
 

２０２２年度 事 業 計 画  
 

Ⅰ．はじめに 

新型コロナウイルスは社会や経済活動に引き続き大きな影響を与えており、また新たな

変異株の出現もあり予断を許さない。 

当協会においては一昨年から取り組んできインターネットを活用した定時総会、理事会、

講習会開催において利便性が評価され、コロナ収束後も活用すべきとの意見が多い。ウィズ

コロナにおいてＬＰガスは分散型のクリーンなエネルギーとして、密を避け、感染予防に有

力なエネルギーとして重要性はますます高まっている。 

また、第６次エネルギー基本計画では、２０５０年を見据え２０３０年に向けたエネルギ

ー政策として安全性を前提とした上で、エネルギーの安定供給を第一とし、経済効率性の向

上による低コストでのエネルギー供給を実現し、環境への適合に最大限取り組むことが打ち

出された。カーボンニュートラル実現に向けエネルギー多様化が必要となり、当協会として

再生可能エネルギーや水素エネルギーへのプラント技術を推進していくこととなる。 

一方ＬＰガス業界では、日本にＬＰガスが導入されてから半世紀以上が経過し、設置から

４０年、５０年と経過したプラントが多くなってきており、設備の経年劣化や管理不良など

を原因とした事故が発生していることからも、事故防止に向けた取り組みには、課題が山積

している。 

当協会はＬＰガスで培った供給技術やノウハウを生かし、新エネルギー分野に活用がで

きるよう、ＬＰガス以外の新たなテーマにも果敢に取り組みつつ、永年にわたり保安啓発活

動として保安管理研修会・保安実務研修会を引き続き開催し、高圧ガス保安への取り組みの

充実を図っていく。 

また、各講習会を含め「ＬＰガス設備の老朽化対策に関する基準作り」について検討を進

め、 

ＬＰガス施設を安心して利用いただけるよう、「ＬＰガス施設の保安・保全の充実・強化」

と「業界自主基準の周知徹底」を積極的に進め、高圧ガスの保安強化と事故の撲滅を目指し

より一層の努力を続けていく。 

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ＪＬＰＡ」、「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、プラント技術、検査技術の向上を図り、保安・

保全の強化に努める。 

 

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、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。 

また、ＬＰガス施設やバルク供給による事故の撲滅を目指し、保安啓発事業として

研修会を開催し、ＬＰガス施設の自主保安の確保に貢献する。 

 

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・研修に関し企画・実施する。 

(7) 協会行事（総会・理事会）の運営を企画する。 

(8) 表彰に関する業務を企画する。 

 

１－３．２０２２年度活動計画 

(1) ＬＰガス製造事業所の管理者及び従事者向けの研修会を開催する。またＬＰガス製

造事業所やＬＰガス販売事業者に対し研修会の周知を行う。 

(2) ＬＰガスバルク供給のためのセミナーを開催する。またバルク供給に携わる関係者

へ研修会の周知を行う。 

(3) 検査に従事する方の非破壊試験講習会及び高圧ガスプラント検査技術講習会を実施

する。 

(4) 当協会の活動を広報するために各委員会より情報を提供いただき、機関誌やホーム

ページにより情報発信を行う。 

 

１－４．事業推進部会 

・ ＪＬＰＡの安定した事業収入の確保を図る。 

・ 収益改善の分析を行い経費構造の見直しを図る。 

・ 『「Know How」から「Know Why」の発想へ』をＪＬＰＡの教育コンセプトとする。 

・ インターネットを利用した「Ｗｅｂセミナー」を活用する。 

 

 (1)保安管理研修会、保安実務研修会、バルク供給セミナーについて 

  ①春は保安管理責任者に主眼を置き、秋は現場実務者に応じた企画を行う。 

②バルク供給セミナーの講義内容について、技術委員会 バルク供給ＷＧの協力を得

て企画を行う。 

③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。 

  ④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複数年継続の研修会テーマを策定し、関係先に講師派遣を依頼する。 

   ※過去５年間の計画していた講義内容が一巡したため、新たに内容を検討する。 

 

(2)非破壊試験講習の充実 

  ①非破壊試験技術者資格試験に対応した、受験資格の一つの条件である訓練用シラ



 

バス対応講習会及び実技講習会を開催する。 

 

(3)検査事業者の検査員向け講習会について 

①高圧ガスプラント検査技術者講習会（Ａ種検査員 新規） 

②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） 

※更新は５年ごとに受講のため、２０２２年度までは同一の研修内容。２０２３年

度の開催に向け、内容の検討を実施する。 

 

