
 

平成３０年度 事業計画 

 

 

Ⅰ．はじめに 

ＬＰガスは、化石燃料の中でも燃焼時の CO2 の排出量が少なく、また、平時の国民生活、産業活

動を支えるとともに、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、その

重要性はますます高まっている。当協会では，ＬＰガスがあらゆる局面においても安心して利用し

て戴けるよう、「ＬＰガス施設の保安・保全の充実」と「業界自主基準の周知徹底」を積極的に進め

ていくことで，高圧ガスの保安確保に向けた情報を発信し、事故防止に向けより一層の努力を続け

ていく。昨年からＬＰガス設備の老朽化対策として，専門のワーキンググループを立ち上げ，「ＬＰ

ガス設備の定期更新」に関する基準作りを開始している。また、国の第 5 次エネルギー基本計画策

定に向けた議論が進められているが、ＬＰガスが今後も我が国のエネルギー政策の一翼を担うため

には、日本ＬＰガス団体協議会をはじめ関係団体と様々な課題に挑戦していく必要がある。 

一方ＬＰガス以外に目を向けると、2050 年に向けたパリ協定の目標を踏まえ、日本のエネルギー

供給構造を多様化させ、大幅な低炭素化を実現する手段として、水素に大きな期待が寄せられてお

り、水素エネルギー社会の実現に向け国を挙げて動き出している。加えて，昨年の 4 月からは都市

ガスの小売自由化がスタートしており、エネルギー業界は大きな変貌を遂げようとしている。 

当協会は、ＬＰガス設備の設計・施工・検査・メンテナンスから、製造まで含めた多様な事業者

で構成されており、幅広い知見が集まる利点を最大限に活用し、水素も含めた新たなテーマにも果

敢に取り組んでいく。今後も高圧ガス設備の保安・保全の担い手として、より一層「頼られるＪＬ

ＰＡ」、「魅力あるＪＬＰＡ」を目指し、プラント技術・検査技術の向上に邁進する。 

 

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。 

 

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．事業推進部会 

 ＪＬＰＡの安定した事業収入と拡大を図る。 

 収益改善の分析を行い経費構造の見直しを図る。 

 (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 

・保安技術ＳＷＧ、機器メンテＳＷＧ、非破壊試験ＳＷＧで内容に応じた企画を行う。 

・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 

  ・合格率向上を目的に講習日数、内容を検討する。 

  ・継続的に運営できる企画・教育体制を構築する。 

 

(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）の開催 

  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）の開催 

 ・講習用のパワーポイント資料の作成と研修内容の見直しを図る。 

 ・講師グループを構築し、安定した講師を確保する。 

 

１－４．保険部会 

(1)保険加入者の拡大を図る。 

団体業務災害補償保険（損害賠償保険）への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。 

(3)Ｗｅｂ申し込みできるシステムを立ち上げる。 

(4)ＪＬＰＡサービスの運営管理を行う。 



１－５．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。 

(2)ＪＬＰＡ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。 

研修会、図書購入、非破壊試験認証等をホームページからＷｅｂ申込できるシステ

ムを立ち上げる。 

(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。 

(4)Ｗｅｂ会議の推進 

ＪＬＰＡ会員は、全国規模で参画されていることから、各会議の出席は大きな負担

を伴っている。そのため会議への出席の合理化を行うためＷｅｂ会議を提案し実行し

ていく。また、ＪＬＰＡのＨＰ内に会議資料を掲載し、資料のペーパーレス化を実行

していく。 

 

 

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．平成３０年度活動方針 

平成 30 年度技術委員会活動方針は以下のとおりとし、具体的活動は後述する各 WG に

て実施する。 

(1)ＬＰガス設備の老朽化対策への取組 

    老朽化対策の具体的活動として「LP ガス機器類の定期更新」について具体策の検

討を実施する。 

(2)JLPA 基準の在り方についての検討 

    現状 JLPA 基準のニーズ等を把握し、改正が必要となる基準の優先順位等の検討を

実施する。 

(3)法的、技術的課題への取組 

    「バルク貯槽 20 年告示検査に関する課題対応」、「計量機に係る高圧ガス保安法と



計量法の適用範囲の明確化」、「LNG タンクローリ安全弁再検査について」への取組を

実施する。又、期中であっても課題が発生都度、関係 WG 等にて対応することとする。 

(4)JLPA 事業への協力 

    JLPA 主催講習会(保安に関する講習会、バルク供給に関するセミナー)等への講師

派遣等の協力。及び他委員会等からの参画要請等への協力。 

(5)業界活動への参画 

    日本 LP ガス団体協議会、高圧ガス保安協会の各委員会へ参画する。 

 

