
 

 

平成２９年度 事業計画 

 

 

Ⅰ．はじめに 

ＬＰガス業界を取り巻く環境は、輸入価格の変動、電力小売の自由化、都市ガス小売の自由化、

また総合エネルギー企業の台頭など、今後の事業環境は予断を許さない状況にある。また、地球温

暖化による環境対策など、課題は山積みしている。このような環境下においてもＬＰガスは昨年 4

月の熊本地震においていち早く復旧をし、エネルギー供給の「最後の砦」として役割を発揮した。 

平成 26 年 4 月「エネルギー基本計画」において平時の国民生活、産業活動を支えると共に、緊急時

にも貢献できる分散型のクリーンなガス体エネルギー源として、我が国において必要不可欠なエネ

ルギーと位置づけられている。 

 また、次世代のエネルギーとして期待されている水素に関しては、昨年 3 月に改訂された水素・

燃料電池戦略ロードマップにより、燃料電池自動車（ＦＣＶ）は東京オリンピック・パラリンピッ

クが開催される 2020 年までに 4 万台、2025 年までに 20 万台の普及が目標とされ、また水素ステー

ションについては 2020 年までに 160 箇所、2025 年までに 320 箇所の整備目標が設定されている。 

今後のエネルギー産業は、様々な変革を求められる状況下、当協会はＬＰガスの更なる保安・保

全に対する活動のほか、ＬＰガス以外のエネルギーの新たな技術・法規制への対応が求められるこ

とになる。 

このような環境において当協会はエネルギー産業を取り巻く情勢に対応すべく設備の設計、製造、

検査に至るまでの一貫した体制を会員各社により構築できる唯一の協会であることを「強み」とし、

引き続きＬＰガスの安全・安心の確保に対し関連業界との連携を強化しつつ、ＬＰガスに止まらず

水素を含むＬＰガス以外のエネルギー分野へも挑戦する。 

 

Ⅱ．基本方針 

ＬＰガス設備関連の安全性を確保するため、保安・保全の提言が出来るよう会員が一体とな

り検討を実施する。 

企画委員会、技術委員会、検査事業者委員会の連携・協力により、プラント技術、検査技術

の向上を図る。 

水素エネルギーについて水素ステーションに関する知見を得るための活動を実施する。 

 

１． 協会運営に関する事業計画、事業予算、広報、情報提供による円滑な運営、及び信頼さ

れる協会への活動を推進する。 

２． 会員各社が保有する技術情報の有効利用により、協会全体の技術力向上を図り、関係事

業者、団体、行政から信頼を得る活動を推進する。 

３． 高圧ガスプラントの無事故を目指し、保安・保全技術の向上を図り、保安検査技量の向

上を推進する。 

４．協会内において公平性を確保し、非破壊試験資格認証を認証マニュアルに基づき運営す

る。 

 

 

 



 

Ⅲ．委員会活動計画 

ＪＬＰＡ基本方針の具体的活動は各委員会にて実施する。実施にあたっては常任委員会で

各委員会提案を審議し理事会へ上程、承認を得て実行する。 

   

１． 企画委員会活動計画 

 １－１．事業目的 

 日本エルピーガスプラント協会運営に関する事業計画、事業予算を提案し、広報・情

報提供を行い、円滑な運営及び信頼される協会として活動を推進する。 

 

１－２．事業方針 

(1)単年度事業計画、中長期事業計画の企画・策定する。 

(2)新規取組事業の企画立案を行う。 

(3)協会の講習会事業の企画、開催を行う。 

(4)協会情報の充実した提供を行う。 

(5)会員向け保険事業を行う。 

(6)会員の教育・研修に関する企画・実施する。 

 

１－３．活動の具体策 

（１）企画推進部会 

ＪＬＰＡの新規事業の策定として２テーマを技術委員会と協業し推進する。 

①ＬＰガス関連の保安保全の新たな事業展開について 

「老朽化したＬＰガス設備の維持管理方法」の新たな作成 

②ＬＰガス設備以外の新規事業展開を模索する 

「水素ステーションの検査技量を習得する方向に向けて活動展開」 

 

（２）事業推進部会 

 ＪＬＰＡの安定した事業収入と拡大を図る。 

 ①保安管理技術研修会、保安実務者研修会、バルク供給セミナーについて 

  ・受講者増員計画を検討し、実施策を会員へ依頼し集客を図る。 

  ・目的とターゲットを明確にして魅力あるテーマを企画し開催する。 

  ・５年計画の研修会テーマを策定し、関係先に講師派遣を依頼する。 

 