１－５．情報部会 

ＪＬＰＡの活動を協会員、一般へ周知するために、情報・提供方法を検討し実施す

る。 

 

(1) 機関紙「ＬＰガスプラント」記事の充実 

①会員向けと一般向けの当協会の広報内容等の記事を充実することとし、2020年度

から掲載開始した「現場の安全への取組み」について、引き続き以下予定で掲載

する。 

 2022年 春季号 ガス保安検査(株) 殿、2022年 定時総会記念号 岩谷産業

（株）殿、 

 2022年 秋季号（株）サイサン 殿、2023年 新年号（株）ガス檢 殿 

②各委員会及び部会に機関誌を JLPAの広報媒体として幅広く活用して頂くために、

各委員会及び部会は、情報部会を活用して頂き活動情報などを掲載することによ

り記事の充実を図る。 

③各委員会及び部会は、活動報告として研修会や講習会、非破壊試験情報、不具合

報告などの活動報告を情報部会に前年度同様提供して頂き掲載することにより記

事の充実を図る。 

 

(2) ＪＬＰＡホームページの拡充 

①関係する委員会や部会に情報部会を積極的に活用頂き、コンテンツの充実を図

る。 

②ホームページの見易さや操作し易さの向上のため、部分的な改修や更新を定期的

に本年度も計画し実施する。 

③一般向けページの「各種情報」に 2020年から機関誌に掲載した「現場の安全シリ

ーズ」の記事を引き続き転載し、閲覧者の増加を図る。 

 

(3) 機関誌表紙デザインの切り替え 

①現在のデザインは、2018年から 5年の期限で掲載している。2023年新年号が切替

えの時になるため、新デザインを会員から募集し、2023年新年号から表紙デザイ

ンを新しくする。 

 

 



 

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ガス業界への貢献を目的とする。 

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 

事業方針は次のとおりとする。 

(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 

 

２－３．２０２２年度活動計画 

(1) 規格・基準等の必要性を考慮した改正、見直し対応 

＜活動＞JLPA基準等の見直し 

① JLPA001～305の見直し 

2021 年度から見直し着手基準は 2022 年 9 月、未着手基準は 2023 年 3 月を目途に

見直し推進する。 

 (注)2021年度から見直し着手基準は網掛けにて示す。 

基  準  名 完了予定期日 基  準  名 完了予定期日 

JLPA001 一般基準 2022年 9月 JLPA209 金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ基準 2023年 3月 

JLPA101 工業用消費設備基準 2023年 3月 JLPA210 ﾎﾟﾝﾌﾟ･ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ基準 2022年 9月 

JLPA102 スタンド基準 〃 JLPA211 蒸発器基準 〃 

JLPA201 球形貯槽基準 2022年 9月 JLPA213 圧力調整器基準 〃 

JLPA202 横置円筒形貯槽基準 〃 JLPA301 計装基準 〃 

JLPA202-2 横置円筒地下貯槽基準 〃 JLPA302 電気基準 2023年 3月 

JLPA202-3 バルク貯槽基準 〃 JLPA303 防消火設備等基準 〃 

JLPA206 バルブ基準 2023年 3月 JLPA304 防消火設備維持基準 〃 

JLPA207 配管基準 2022年 9月 JLPA305 障壁･防火壁基準 2022年 9月 

JLPA208 ストレーナ基準 2023年 3月    

  

②今後の JLPA基準等の見直し 

   JLPA基準に関連する指針等とする。 

     （対象指針等） 

1)ＬＰガス消費型蒸発器維持管理指針 

     2)差圧式液化石油スタンド設置及び点検等維持管理指針 

     3)バルク貯槽用安全弁の検査及び交換要領書 

     4)バルク貯槽及び附属機器の維持管理指針 

     5)ＬＰガスバルブメンテナンス要領書 

２－４．技術・保安上の課題への対応 



 

 ＜活動＞LPガス設備老朽化対策 

(1)老朽化対策への基本スタンスの再構築 

老朽化対策を訴求する相手、及び対象設備・機器等基本スタンスの全体像を本委

員会（又は WG）にて再構築する。 

(2)具体的活動 

基本スタンスを再構築後に SWGにて具体的活動を行う。 

①従来からの活動 SWG（貯槽･ﾊﾞﾙｸﾛｰﾘ･ﾊﾞﾙﾌﾞ SWG、蒸発器 SWG）では活動方向性の見

直し。 

②基本スタンスに基づき対象設備・機器に関する SWGを新たに設置し検討を開始

する。 

 

