーについて 

情報の取得方法については、参加事業者に自社で実施している公表

項目を含む情報（公表しない情報を含む。）を定型の様式に記入して

いただき、参加申し込みの際に提出してもらう自主申告とする。なお、

公表項目の申告情報については、参加事業者の自主申告であるものの、

需要家へのわかりやすさ、信頼性等が重要であることから、必要に応

じ参加事業者との調整の上、運営団体の事務局による確認、修正等を

行い、公表する。 

また、申告情報は自主申告であることから、正確性を期すためには、

一定の参加条件が必要であると考える。このため、ガス小売事業者に

は参加条件として、①需要家等から虚偽であることの通報等があった

場合には、事実の確認のため、事務局による電話等による確認、参加

事業者の事務所への調査を行うこと、②虚偽の申告であることが確認

できた場合には、事業者名、虚偽内容等を公表すること、について受

入れ、同意してもらうことを前提とする。 
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３． 評価関係 

（１）評価項目の策定等 

自主保安等に係る評価の項目（以下、「評価項目」という。）等につ

いては、別添２「評価項目の策定等について」のとおり。 

 

（２）評価等に係る手数料 

公表に係る費用を含めて運営団体の制度運営に係る費用について

は、事業の継続性の観点から、手数料というかたちで参加事業者から

負担を求めることとする。なお、国の予算措置により試行的に行う期

間においては無償とする。 

 

（３）評価結果の更新のタイミング 

評価結果は、公表情報と同様、改正法施行（平成２９年度）から３

年間はガス小売事業者の新規参入が見込まれ、またガス小売事業者の

自主保安等活動地域、活動内容等の変化も大きいと考えられることか

ら、１年に１回更新することとし、それ以降は変動が少なくなると想

定されることから、３年に１回の頻度で更新することとする。 

なお、更新の頻度については、改正法施行後のガス小売事業の登録

の状況を踏まえ、必要な見直しを行うこととする。 

 

４． その他 

運営団体の本制度のホームページには、需要家からの問合せ窓口（電

話番号、メールアドレスなど）を設ける。 

また、参加事業者の公表内容については、国や運営団体が需要家に対

し保障するものではないこと（免責事項）から、情報を公表するに当た

っては、需要家に誤解がないよう、実際のガス小売事業者との契約など

の際には、公表内容について必ず事業者に確認されたい旨の注意書きを

記載することとする。 
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「見える化」制度のホームページにて公表する情報について 

１．公表する情報の考え方について 

（１）需要家が都市ガスを利用するにあたって求めている保安又は需要家自身の使用

環境における必須の保安は、ガス小売事業者が取り組む「自主保安活動」だけで

はなく、ガス小売事業者の保安に対する姿勢や体制整備等も含めた全体像であり、

需要家にとって、このような情報がガス小売事業者を選択する上で重要であると

考える。また、需要家にとっては、自主保安等について学習できる環境を提供さ

れることが必要であるが、全ての需要家が保安について関心を持っているとは限

らず、ガスの小売自由化当初は、ガス小売事業者を簡便かつスピーディーに選択

したいというニーズもあると考えられる。 

（２）このため、情報提供の方法としては、需要家が利用（居住等）しようとする市

町村エリア単位の地域において、都市ガスを供給しているガス小売事業者を知り、

当該事業者らの自主保安等の取組内容をわかり易く掲載することによって簡便に

知り得ることができるようにすることが必要なことから、Ｗｅｂサイトにこのよ

うな機能の検索システムを構築する。ガス小売事業者の自主保安等の取組の内容

については、自主保安等に係る公表の項目（以下、「公表項目」という。）ごとに、

自社の取組内容をわかりやすく記述してもらう。需要家は、本システムにアクセ

スすることによって、需要家自身に合うガス小売事業者を選択するというシステ

ムとする。 

（３）併せて、当該検索システムとともに、需要家が自主保安等の内容、ガスや消費

機器等に関する基本情報など、学ぶためのコンテンツも掲載し、需要家の自主保

安等の理解の促進、保安意識の向上を狙う。 

 