②非破壊試験講習の充実（検査員のレベルアップ） 

  ・資格取得をＪＬＰＡ会員へ推進する 

    新人社員：Ａ種検査員講習会の受講と非破壊試験資格レベル１の取得 

    中堅社員：入社３年目までに非破壊試験資格レベル２を取得させる。 

  ・合格率向上を目的に講習日数、内容を検討する。 

 

③検査員向け講習会について 

  ・高圧ガスプラント検査技術者講習会（Ａ種検査員 新規） 

  ・高圧ガスプラント検査技術者講習会（Ａ種検査員 資格更新） 

 

（３）保険部会 

①保険加入者の拡大を図る。 



 

団体定期保険（生命保険）から業務災害補償保険（損害賠償保険）へ切り替えに伴う

加入社の拡大を行う。 

②団体保険としてのスケールメリットを考え、検査賠償責任保険、工事賠償責任保険、組

立保険の加入社の拡大を図る。 

③ＪＬＰＡサービスの運営管理を行う。 

 

（４）情報部会 

ＪＬＰＡ活動内容、業界情報等を協会員へ充実した情報提供を検討し確立させる。 

① 機関誌「ＬＰガスプラント」の見直し 

協会員のための内容と外部へＪＬＰＡを広報する内容等の掲載内容を検討する。 

②ＪＬＰＡホームページの見直し 

会員専用ページの充実を図り会員の要求を反映させる。一般ページでは広くＪＬＰ

Ａを知ってもらうため広報色を強めＰＲを進める。 

③メールマガジンの検討 

ホームページへのアクセスを増加させるべくメールマガジンも検討する。 

④Ｗｅｂ会議の推進 

ＪＬＰＡ会員が全国におられるため各委員会への出席に遠方から経費と時間が掛

かっているため、人的合理化とペーパーレス化を図るためＨＰ内に会議資料を置きＷ

ｅｂ会議を提案し実行に移す。 

 

２．技術委員会活動計画 

２－１．事業目的 

本委員会はメーカ・エンンジニアリング・検査が三位一体となりＬＰガス事業者に対

し技術・保安をハード・ソフト両面からサポートすることにより社会から信頼されるＬ

Ｐガス業界への貢献目的とする。 

また、ＬＰガスの枠にとらわれず他エネルギー事業者からも信頼を得られる具体的な

活動についても併せて取り組むこととする。 

 

２－２．事業方針 

(1) 技術・保安上の課題、法改正等への迅速な対応 

(2) 規格・基準等の必要性を考慮した改正、見直し対応 

(3) 行政・関係団体へ参画し、ＪＬＰＡの位置付向上 

(4) 技術・保安に関する知識等を周知するための講習会への協力 

(5) 新エネルギーへの技術・保安面への取組に対する情報収集 

 

２－３．活動具体策 

(1) 技術委員会の開催 

①年２回（10 月、2 月）開催する。 

②業種毎の情報交換会の実施（具体的には後述の新事業への取組） 

 

２－４．ＪＬＰＡ新事業への取組について  

ＪＬＰＡ事業方針の「ＬＰガスに係る設備事業、及びＬＰガス以外の設備事業につい

ての検討（以下、「新事業」という。）」に基づいた活動を行う。 

平成２９年度は新事業への取組に当たって関係者が同じ目的に向かうための認識合



 

わせの活動（具体的には関係者等による認識合わせのための意見交換会の実施。）を行

う。この活動のテーマと活動具体策を次に示す。 

 

(1)ＬＰガス関連の保安・保全の新たな展開について 

  ＬＰガス設備の老朽化対策として機器類の定期更新提案事業の可否を検討する。 

目  的 

設備、特に機器類の老朽化が起因となる事故防止、及び突発の故障等

による運転停止を起こさないための対策として機器類の定期更新を充

塡所事業者に定期更新指針等により提案する。 

対象機器 
ポンプ・コンプレッサ等の動機械、充塡機、散水ポンプ・ガス漏れ検

知警報設備等の防災設備、弁等とする。 

活動具体策 

平成 29 年度は目的の実現性可否についての活動を行う。 

1)関係者(機器メーカ、充填所事業者等)によるニーズの把握 

機器メーカ関係者による意見交換会、アンケート等の実施 

（例）・ﾎﾟﾝﾌﾟ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ ・ｶﾞｽ漏れ検知警報設備 

    ・充塡機  ・蒸発器 ・バルブ類 等 

2)定期更新提案項目等の検討 

定期更新を提案するためのバックデータ等の収集可否 

上記 1)、2)について機器毎に実現性の可否を検討する。 

期  限 
１年間を目途に機器毎の実現性可否を判断し、実現可の場合は、実現

に向けての具体的方策等次のステップ（推進検討ＷＧ設置等）に進む。 

 