２－５．法改正等への対応 

＜活動＞ 法が改正された場合の対応を行う。 

 

２－６．行政・関係団体へ参画し、ＪＬＰＡの位置付向上、及び情報収集を図る 

＜活動＞ METI、KHK 委員会等への参画 

METI 高圧ガス小委員会、KHK高圧ガス規格委員会・液化石油ガス規格委員会・

移動容器規格委員会、日団協保安委員会等に参画し、JLPAからの提言、及び情報

収集を行う。 

 

２－７．技術・保安に関する知識等を周知するための研修会への協力 

＜活動＞研修会への講師派遣 

「ＬＰガスバルク供給のためのセミナー」のテーマ検討、講師派遣を行う。 

 

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。 

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) 検査事業者の地位向上を図る。 

(2) 高圧ガス保安協会認定検査事業者制度に係る諸問題を協議する。 

(3) 検査技術の向上を図るための研修等の企画立案を行う 

(4) 検査員の検査技術の向上を図るための研修、講習等の企画立案を行う。 

(5) 検査に係る法令改正・運用に係る情報の提供を行う。 

(6) 設備の保全・維持管理への寄与を目的に検査データの活用を行う。 

(7) 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 

当委員会では、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、当委員会活動の広報に努める。 

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、当委員会活動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

を行う。 

また、高圧ガス保安協会(ＫＨＫ)認定検査事業者が、当委員会所属事業所の大半を

占めているが、本制度(ＫＨＫ認定制度)が、1997年（平成 9年）高圧ガス保安法が改

正されたのちＫＨＫの自主認定制度として運用されていることを踏まえ、都道府県の

高圧ガス担当部門への広報に努める。 

(2)高圧ガス保安協会との連携（意見交換会の実施）  

高圧ガス保安協会と当委員会との交流の場として、意見交換会を行う。 

主な議題として、①高圧ガス保安法に係ること、②液化石油ガス保安法に係るこ

と及び  ③高圧ガス保安協会認定検査事業者制度に係ることがある。 

(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う。 

検査技術者の技術の向上を目的として、引き続き、検査員意見交換会などの研修

会等の開催推進と開催内容を協議し、実施する。 

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、検査員研修を行う。 

(4) 諮問会議の開催 

諮問会議の開催は、JLPA理事会の開催に合わせ開催する。 

2022年度は、2022年 5月 11日(水)、2022年 11月 17日(木)及び 2023年 3月(日

程は未定)の３回の開催を計画する。 

検査事業者委員会の主たる活動に係る提案の協議と活動状況にかかわる補佐を行

う。 

(5) 調整会議の開催 

2022 年 9 月 1 日(木)及び 2023 年 2 月 2 日(木)の２回、検査に係わる当委員会に係

る諸問題の協議、行事の遂行、情報収集及び懇親を目的として開催する。 

(6) 全国大会の開催 

当委員会所属の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。2022年度も引き続き開催する。 

(7) ＬＰガスプラント検査基準類の改正 

ＬＰガスプラント検査基準(JLPA501)(2005年版)及びＬＰガスプラント検査技術者

必携 

（第 1分冊～第 6 分冊(第 2分冊を除く)）の改正に着手する。 

 

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、中国四国及び九州）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、2022年度も引き続き活動する。 

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 

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）を主軸に構成する部会で、年数回開催を計画する。 



 

2022年度は、春季及び秋季の２回会議開催を計画する。 

2022 年度より新たに、「ＬＰガスタンクローリ容器検査時の不具合収集」を開始し、

容器検査実施における不具合収集を開始する。 

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、2022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

寄与する。 

 

３－６．検査問題調査対策部会 

保守検査時の不具合データおよび不具合写真を収集し、解説記事等を加えて機関誌

「ＬＰガスプラント」に掲載する。 

付帯活動として、「不具合収集活動に係わるアンケート」を都道府県および政令指定

都市向けに継続実施すると共に、2022 年度は検査事業者委員会事業者に向けたアンケ

ートも実施し、それぞれのアンケート集計結果を今後の部会活動に反映させる。 

 

４．非破壊試験技術者認証委員会活動計画 

４－１．事業目的 

非破壊試験技術者認証事業（以下、「認証事業」という。）は JIS Z2305:2013(非破壊試

験技術者の資格及び認証)に基づく非破壊試験技術者資格試験、認証(登録)の実施、及び

JIS Q17024:2012(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

づく認証事業業務の実施により平準化された制度、及び公平・中立の立場で行うことを

目的とする。 

 