２．公表する情報の内容について 

公表する情報については、作成する「見える化」制度のホームページにおいて、

ガス小売事業者の自主保安等の取組を検索することができる「検索システム」を構

築することで、需要家にガス小売事業者による自主保安等の取組を「見える化」（公

表）する。また、当該事業者の取組内容について、需要家の理解が促進されるよう

「学習コンテンツ」も当該ホームページに盛り込むこととする（別紙１及び別紙２

参照）。 

（１）検索システム 

検索システムで公表する内容については、需要家が容易に理解できるよう、公

表項目ごとに特徴的な取組や実施頻度（例えば、消費機器調査：○年に１回、周

知：○年に１回など）を平易な表現で記述し、掲載する。また、経済産業省資源

エネルギー庁（ガス市場整備室）がホームページで公表している「登録ガス小売

【別添１】 
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事業者一覧」へのリンクを貼ることなどにより、本制度に参加しないガス小売事

業者もわかるようにする。 

（２）学習コンテンツ 

学習コンテンツについては、需要家が公表項目の内容について学習し、ガス小

売事業者の自主保安等に対する取組への理解が進むよう、公表項目ごとに平易な

表現で記述した解説情報を掲載する。また、都市ガスの性状や消費機器などに関

する基本情報も併せて掲載する。 

 

こうした構成とすることで、需要家が都市ガスを使用する上で、自身の使用環境

において保安上留意すべき事項がどのようなものかを周知・啓発することができる

とともに、その需要家の保安ニーズに合ったガス小売事業者の選択を促す効果が期

待できる。 

 

３．公表項目の設定について 

（１）公表項目の設定の考え方 

公表項目の設定に当たっては、需要家の使用機器や使用環境は様々であること

から、個々の需要家が事故等に遭わないよう、自身にとって気をつけなければな

らないことは何であるかなど必須の保安事項を認識できるようにすることが重要

である。 

需要家に対する事故等対策については、これまで国及び事業者は、ガス安全小

委員会にて策定された「ガス安全高度化計画（平成 23年 5月）」を踏まえ、事故

等の撲滅を目指し鋭意取り組んできている。 

（２）公表項目の設定 

こうしたことから、当該計画に記載し、取り組んでいる事項を参考に抽出した

別紙３「公表項目一覧表」に掲げる項目を公表項目として設定することとする。 

 

なお、学習コンテンツにおける公表項目の内容の解説については、当該公表項目一

覧表にある「公表項目の解説」を引き続きブラシュアップして、平易な表現に改める。 

  



【別紙１】 

 

 

 

「見える化」制度のホームページ（イメージ図） 

 

 

 

 

 



【別紙２】検索システムの概要

用途区分 営業地域

A社
B社
C社 　

② ③ D社 ④
選択→ 選択→ E社 →→→→

参加 F社
① G社

選択→ H社
用途で選択 I社

② ③ A社
選択→ 選択→ B社 ④

C社 →→→→
D社
E社

不参加

需要家が新たにガス小売販売事業者を選ぶに当たって、

① 利用しようとするガスの用途区分を選択

② 利用場所（居住等）の地域を選択し、供給しているガス小売事業者を確認

③ ガス小売事業者を選択

④ 選んだガス小売事業者の自主保安等の活動内容を確認

事業者毎に公表項目毎の内容を
わかり易く記載し、公表する。

「
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【別紙３】

分類 公表項目

（１）保安の確保に関するマネジメント

（２）保安管理体制の整備

（３）保安教育・訓練の実施等

２．保安業務
（１）ＣＯ中毒事故防止対策 

①非安全型機器の撲滅に向けた取替促
　 進に係る取組

②消費機器調査時の換気励行等の安全
使用に係る取組

③消費機器および給排気設備のメンテナ
ンスに係る取組

④業務用換気警報器の設置促進の取組

（２）ガス漏えいによる爆発、火災事故防
止策

①消費機器の正しい操作方法・安全な使
用方法の周知に関する取組

②ガス栓や接続具の正しい接続方法の
　 周知・確認に関する取組

③ガス警報器の設置促進の取組

３．需要家への安
　　全教育・啓発 （１）需要家への保安啓発活動

４．他の制度によ
　　る保安表彰の
　　受賞歴

（１）本制度以外の保安表彰受賞履歴

（注意）
解説は、公表項目を理解して頂くため、作成したものであり、今後、内容の充実を図ることとしたい。

需要家の保有する機器・設備を調査し、その保有する消費機器・設備に即した、非安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係る周知・啓発を実施している。

需要家の保有する機器・設備を調査し、その保有する消費機器・設備に即した、小型湯沸器などの消
費機器調査時の換気等の安全使用に係る周知・啓発を実施している。

需要家の保有する機器・設備を調査し、その保有する消費機器・設備に即した、機器本体やダクト、
フード等の給排気設備のメンテナンスに係る周知・啓発を実施している。

消費機器等の不具合に起因するＣＯ中毒事故を未然に防止するため、需要家の保有する機器・設備
を調査し、その保有する消費機器・設備に即した、警報器の設置促進（業務用換気警報器等）を実施
している。