２－４．技術委員会 

     年に２回開催し活動計画・実績検討、及び課題等の方向性決定等を実施する。 

 

２－５．各ＷＧの活動計画 

   (1)ＬＰガス機器類定期更新 WG 

委員は各 SWG 主査とし、本 WG は SWG 活動が進捗した時点で設置することとする。 

・各 SWG にて検討された LP ガス機器類定期更新（以下、「定期更新」という。）具体

策の整合性等の調整を行う。 

・定期更新提案の仕組み（関係業界等への提案の仕組み等）の検討 

 

①蒸発器 SWG (蒸発器 WG 合同開催) 

a) 消費者、ガス販売事業者向け「消費型ベーパライザの取り扱い」ツール作成 

b) 蒸発器の不具合経歴データ集計 

（今後の定期更新を見据えて項目、実施体制等の検討を行う） 

c) 関係 JLPA 基準（「蒸発器基準」、「圧力調整器基準」、「蒸発器維持管理指針」等）

の在り方検討 

d) 消費型蒸発器の KHK 認定マニュアル改正対応 

 

②動・静機器、保安機器 SWG 

a)定期更新に関する検討 

ｱ)定期更新を訴求する機器の選定 

ｲ)機器毎に定期更新を訴求する項目の洗い出し 

ｳ)訴求項目の裏付けデータ等の収集方法等の検討を行い収集 

ｴ)機器毎の定期更新提案ツール等の検討 

b) 関係 JLPA 基準（「ﾎﾟﾝﾌﾟ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ基準」、「計装基準」等）の在り方検討 

 

③計量機(充填機・ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻ)SWG（計量機 WG 合同開催） 

a)定期更新に関する検討 

②動・静機器、保安機器 SWG のｱ)～ｴ)と同じ。 

b) 計量機に係る「高圧ガス保安法」の「計量法」規制範囲に明確化検討 

 

④貯槽・バルクローリ・バルブ SWG （タンクローリ WG 合同開催） 

a) 定期更新に関する検討 

②動・静機器、保安機器 SWG のｱ)～ｴ)と同じ。 

b) LNG タンクローリ保安技術指針中の安全弁再検査に係る事項の検討 

c) 関係 JLPA 基準（「横置円筒形貯槽基準」、「横置円筒地下貯槽基準」、「LP ｶﾞｽﾀﾝ



ｸﾛｰﾘ・移動式製造設備及び標準仕様基準」、「民生用ﾊﾞﾙｸローリ製造基準」、「LP

ｶﾞｽﾀﾝｸﾛｰﾘ再検査基準」、「ﾀﾝｸﾛｰﾘ取扱基準」、「民生用ﾊﾞﾙｸﾛｰﾘ取扱基準」、「移

動式製造設備取扱基準」、「ﾊﾞﾙﾌﾞ基準」「ｺﾞﾑﾎｰｽｱｾﾝﾌﾞﾘ基準」、「ｺﾞﾑﾎｰｽｱｾﾝﾌﾞﾘ

取扱基準」、「LP ｶﾞｽﾀﾝｸﾛｰﾘｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ等製造・取扱及び保守点検基準」等）の在

り方検討 

(2)バルク供給 WG 

a) 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。 

b) 日本ＬＰガス団体協議会保安委員会、高圧ガス保安協会規格委員会及び関連委

員会へ参画 

c) バルク供給セミナー（9 月 3、11 日開催）への演目、講師派遣を行う。 

  

(3)JLPA 基準見直し WG 

各 SWG 等にて JLPA 基準の在り方検討後に本 WG を設置する。 

a) JLPA 基準のニーズ等について調査、検討 

b) SWG による検討対象外の JLPA 基準の在り方検討 

c) 改正が必要な場合の改正体制、時期等の検討 

 

２－６．JLPA 事業への協力 

    研修会等への講師派遣等の協力 

①保安管理技術者研修会 

②保安検査実務者研修会 

③バルク供給セミナー 

 