(2)ＬＰガス以外の新規事業展開について 

水素関連事業への取組可否を判断し、取組となった場合に具体策を検討する。 

目  的 
水素ステーション等水素関連設備の検査技量習得を図りプ

ラント、検査業務への取組み可否判断を行う。 

活動具体策 

平成 29 年度は水素関連業務への取組可否についての活動を

行う。 

1)関係者(機器メーカ、検査会社等)によるニーズの把握 

 水素関連業務関係者による意見交換会 

 （例）・機器メーカ ・エンジニアリング ・検査会社等 

2)取組となった場合の要求項目の検討 

 要求される技量  

技量向上の手段（知識、実務の習得手段） 

上記、1)、2)について実現性の可否を検討する。 

期  限 
１年間を目途に実現性可否を判断し、実現可の場合は具体的

実現に向けてのステップ（推進検討ＷＧ設置等）に進む。 

 

 

 

 

 

 



 

２－５．各ＷＧ活動計画 

(1)バルク供給ＷＧ 

①バルク貯槽 20 年告示検査が開始されることに伴い検査に関する具体的課題への対応

を行う。 

②日本ＬＰガス団体協議会保安委員会、高圧ガス保安協会液化石油ガス規格委員会及び

関連委員会へ参画する。 

③バルク供給セミナーへの演目、講師派遣を行う。 

 (2)蒸発器ＷＧ 

①消費型蒸発器の KHK 認定マニュアルへの対応 

 1)現状の認定申請、更新時の手続き等についての改正 

 2)新製品について KHK の認定を受けるための条件(実績、構造、業界周知等)検討 

②消費型蒸発器の維持管理要領の見直し、及び需要家への周知 

  現状の「ＬＰガス消費型蒸発器維持管理指針」の見直し（もっとわかりやすく）と

需要家への周知を行う。 

③消費型蒸発器の経年劣化調査の検討 

  実際に設置されている蒸発器の劣化と経年の関係を調査し、取替え・メンテナンス

実施の促進につなげるため、現状の状況、取組方法を検討する。 

(3)タンクローリＷＧ 

タンクローリ、バルクローリに関する情報交換を行い課題の確認 

(4)ディスペンサ等計量機ＷＧ ＜新規＞ 

  計量機に係る計量法と高圧ガス保安法の適用範囲等の検討 

(5)ＪＬＰＡ基準見直しＷＧ ＜新規＞ 

     ＪＬＰＡ基準の見直し・確認等の分類検討、及び実施スケジュール等の検討 

 

２－６．関係団体への参画 

ＬＰガス関係団体等に委員を派遣し、ＪＬＰＡの意見等の提案を行う。 

 

 

３． 検査事業者委員会活動計画 

３－１．事業目的 

     本委員会は、高圧ガス製造事業所の事故撲滅を目指し保守・保安検査技術の向上と

安全保安・予防保全の強化に努める。 

認定検査事業者の地位向上を図るため検査事業に関連する高圧ガス設備の保守・保全

等に係る法的、技術的な知見を高め検査技術のレベルアップを図る。 

     

３－２．事業方針 

① 認定検査事業者の地位向上に図る。 

② 検査技術の向上を図るための企画立案を行う 

③ 検査員の検査技量の向上を図るための企画立案を行う。 

④ 検査に係る法令改正・運用に係る情報の提供を行う。 

⑤ 設備維持管理に反映する検査データの活用を行う。 

⑥ 検査に係る事故対応、再発防止を指導する。 

 

 



 