事業者の保安の取組が他の表彰評価制度により、表彰され、評価されたことを示す。

公　表　項　目　一　覧　表　　

需要家の保有する機器・器具を調査し、その保有する消費機器・器具に即した、ふろがまなどの消費
機器の正しい操作方法・安全な使用方法の周知、ガス栓や接続具の正しい接続方法などの周知・啓
発

需要家の保有する機器・器具を調査し、その保有する消費機器・器具に即した、ヒューズガス栓やゴ
ム管などの接続具の正しい接続方法の周知・啓発

需要家の保有する機器・器具を調査し、その保有する消費機器・器具に即した、ガス警報器の設置促
進

ガスの保安を確保するにあたり、よりわかりやすい安全関連制度(長期使用製品点検制度を含む。）・
施策の説明等を含めた安全広報活動を実施している。（例）「ガスと暮らしの安心運動、出前教育な
ど。

消費機器等の不具合に起因するガス漏えいによる爆発又は火災事故を未然に防止するための自主
保安活動の項目

１．保安管理体制

公表項目の解説

自主保安の確保およびその維持向上に関する取組方針（経営方針や目標など）をトップの宣言などで
明言し、社内に徹底するとともにホームページや広報誌等で公表して、確実に取り組まれている。

事業所拠点配置、保安管理組織などのガス小売事業者として保安業務を的確に遂行するために必要
な保安管理体制が整備されている。

保安従事者に対する教育訓練など保安業務を的確に遂行するための教育訓練を実施するとともに必
要な数の保安業務監督者（ガス主任技術者資格）および消費機器調査員などの資格取得者が充足さ
れている。

・消費機器等の不具合に起因するＣＯ中毒事故を未然に防止するための自主保安活動の項目

1／1
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評価項目の策定等について 

 

１．背景  

これまで国の都市ガス安全規制は、社会の動向やニーズを踏まえ安全水準の維

持・向上という本来の政策目的の達成を前提としつつ、各主体の自己責任原則を重

視し国の関与を必要最小限とした体系への転換を図ることで、それまでの事前規制

中心から事後規制中心の体制へ徐々に移行させ、現在のガス事業者の自主保安活動

が組み込まれた安全水準を維持するための好循環な仕組みが構築されてきた。 

この仕組みの中核をなすものが｢ガス安全高度化計画（平成 23年 5月）｣である。

ガス安全高度化計画では、「2020年時点における死亡事故ゼロ」などとする安全高

度化目標を策定し、国、ガス事業者、需要家及び関係者が各々の果たすべき役割を

着実に実行するとともに、各々が協働することで安全・安心な社会を実現すること

を目指すこととされている。 
 

＜安全高度化目標＞ 

 

 

 
 

＜安全高度化指標＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添２ 
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２．評価の考え方 

（１）需要家がガス小売事業者を適正に選択する上では、検索システムや学習コンテ

ンツなどのガス小売事業者の自主申告による情報提供とともに第三者の客観的な

評価による情報提供も必要であると考える。 

（２）自主保安等に係る評価の項目（以下、「評価項目」という。）の策定等に当たっ

ては、需要家の使用機器や使用環境は様々であり、家庭用需要家と業務用需要家

との差異もあることから、需要家が自身の使用機器や使用環境等に合ったガス小

売事業者を選択できるよう仕組みを作ることが重要である。またこの際、ガスの

小売自由化当初は、全ての需要家が保安について関心を持っているとは限らず、

ガス小売事業者を簡便かつスピーディーに選択したいというニーズもあると考え

られることから、このような需要家にも応える必要がある。 

（３）他方、ガス小売事業者にとっても自主保安等に取り組むインセンティブとなる

仕組みとすることが大切である。 

（４）こうした観点から、評価の仕組みを検討し、ガス小売事業者による自主保安等

の質を明らかにする制度を構築することにより、保安水準の維持、向上につなげ

る。 

 

３．評価項目の策定等 

評価の仕組みについては、家庭用需要家と業務用需要家とに分け、需要家自身の

使用機器や使用環境等に合った評価項目により評価し、評価結果が各ガス小売事業

者毎にわかるようにする。 

（１）評価項目 

評価項目については、公表項目と同一の項目とする。 

（２）評価項目毎の評価方法、基準など 

評価方法については、ガス小売事業者にとって自主保安等に取り組むインセン

ティブとなる仕組みとすることが大切である。 

評価項目毎の評価方法については、以下のとおり２段階、または３段階で評価

する。 

２段階：①未実施、②[GOOD]  