４－２．事業方針 

事業方針は次のとおりとする。 

(1)非破壊試験技術者資格試験は資格試験制度に基づいて実施する。 

(2)非破壊試験技術者認証(登録)は認証(登録)制度に基づいて実施する。 

(3)認証事業業務は業務制度(委員会制度、規程類)に基づいて実施する。 

 

４－３．２０２２年度活動計画 

(1)非破壊試験技術者認証業務に係わる委員会活動 

①認証委員会 

年２回開催し、活動計画・実績検討・課題等の方向性の決定、及び認証事業の実施

確認を内部監査、マネージメントレビューにて行う。 

 ＊開催予定；2022年 9月、2023年 3月 

 

②試験委員会 

年４回開催し、試験の合否判定、及び試験制度の検討を行う。 

＊開催予定；2022年 4月、7月、10月、2023年 1月 

 



 

③審査委員会 

年４回開催し、認証(登録)に関わる審査を行い資格証明書の発行、及び認証(登録)

制度の検討を行う。 

  ＊開催予定；2022年 6月、9月、2023年 1月、3月 

 

④諮問委員会 

年１回開催し、認証事業の実施状況を監査し、認証事業の遂行について諮問する。 

＊開催予定；2023年 3月 

 

⑤異議申立・苦情処理委員会 

 認証事業について利害関係者より文書により異議申立が発生した場合に開催する。  

 

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」へのオブザーバー派遣 

② 高圧ガス保安室主催の都道府県保安担当者向け研修会への講師派遣 

(2) 経済産業省 中小企業庁 

① 「中小企業等経営強化法」及び「生産性向上特別措置法」による税制支援措置に

対する工業会証明書の発行（2023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、評議員として参画する。 

(2) 技術委員会の各委員会への委員を派遣する。 

(3) ＬＰガス安全委員会への委員を派遣する。 

(4) ＬＰガスタンクローリ事故防止委員会に対し委員を派遣する。 

  

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、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、災害時に備えた社会的重要イ

ンフラへの自営的な燃料備蓄の推進事業補助金（災害時に備えた社会的重要インフ

ラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業のうち石油製品利用促進対策事業に係るもの）

に関し、委員を派遣し協力を行う。 

(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。 

 



 

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 Ｗｅｂ講習会 

保安管理研修会 
6月 14日～6月 16日 

3日間 

保安実務研修会 
10月 12日～10月 14日 

3日間 

バルク供給セミナー 
8月 23日～8月 25日 

3日間 

      

(2)検査会社検査員向け 

講習会名称 Ｗｅｂ講習会 

高圧ガスプラント技術講習会 

(A種検査員資格 新規) 

2023年 

2月 21日及び 22日（2日間） 

高圧ガスプラント技術講習会 

(A種検査員資格 更新) 
12月 2日、12月 6日 

 

(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 12日(火) 

レベル１講習会(学科・実技) 川崎 6月 20日(月)～24日(金) 

レベル１・２実技講習会 川崎 7月 13日(水) 

レベル１・２実技講習会 川崎 10月 18日(火) 

レベル２講習会(学科・実技) 川崎 12月 12日(月)～16日(金) 

レベル１・２実技講習会 川崎 
2023年 

1月 10日(火) 

 

(4) ガスプラント非破壊試験技術者資格試験 

① 非破壊試験技術者資格試験 

    下表の日程で非破壊試験技術者資格試験を実施する。 

試験種別 回 数 試 験 日 試  験  内  容 

新規認証試験 

新規認証再試

験 

１回 
4 月 13 日(水) 実技試験 

   14 日(木) 筆記試験(一般試験、専門試験) 

２回 
10 月 19 日(水) 実技試験 

     20 日(木) 筆記試験(一般試験、専門試験) 

再認証試験 

再認証再試験 

1 回 4 月 13 日(水) 

実技試験 

2 回 7 月 14 日(木) 

3 回 10 月 19 日(水) 

4 回 
2023 年 

1 月 11 日(水) 

 



 

②非破壊試験技術者資格認証(登録) 

    下表の資格証明書の発行を実施する。 

発行年月日 有 効 期 限 

2022 年 10月 1日 2027年 9月 30日 

2023 年 4月 1日 2028年 3月 31日 

 


