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ま え が き 

 
JIMGA 技術･保安部会 充塡技術 WG では、2010 年 11 月「充てん工場の地震対策指針」(以

下、初版指針)を制定しました。この初版指針作成時の地震情報は、主に 1995 年 1 月 17 日

に発生した「阪神淡路大震災」を参考に作成しましたが、その後多くの地震が各地で発生し、

更に 2011 年 3 月 11 日「東日本大震災」が発生しました。被災された充塡工場では、初版指

針の容器転倒防止措置を早々ご採用頂いた事業所では、転倒防止と津波による流出防止に

効果があったと報告されています。 

そこで、初版指針普及のため全国で開催した保安セミナーで使用した資料や「東日本大震

災」で得られた貴重な情報をもとに、初版指針の内容を強化する目的で 2012 年 11 月に追

補版を発行し、「容器転倒防止」と「津波対策」で校正されています。 

近年は、気候変動により台風や集中豪雨等による深刻な被害が全国各地で同時多発的に発

生し、更に頻発化・激甚化する可能性が高くなっています。また首都直下地震や南海トラフ

巨大地震等の発生確率も高まっており、高圧ガス容器を取扱う会員各社/各事業所の自然災

害に対するリスクが更に高まっています。過去に発生した災害だけでなく、今後発生する可

能性のある自然災害リスクを予測し、必要な対策を講じることで事故防止/事故拡大防止に

努め、産業ガス・医療ガスインフラ事業者(モノづくりを支え 命を守る、インフラがある。)

としての責務を果たす必要があります。 

本年度は、危害予防規程の大規模地震に係る防災･減災対策と津波対策を含めて、初版指

針と追補版を再編し、自然災害に対するリスクと対策等の事例を追加した「高圧ガス充塡工

場及び貯蔵所の自然災害対策指針」として制定致しました。 

自然災害発生時でも、酸素ガスを含め各種高圧ガスの安定供給体制の確保が、我々産業・

医療ガス業界に求められています。いつ発生するか予測できないリスクを整理し従事者の

安全確保と各種対策を講じて、本指針が充塡工場及び貯蔵所の保安、防災、ガスの安定供給

確保に役立てれば幸いです。 

本指針を纏めるに当たり、貴重な資料のご提供を頂いた会員各社に改めて御礼を申し上げ

ます。 

 

 

2020 年 3 月 

 

                     一般社団法人 日本産業・医療ガス協会 

                         技術・保安部会 充塡技術 WG 
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Ⅰ．目的 

 

本指針は、過去に発生した大規模地震・津波・台風等の自然災害から得られた教訓をもとに、高圧ガス充

塡工場及び貯蔵所における防災体制や各種リスクを低減させる対応策例を纏めることで、従業員等の安全

を確保すると共に、高圧ガスによる災害を防止するために高圧ガス設備に係る事故防止及び高圧ガス容器

の流出防止等を推進し、公共の安全を確保することで事業者の責任を果たし、かつ自然災害発生後の早期

の安定供給を確保することを目的とする。 

 

 

Ⅱ．災害情報 

 

災害が発生する前に、事業所周辺地域の危険を知ろう！ 

 

 

1. 事業所及び事業所周辺で過去に発生した自然災害情報の整理 

 

事業所及び事業所周辺で地震/津波、台風等による洪水/土砂災害等の自然災害が過去に発生したことが

あるか、また発生する可能性があるかを自治体が定めたハザードマップ等で確認・整理する。 

※各種ハザードマップの更新時期には注意が必要である。 

 

また、全国で発生した災害は各地に多大な被害をもたらし、それらの災害の教訓は各地域において記録

としてあるもの、図画として残されているもの、又はことわざとして伝承されているもの等がある。 

そのような災害にまつわる資料や情報が、2004 年度から 2006 年度にかけて消防庁が調査・収集した情

報を添付する。この情報を通じて、身近な地域に残されている災害に対する教訓を認識していただき、

防災意識高揚に役立ててほしい。 

 

出典：消防庁ホームページ https://www.fdme.go.jp/publication/database/database009.html 

 

参考資料 1：現在までに語り継がれる『災害』について 

参考資料 2：防災に関わる『言い伝え』 

参考資料 3：防災に関する展示施設や体験施設 

 

 

2. 近年発生した自然災害情報等から新たな災害を予測 

 

近年は、気候変動により台風や集中豪雨等による深刻な被害が全国各地で同時多発的に発生し、更に頻

発化・激甚化する可能性が高くなっている。また首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の発生確率も高

まっており、高圧ガス容器を取扱う会員各社/各事業所の自然災害に対するリスクが更に高まっている。 

過去に発生した災害だけでなく、事業所近郊の地形・環境から今後発生する可能性のある自然災害リス

クを予測・整理し、必要な対策を講じることで事故防止/事故拡大防止に努めなければならない。 

※各種ハザードマップの更新時期には注意が必要である。 
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