３段階：①未実施、②[GOOD]、③[EXCELLENT]  

［GOOD］と［EXCELLENT］との評価の基本的な考え方については、評価項目毎の

取組内容が②ガス小売事業者から需要家への一方向的な取組と、③需要家への改

善折衝等を伴うような双方向的な取組とに分かれ、またガス安全高度化計画の

「2020年時点における死亡事故ゼロ」などとする目標達成への寄与度としては、

②に比べて③の方が大きいと考えられることから、②へ取り組む申告内容であれ

ば［GOOD］、②に加えて③へ取り組む申告内容であれば［EXCELLENT］とする。 

また、この考え方に基づき、評価項目毎に評価の観点（基準）を作成し、当該
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評価の観点（基準）に基づき、ガス小売事業者が申告した取組内容を有識者によ

る審査委員会（運営委員会の下に設ける）で審査し、評価することとする（具体

的には、別紙を参照）。 

なお、評価の前提として、当該ガス小売事業者において需要家の非安全型機器・

経年設備の有無の把握などが確実に行われていること、当該機器等を有する全て

の需要家に対して対応することとしていることなどが必要であることから、申告

内容について、保安業務規定の内部規定、聞き取りなどにより対象需要家の抽出

方法、対象数など実施状況を確認する。 

また、次のイ．又はロ．に該当するガス小売事業者は、原則として本制度の対

象から除く。 

イ．現にガス事業法の法令違反の状態にあるもの又は過去５年以内に当該法令違

反により命令、取消し、罰則等の処分を受けたもの若しくはそれに類するもの。 

ロ．他法令の違反、刑事事件を起こし、ふさわしくないもの。 

（３）評価結果の表示方法（文字情報、マーク、記号等のイメージ情報など） 

評価結果の表示については、需要家にとってわかりやすく、また、簡便かつス

ピーディーに認識できる見せ方が必要である。見せ方としては、例えば、評価項

目毎の文字表示の［GOOD］、［EXCELLENT］と色表示の「灰色」、「青色」、「金色」と

の組み合わせたアイコン等のマークで表示するなど工夫したものとする。 

なお、検索システムにおいては、事業者間の比較がしやすいように、一覧の形

で示すことができるようにする。 

 

＜アイコン等の表示イメージ例＞ 

 



【別紙】
【家庭用需要家】

GOOD EXCELLENT

（１）保安の確保に
関するマネジメント

自主保安の確保およびその維持向上に関する取組方針を
表明している。（「表明している」とは、需要家に積極的に伝
えたいという意志を持って、わかりやすい表現で公表してい
ること。以下同じ。）

取組事例：
①自社ホームページ等において自主保安に積極的に取り組
む方針であるとの姿勢を公表、など

（２）保安管理体制
の整備

自主保安の取り組みを遂行するための管理体制が整備さ
れていることを表明している。

取組事例：
①自社ホームページ等において自社の保安管理体制をわ
かりやすい表現で公表、など

【関連法令等】
・ガス事業法　第160条　第1項
・小売保安省令　（保安業務規程）第12条　表中
　一　保安業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
　二　保安業務を管理する事業所ごとの保安業務監督者の選任に関すること。
【具体的な内容】
・保安業務規程に基づき、保安業務を的確に遂行するために必要な保安管理体制（事業
所拠点毎の保安管理組織等）を整備すること。

（３）保安教育・訓練
の実施等

保安従事者に対する教育、訓練の実施に必要な措置が取
られていることを表明している。

取組事例：
①自社ホームページ等において保安業務の従事者のスキ
ルや教育の実施状況等をわかりやすい表現で公表、など

【関連法令等】
・ガス事業法　第160条　第1項
・小売保安省令　（保安業務規程）第12条　表中
　四　保安業務に従事する者に対する保安にかかる教育及び訓練に関すること。

【具体的な内容】
・保安業務規程に基づき、保安業務に従事する者に対する教育・訓練等保安業務を的確
に遂行するための教育訓練を実施する。
・必要な数の保安業務監督者等及び消費機器調査員等の資格取得者を充足しているこ
と。

①非安全型機器の
撲滅に向けた取替
促進に係る取組

法定項目の内容に加え、非安全型機器の取替促進につい
て、独自に工夫し、需要家にとってわかりやすい一方向的な
伝達手段・手法により周知を実施している。（「実施している」
とは、当該取組を実施することについて、内部規程（社内マ
ニュアル等）、ホームページ、チラシなどいずれかで謳ってい
ること。以下同じ。）