３－３．活動の具体策 

(1)広報活動 

広報活動として、高圧ガス保安協会(ＫＨＫ)認定検査事業者制度について、パンフレッ

トの作成と配布をブロック会開催県の保安担当行政に広報活動を行っていく。 

(2)検査技術者の技術向上に係る活動 

検査技術者の技術向上を目的に次の活動を行っている。 

① 検査技術の向上とともに検査員としての意識向上を目的に、隔年非破壊試験競技大会を

開催する。次期開催（平成 31 年 1 月頃)の基本計画を行っていく。 

② 検査技術者の技術の向上を目的として、検査事業者委員会にＷＧを設置し研修会等の開

催推進と開催内容を協議していく。又事故撲滅を目指し安全保安・予防保全の対応施策

を協議する。 

③検査業務以外の分野における情報に関して、各地区ブロック会が中心となり、ブロック

会研修会との位置付けで、検査員研修を行っていく。 

(3)委員会会議の開催 

平成 29 年 9 月及び平成 30 年 2 月の２回とする。 

(4)全国大会の開催 

   高圧ガス保安協会認定検査事業者相互の情報交換及び懇親を目的に、毎年 3 月初旬に東

京で開催する 

 

３－４．各地区ブロック会の開催 

検査事業者委員会に所属する検査事業者は、７地区（北海道、東北、関東甲信越、中部、

関西、中国四国及び九州）にブロック会を設置し、情報交換及び懇親を目的として活動を行う。  

活動内容として、 

(1)総会 ：活動報告及び活動計画について協議する。 

(2)研修等：検査実務者のための研修を行う。 

 

３－５．タンクローリ検査部会活動 

タンクローリ検査部会は、ＫＨＫ認定液化石油ガスタンクローリ検査事業者（１３事業者）

で構成され、春季及び秋季の２回部会を開催する。 

また、ＬＰガス事故防止委員会(ＫＨＫに事務局を置く)に委員を派遣し、ＬＰガスタンク

ローリ一再点検(毎年 7 月実施)への協力及び手順書「ＬＰガスタンクローリ点検要領」への提

言を行いＬＰガスタンクローリの事故防止に寄与していく。 

 

３－６．検査問題調査対策部会 

現在、保守検査時の不具合を収集し、機関誌「ＬＰガスプラント」で報告していく。 

平成 27 年度及び平成 28 年度の保安検査は、特に貯槽の製造年及び貯槽付属機器(元弁類)

の製造年について今年も纏め報告する。 

平成 29 年度は、前年度の調査結果を取りまとめ報告していくため、検査事業者各位に依頼

し多くの不具合データの収集を目指していく。 

平成 19 年度より使用している書式による不具合収集は、平成 28 年度分収集で終了し、平

成 29 年度より新たな書式による不具合収集を行っていく。 

 

 

 



 

４． 非破壊試験技術者認証委員会活動計画 

４－１．事業目的 

(1)平成 28 年下期より開始された改正 JIS Z 2305:2013 （非破壊試験技術者の資格及び

認証）による認証事業を実施する。 

(2)JIS Z 2305:2013 に要求された JIS Q 17024:2012（適合性評価－要員の認証を実施す

る機関に対する一般要求事項）に基づいた認証マニュアルにより、申請者に対する公

正・中立な認証業務を実施する。 

 

 ４－２．事業方針 

(1) 非破壊試験技術者資格の認証業務を実施する。 

(2) 非破壊試験技術者資格の認証試験に関する業務を行う。 

(3) 新規資格認証の発行と更新、再認証業務を行う。 

(4) 一般社団法人日本非破壊検査協会との相互認証制度の維持運営業務を行う。 

(5) JIS Q 17024 に基づくマネジメントシステムの維持管理を行う。 

 

４－３．活動の具体策 

(1)試験委員会  

非破壊試験技術者の認証試験に関する業務を実施する。 

 試験問題の作成 

 認証試験の実施及び評価 

 

(2)審査委員会 

認証試験結果及び各種証明を確認し新規資格認証を発行する。 

更新、再認証に関する業務を行う。 

 

(3)管理部 

① 各種資格試験の年度計画及び会員への案内、運営管理を行う。 

② 一般社団法人日本非破壊検査協会との相互認証制度の維持運営業務を行う。 

③ JIS Q 17024:2012 に基づくマネジメントシステムの維持管理を行う。 

 

（4）諮問委員会 

委員会の活動が、JIS Q 17024:2012 に従い適正かつ公平に運営されていることを監

視し、必要に応じて委員長に助言及び提言する業務を行う。 

 

(5)異議申立・苦情処理委員会 

非破壊試験技術者技量認証に関わる利害関係者の異議申立及び苦情の処理する業務

を行う。 

 

※講習会の実施は、別組織の企画委員会 事業推進部会で実施する。 

 

Ⅳ．関係官庁他団体との協力及び提言 

 関係官庁、団体等に委員を派遣する等、連携協力する。 

１．経済産業省関係 

  (1) 商務流通保安グループ 



 