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 

高圧ガス保安協会(ＫＨＫ)認定検査事業者制度について、都道府県が(主として製造事

業者向けに)実施する保安検査等に係る説明会への出席を兼ね、パンフレットの作成と配

布を行う。 



また、各地区ブロック会開催に併せ、可能な限り、ブロック会開催県の保安担当部署に

出向き、高圧ガス認定検査事業者制度の説明とともに、ブロック会への出席を依頼するな

ど広報活動を行っていく。 

   (2)高圧ガス保安協会機器検査事業部との意見交換会の実施 

    高圧ガス保安協会機器検査事業部と検査事業者委員会との意見交換会を行う。 

 (3)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

開催している。平成 30 年度は、第 9 回大会として、平成 31 年 1 月 22 日に開催する。 

② 検査技術者の技術の向上を目的とした研修会等の開催推進と開催内容を協議していく。 

  平成 30 年度は、Ｃ種検査員の技術向上を目的として研修会を行う。 

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。 

 (4) 委員会会議の開催 

平成 30 年 9 月及び平成 31 年 2 月の２回、検査に係わる検査事業者委員会相互の情報収集

と懇親を目的として委員会を開催する。 

 (5) 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、

東京で開催している。平成 30 年度も引き続き開催する。 

 

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、地区（北海道、東北、関東甲信越、中部、関

西、中国・四国、九州）毎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っ

ており、平成 30 年度も引き続き活動していく。 

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．検査問題調査対策部会 

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

平成 29 年度以降、不具合データ報告形式を一新し、「現地記録用」をそのまま集計表とし、

平成 30 年以降も引き続き多くの不具合データの収集を目指していく。 

特に、不具合における記録写真収集を拡大し、高圧ガス事業者及び行政保安担当部署に対

する参考文書として、広報していく。 

平成 29 年度に実施した、「不具合収集に係る都道府県へのアンケート」は、継続していく

こととする。また、平成 30 年度より実施される政令指定都市への保安行政事務の移譲に伴い、

移譲された基礎自治体にも拡大していく。 

 

３－６. 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）

で構成する部会で、年数回ＪＬＰＡ会議室において、タンクローリ検査部会を開催している。

平成 30 年度は、春季及び秋季の２回会議開催を計画する。 

毎年、ＬＰガスタンクローリ事故防止委員会(ＫＨＫに事務局を置く)に委員を派遣しており、

平成 30 年度も引き続き委員を派遣し、同委員会への協力及び手順書「ＬＰガスタンクロー 



リ点検要領」作成及び訂正への提言を行いＬＰガスタンクローリの事故防止に寄与していく。 

また、平成 30 年度は、ＬＰガスタンクローリ一斉点検(毎年 8 月～9 月実施)に係る事前講

習（7 月に全国 11 か所）開催年度となり、講師派遣の協力を行っていく。 

 

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)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) 産業保安グループ 

   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）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(大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ) 6 月 1 日(金) 

大阪(エル・おおさか) 5月 25日(金) 

保安検査実務者研修 
東京(大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ) 10 月 11 日(木) 

大阪(エル・おおさか) 10 月 2 日(火) 

バルク供給セミナー 
東京(大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ) 9月 11日(火) 

大阪(エル・おおさか) 9 月 3 日(月) 



 

(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(大田区産業ﾌﾟﾗｻﾞ) 

平成 31 年 

2 月 25 日(月) 

～26 日(火) 

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 6 日(木) 

大阪(エル・おおさか) 12 月 11 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 

実技講習会（レベル１、レベル２） 川崎 4 月 16 日(月) 

訓練用シラバス対応講習会(レベル１) 川崎 6 月 18 日(月)～22 日(金) 

実技講習会（レベル１、レベル２） 川崎 7 月 5 日(木) 

実技講習会（レベル１、レベル２） 川崎 10 月 8 日(月) 

訓練用シラバス対応講習会(レベル２) 川崎 12 月 16 日(日)～20 日(木) 

実技講習会（レベル１、レベル２） 川崎 平成 31 年 1 月 7 日(月) 

 

(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 17 日（火） 対象 対象 対象 対象 

一般試験パート 

専門試験パート 
川崎 4 月 18 日（水） 対象 対象 － － 

実技試験パート  川崎 7 月 6 日（金） － － 対象 対象 

実技試験パート  川崎 10 月 9 日（火） 対象 対象 対象 対象 

一般試験パート 

専門試験パート 
川崎 10 月 10 日（水） 対象 対象 － － 

実技試験パート  川崎 
平成 31 年 1 月

8 日（火） 
－ － 対象 対象 

 

以上 

 