取組事例：
①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載
した周知物等を投函することにより、非安全型機器の取替
促進周知を実施、など

左記の内容に加え、非安全型機器の取替促進について、需
要家に対して対面で説明するなど双方向的な伝達手段・手
法により取組を実施している。

取組事例：
①対面で安全型機器の安全性上の優れた点を説明
②不燃防なし小型瞬間湯沸器のCO測定
③不燃防なしCF、FE式給湯器のCO測定
④強制排気システムにおける排気扇の作動確認の実施
⑤不燃防なし浴室内CFふろがま等へのCO警報器の設置の
お勧め
⑥CF式・FE式ガス機器の給排気設備に係る技術基準適合
状況の確認、など

【関連法令等】
・ガス事業法第159条第1項
・対象機器：・小売保安省令第2条第1項第2号ロの表中(２）～（６）
・周知内容：小売保安省令第2条第1項第1号
　ハ　消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
　へ　次号の表の上欄（４）に掲げるふろがまに係る排気筒の点検に関する事項
　リ　イからチまでに掲げるもののほか、ガス使用に伴う危険の発生の防止に関し
　　　必要な事項

【対象機器】
　・不完全燃焼防止装置（以下不燃防）なし小型湯沸器
　・浴室内設置不燃防なしCF式ふろがま
　・屋内設置不燃防なしCF式及びFE式湯沸器
　・屋内設置不燃防なしCF式ふろがま
　・不燃防なし金網ストーブ
【周知内容※】
　・消費機器を設置又は使用する場合の換気の必要性（ハ）
　・また、給排気設備は異常のないよう時々点検する必要があること。（ハ）
　・浴室内設置不燃防なしCF式ふろがまを所有する需要家に対する周知に関する
　　こと。（へ）
　・ガスの安全使用に係る必要な事項（リ）
　・消費先の事故を防止するための安全設備、安全装置付き機器等の事故防止
　　機能にかかること。（リ）

②消費機器調査時
の換気励行等の安
全使用に係る取組

法定項目の内容に加え、換気励行等、消費機器の安全使
用に効果的な周知等について、独自に工夫し、需要家に
とってわかりやすい一方向的な伝達手段・手法により実施し
ている。

取組事例：
①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載
した周知物等を投函することにより、小型湯沸器の使用時
の換気の注意等の周知、など

左記の内容に加え、換気励行等、消費機器の安全使用に
ついて、需要家に対して対面により説明するなど双方向的
な伝達手段・手法により取組を実施している。

取組事例：
①対面で消費機器使用時の換気の必要性を説明
②安全使用ステッカー等の貼付状況の点検
③未貼付の需要家への安全使用ステッカー等の貼付、など

【関連法令等】
・ガス事業法第159条第1項
・周知内容：小売保安省令第2条第1項第1号
　イ　消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項
　ロ　消費機器の管理及び点検に関する事項
　ハ　消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項

【周知内容※】
　・供給するガスの種類と消費機器に表示されているガスの種類が適応している
　 こと。（イ）
　・適応していない場合の危険性（イ）
　・消費機器の操作や日常の管理については、取扱説明書によること。（ロ）
　・誤った操作や日常の管理を怠った場合、事故になる恐れがあること。（ロ）
　・消費機器を設置又は使用する場合の換気の必要性について。（ハ）
　・また、給排気設備は異常のないよう時々点検する必要があること。（ハ）

①消費機器の正し
い操作方法・安全
な使用方法の周知
に関する取組

法定項目の内容に加え、消費機器の正しい操作方法・安全
な使用方法について、独自に工夫し，需要家にとってわかり
やすい一方向的な伝達手段・手法により周知・啓発活動を
実施している。

取組事例：
①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載
した周知物等を投函することにより、消費機器の正しい操作
方法や安全な使用方法を周知、など

左記の内容に加え、消費機器の正しい操作方法・安全な使
用方法について、需要家に対して対面により説明するなど
双方向的な伝達手段・手法により取組を実施している。

取組事例：
①対面で需要家の消費機器について安全な使用方法を説
明
②消費機器の正しい操作方法を示したステッカーの配布お
よび需要家への貼付依頼、など

【関連法令等】
・ガス事業法第159条第1項
・周知内容：小売保安省令第2条第1項第1号
　イ　消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項
　ロ　消費機器の管理及び点検に関する事項
　ハ　消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項