   ①「産業構造審議会保安分科会高圧ガス小委員会」への委員派遣 

   ② 高圧ガス保安室及びガス安全室主催の都道府県保安担当者向け研修会への講師派遣 

③ 高圧ガス保安室と定期意見交換会 

  (2) 経済産業省 中小企業庁 

   ① 中小企業中小企業等経営力強化法（平成 28 年 7 月施行）に基づく固定資産税の課税

標準の特例に係る証明書の発行（平成 31 年 3 月 31 日まで） 

 ２．高圧ガス保安協会(ＫＨＫ)関係 

(1) 高圧ガス保安協会の運営に対し、評議員として参画。 

(2) 技術委員会及び各規格委員会への委員派遣。 

(3) ＬＰガスバルク供給に関する各種専門委員会への委員派遣。 

(4) ＬＰガス安全委員会への委員派遣。 

(5) ＬＰガスタンクローリ事故防止委員会に対し委員派遣。 

   

 ３．日本ＬＰガス団体協議会関係 

  (1) 理事会及び各委員会（政策、需要開発、防災、広報、保安）並びに部会（高圧、液石）

への委員派遣。 

  (2) 都道府県ＬＰガス協会主催の「保安講習会」に対し、各地区協会からの要請に基づき

講師を派遣するなどしてその業務を支援する。 

  

４．その他の団体関係 

   (1) 一般財団法人エルピーガス振興センターが実施する、補助、受託事業に対し、当協会

に関連する分野に関しては積極的に協力支援する。 

  (2) 非破壊検査技術者資格の相互認証関係にある一般社団法人日本非破壊検査協会の各 

種委員会に対し、委員を派遣し当協会の意向を具申する。 

  (3) ＬＰガス自動車充てん口の国際規格化（ISO 規格化）に関し、一般社団法人日本自動

車技術会 規格委員会 環境部会 ＬＰガス自動車分科会に対し、委員を派遣し協力

を行う。 

 

５．講習会、研修会、試験の実施日程 

(1)製造事業者、販売事業者向け 

講習会名称 場所 開催日 

保安管理技術者研修 
東京(きゅりあん) 5月 23日(火) 

大阪(エル・おおさか) 5月 25日(木) 

保安検査実務者研修 
東京(大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ) 11 月 06 日(月) 

大阪(エル・おおさか) 10 月 17 日(火) 

バルク供給セミナー 
東京(きゅりあん) 9月 25日(月) 

大阪(エル・おおさか) 9月 29日(金) 

 

 

 

 



 

(2)検査会社検査員向け 

講習会名称 場所 開催日 

高圧ガスプラント技術者講習会 

(A 種検査員(新規)) 

東京 

(日本消防会館) 

平成 30 年 

2 月 7 日(水) 

～8 日(木) 

高圧ガスプラント技術者講習会 

(A 種検査員資格講習) 

東京(大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ) 12 月 5 日(火) 

大阪(エル・おおさか) 12 月 12 日(火) 

 

 

(3)非破壊試験技術者資格受験者向け 

講習会名称 場所 開催日 

レベル１・２実技講習会 川崎 4 月 19 日(水) 

レベル１講習会(学科・実技) 川崎 6 月 19 日(月)～23 日(金) 

レベル１・２実技講習会 川崎 7 月 17 日(月) 

レベル１・２実技講習会 川崎 10 月 11 日(水) 

レベル１・２実技講習会 川崎 平成 30 年 1 月 22 日(月) 

レベル２講習会(学科・実技) 川崎 
平成 30 年 2 月 26 日(月)～3 月

2 日(金) 

 

(4)ガスプラント非破壊試験技術者資格試験 

試験内容 場所 開催日 
新規 

試験 

新規 

再試験 

再認証 

試験 

再認証 

再試験 

実技試験パート 川崎 4 月 20 日（木） 対象 対象 対象 対象 

一般試験パート 

専門試験パート 

（筆記試験） 

川崎 4 月 21 日（金） 対象 対象 － － 

実技試験パート  川崎 7 月 18 日（火） － － 対象 対象 

実技試験パート  川崎 10 月 12 日（木） 対象 対象 対象 対象 

一般試験パート 

専門試験パート 

（筆記試験） 

川崎 10 月 13 日（金） 対象 対象 － － 

実技試験パート  川崎 
平成 30 年 1 月

23 日（火） 
－ － 対象 対象 

 

以上 