【周知内容※】
　・供給するガスの種類と消費機器に表示されているガスの種類が適応している
　 こと。（イ）
　・適応していない場合の危険性（イ）
　・消費機器の操作や日常の管理については、取扱説明書によること。（ロ）
　・誤った操作や日常の管理を怠った場合、事故になる恐れがあること。（ロ）
　・消費機器を設置又は使用する場合の換気の必要性について。（ハ）
　・また、給排気設備は異常のないよう時々点検する必要があること。（ハ）

②ガス栓や接続具
の正しい接続方法
の周知・確認に関
する取組

法定項目の内容に加え、ガス栓・接続具の正しい接続方法
に関し、独自に工夫し，需要家にとってわかりやすい一方向
的な伝達手段・手法により周知・啓発活動を実施している。

取組事例：
①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載
した周知物等を投函することにより、接続具の正しい接続方
法を周知、など

左記の内容に加え、ガス栓・接続具の接続不備等が起因の
事故を防止するため需要家に対して対面により説明するな
ど双方向的な伝達手段・手法により取組を実施している。

取組事例：
①対面でガス栓や接続具の正しい接続方法を説明
②経年劣化したゴム管の取替のお勧め
③誤接続発見後の改善フォロー活動
④ガス栓キャップの取り付け
⑤ガス栓カバーの取り付け、など

【関連法令等】
・周知：ガス事業法第159条第1項
・周知項目：小売保安省令第2条第1項第1号
　　ロ　消費機器の管理及び点検に関する事項

【周知内容※】
　・消費機器の操作や日常の管理については、取扱説明書によること。
　・誤った操作や日常の管理を怠った場合、事故になる恐れがあること。

３．需要家へ
の安全教育・
啓発

（１）需要家への保
安啓発活動

需要家に対して、保安PR活動等を実施している。※※

取組事例：
①テレビ、ラジオによる保安PR活動の実施
②新聞、一般向け雑誌、ミニコミ誌等による保安PR活動の
実施
③保安PRポスターの掲示、ホームページでの広報、リーフ
レットの配布
④展示会等における保安PR活動の実施
⑤防災フェアにおける保安PR活動の実施
⑥学校での出前保安教育の実施
⑦防災・保安施設見学会の開催、など

４．他の制度
による保安表
彰の受賞歴

（１）本制度以外の
保安表彰受賞履歴

事業者の保安の取組が、国、自治体、業界などからの保安
表彰など、他の表彰評価制度により、表彰され、評価された
ことがある。

※周知内容については、通達　７資公部第71号「消費機器に関する周知及び調査の制度の運用について」を参照して記載。

※※当該項目の評価の観点（基準）については、小売事業者の実際の申告内容を踏まえ、EXCELLENTも設けることができるかどうかについて引き続き検討。

評価の観点（基準）

評価項目と評価の観点（基準）

法定項目（参考）

事業者の保安の取組が他の表
彰評価制度により、表彰され、
評価されたことを示す。（平成２
９年４月以降の実績であって、
評価する時点の過去５年間に評
価されたものに限る。）

非安全型機器の取替促進に寄
与する取組を実施していること。

換気等の安全使用に係る取組
を実施していること。

（２）ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策
（消費機器等の不具合に起因するガス漏えいによる爆発又は火災事故を未然に防止するための自主保安活動の項目）

（１）ＣＯ中毒事故防止対策
（消費機器等の不具合に起因するＣＯ中毒事故を未然に防止するための自主保安活動の項目）

２．保安業務

消費機器の正しい操作方法や
安全な使用方法の取組を実施し
ていること。

ガス栓や接続具の正しい接続方
法に関する取組を実施している
こと。

需要家に対する保安PR活動を
実施していること。

評価（公表）項目 評価項目の解説大分類

１．保安管理
体制

自主保安の確保およびその維
持向上に関する取組方針を表
明していること。

自主保安の取り組みを遂行する
ための管理体制が整備されてい
ることを表明していること。

保安従事者に対する教育、訓練
の実施に必要な措置が取られ
ていることを表明していること。



【業務用需要家】

GOOD EXCELLENT

（１）保安の確保に
関するマネジメント

自主保安の確保およびその維持向上に関する取組方針を
表明している。（「表明している」とは、需要家に積極的に伝
えたいという意志を持って、わかりやすい表現で公表してい
ること。以下同じ。）

取組事例：
①自社ホームページ等において自主保安に積極的に取り組
む方針であるとの姿勢を公表、など

（２）保安管理体制
の整備

自主保安の取り組みを遂行するための管理体制が整備さ
れていることを表明している。

取組事例：
①自社ホームページ等において自社の保安管理体制をわ
かりやすい表現で公表、など

【関連法令等】
・ガス事業法　第160条　第1項
・小売保安省令　（保安業務規程）第12条　表中
　一　保安業務を管理する者の職務及び組織に関すること
　二　保安業務を管理する事業所ごとの保安業務監督者の選任に関
　　　　すること

【具体的な内容】
・保安業務規程に基づき、保安業務を的確に遂行するために必要な保安管理体制（事業所拠点
毎の保安管理組織等）を整備すること。

（３）保安教育・訓練
の実施等

保安従事者に対する教育、訓練の実施に必要な措置が取
られていることを表明している。

取組事例：
①自社ホームページ等において保安業務の従事者のスキ
ルや教育の実施状況等をわかりやすい表現で公表、など

【関連法令等】
・ガス事業法　第160条　第1項
・小売保安省令　（保安業務規程）第12条　表中
　四　保安業務に従事する者に対する保安にかかる教育及び訓練に関すること。

【具体的な内容】
・保安業務規程に基づき、保安業務に従事する者に対する教育・訓練等保安業務を的確に遂行
するための教育訓練を実施する。
・必要な数の保安業務監督者等及び消費機器調査員等の資格取得者を充足していること。

①消費機器および
給排気設備のメン
テナンスに係る取
組

法定項目の内容に加え、消費機器および給排気設備のメン
テナンスについて、独自に工夫し，需要家にとってわかりや
すい一方的な手段・手法により周知・啓発活動を実施してい
る。（「実施している」とは、当該取組を実施することについ
て、内部規程（社内マニュアル等）、ホームページ、チラシな
どいずれかで謳っていること。以下同じ。）

取組事例：
①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載
した周知物等を投函することにより、給排気設備のメンテナ
ンスに関する周知を実施、など

左記の内容に加え、消費機器および給排気設備のメンテナ
ンスについて、需要家に対して対面など双方向的な伝達手
段・手法により取組を実施している。

取組事例：
①給排気設備不備の場合における具体的な改善提案の実
施
②業務用厨房における換気ステッカーの貼付状況の点検
③未貼付の需要家への換気ステッカーの貼付、など

【関連法令等】
・ガス事業法第159条第1項
・周知項目：小売保安省令第2条第1項第1号
　　ロ　消費機器の管理及び点検に関する事項
　　ハ　消費機器を使用する場所の環境及び換気に関する事項

【周知内容※】
　・消費機器の操作や日常の管理については、取扱説明書によること（ロ）
　・誤った操作や日常の管理を怠った場合、事故になる恐れがあること（ロ）
　・消費機器を設置又は使用する場合の換気の必要性について。（ハ）
　・また、給排気設備は異常のないよう時々点検する必要があること。（ハ）

②業務用換気警報
器の設置促進の取
組

業務用換気警報器の設置促進について、独自に工夫した手
段・手法により周知を実施している。

取組事例：
①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載
した周知物等を投函することにより業務用換気警報器の設
置促進に関する周知を実施
②接する機会における対面での業務用換気警報器の設置
及び取替えのお勧めを実施、など

左記の内容に加え、業務用換気警報器の設置促進につい
て、 需要家の使用環境に応じ、業務用換気警報器の設置
及び取替えを行うなど積極的な取組を実施している。

取組事例：
①巡回折衝などにより、需要家の使用環境に応じた業務用
換気警報器の設置及び継続的な取替えを実施、など

①消費機器の正し
い操作方法・安全
な使用方法の周知
に関する取組

法定項目の内容に加え、保有する業務用機器に即した正し
い操作方法・安全な使用方法について、独自に工夫し、需
要家にとってわかりやすい一方向的な伝達手段・手法により
周知・啓発活動を実施している。

取組事例：
①ポイントを簡潔に表現するなど需要家にわかりやすく記載
した周知物等を投函することにより、業務用消費機器の正し
い操作方法や安全な使用方法を周知、など

左記の内容に加え、保有する業務用機器に即した正しい操
作方法・安全な使用方法について、需要家に対して対面な
ど双方向的な伝達手段・手法により取組を実施している。

取組事例：
①対面で需要家の消費機器について安全な使用方法を説
明
②安全使用ステッカー等の貼付状況の点検
③未貼付の需要家への安全使用ステッカー等の貼付、など

【関連法令等】
・ガス事業法第159条第1項
・周知内容：小売保安省令第2条第1項第1号
　イ　消費機器の供給するガスに対する適応性に関する事項
　ロ　消費機器の管理及び点検に関する事項

【周知内容※】
　・供給するガスの種類と消費機器に表示されているガスの種類が適応している
　 こと（イ）
　・適応していない場合の危険性（イ）
　・消費機器の操作や日常の管理については、取扱説明書によること（ロ）
　・誤った操作や日常の管理を怠った場合、事故になる恐れがあること（ロ）

②ガス栓や接続具
の正しい接続方法
の周知・確認に関
する取組

法定項目の内容に加え、ガス栓・接続具の正しい接続方法
に関する一方向的な伝達手段・手法により周知・啓発活動
を実施している。

取組事例：
①周知物等を投函することにより接続具の正しい接続方法
を周知、など

左記の内容に加え、ガス栓・接続具の接続不備等が起因の
事故を防止するため需要家に対して対面など双方向的な伝
達手段・手法により取組を実施している。

取組事例：
①対面でガス栓や接続具の正しい接続方法を説明
②経年劣化したゴム管の取替のお勧め
③誤接続発見後の改善フォロー活動
④ガス栓キャップの取り付け
⑤ガス栓カバーの取り付け、など

【関連法令等】
・ガス事業法第159条第1項
・周知項目：小売保安省令第2条第1項第1号
　　ロ　消費機器の管理及び点検に関する事項

【周知内容※】
　・消費機器の操作や日常の管理については、取扱説明書によること
　・誤った操作や日常の管理を怠った場合、事故になる恐れがあること

③ガス警報器の設
置促進の取組

法定項目の内容に加え、ガス警報器の設置促進に関する
一方向的な伝達手段・手法により周知・啓発活動を実施して
いる。

取組事例：
①周知物等を投函することによりガス警報器の設置促進を
周知、など

左記の内容に加え、ガス警報器の設置促進について、需要
家に対して対面など双方向的な伝達手段・手法により取組
を実施している。

取組事例：
①警報器の交換時期のお知らせ及び取替えのお勧めの実
施、など

３．需要家への
安全教育・啓発

（１）需要家への保
安啓発活動

需要家に対して、保安PR活動等を実施している。※※

取組事例：
①テレビ、ラジオによる保安PR活動の実施
②新聞、一般向け雑誌、ミニコミ誌等による保安PR活動の
実施
③保安PRポスターの掲示、ホームページでの広報、リーフ
レットの配布
④展示会等における保安PR活動の実施
⑤防災フェアにおける保安PR活動の実施
⑥学校での出前保安教育の実施
⑦防災・保安施設見学会の開催、など

４．他の制度に
よる保安表彰
の受賞歴 （１）本制度以外の

保安表彰受賞履歴

事業者の保安の取組が、国、自治体、業界などからの保安
表彰など、他の表彰評価制度により、表彰され、評価された
ことがある。

※周知内容については、通達　７資公部第71号「消費機器に関する周知及び調査の制度の運用について」を参照して記載。

※※当該項目の評価の観点（基準）については、小売事業者の実際の申告内容を踏まえ、EXCELLENTも設けることができるかどうかについて引き続き検討。

２．保安業務

事業者の保安の取組が他の表
彰評価制度により、表彰され、
評価されたことを示す。（平成２
９年４月以降の実績であって、
評価する時点の過去５年間に評
価されたものに限る。）

保有する業務用機器に即した正
しい操作方法や安全な使用方
法の取組を実施していること。

ガス栓や接続具の正しい接続
方法に関する取組を実施してい
ること。

ガス警報器の設置促進に関す
る取組を実施していること。

需要家に対する保安PR活動を
実施していること。

消費機器および給排気設備の
メンテナンスに係る取組を実施
していること。

業務用換気警報器の設置促進
に寄与する取組を実施している
こと。

（１）ＣＯ中毒事故防止対策
（消費機器等の不具合に起因するＣＯ中毒事故を未然に防止するための自主保安活動の項目）

（２）ガス漏えいによる爆発、火災事故防止策
（消費機器等の不具合に起因するガス漏えいによる爆発又は火災事故を未然に防止するための自主保安活動の項目）

自主保安の取り組みを遂行する
ための管理体制が整備されて
いることを表明していること。

保安従事者に対する教育、訓練
の実施に必要な措置が取られ
ていることを表明していること。

自主保安の確保およびその維
持向上に関する取組方針を表
明していること。

評価の観点（基準）

評価項目と評価の観点（基準）

法定項目（参考）評価項目の解説評価（公表）項目分類

１．保安管理
体制


