
〔1/2〕

地域行政からの「容器管理指針」発行状況 R3.11現在

地域 都道府県 発行時期 文書名称 発行者 返却期限

北海道 北海道 H28.11.1
北海道における高圧ガス容器の適切な管理
指針

JIMGA北海道地域本部
北海道経済部産業振興局 環境・エネルギー室
産炭地・保安グループ監修

3ヵ月

青森 H20.5 青森県高圧ガス容器の適正管理指針 青森県商工労働部工業振興課産業保安グループ 6ヵ月

岩手 R2.12.1 岩手県高圧ガス容器管理指針 岩手県高圧ガス保安協会 12ヵ月

秋田 H29.6.13 秋田県版高圧ガス容器管理指針 秋田県高圧ガス協会 12ヵ月

宮城 H29.5.1 宮城県高圧ガス容器適正管理要領 宮城県高圧ガス保安協会 6ヵ月

山形 H26.2 山形県高圧ガス容器の適正管理指針(通知） 山形県高圧ガス協議会 3ヵ月

福島 H31.3.22 高圧ガス容器の適正管理指針
福島県一般高圧ガス協会
福島県危機管理部消防保安課監修 12ヵ月

茨城 H22.12.15 茨城県高圧ガス容器適正管理指針 茨城県商工労働部産業技術課 記載なし

栃木 H27.7.1 栃木県高圧ガス容器管理指針
栃木県一般高圧ガス安全協会
［監修］栃木県産業労働観光部工業振興課 12ヵ月

群馬 H26.6.1 群馬県高圧ガス容器管理指針
群馬県高圧ガス溶材協会
群馬県総務部消防保安課監修 12ヵ月

埼玉 H27.1.1 高圧ガス容器　保安対策指針
埼玉県高圧ガス溶材組合
埼玉県危機管理防災部化学保安課監修 12ヵ月

千葉 H20.1
高圧ガス容器の適正な管理についてのお願
い

千葉県商工労働部保安課
千葉県高圧ガス流通保安協会 6ヵ月

東京 H22.2
高圧ガスの安全な取扱のための自主保安取
組推進指針

東京都環境局 記載なし

神奈川 H30.4 神奈川県高圧ガス容器適正管理指針 神奈川県高圧ガス流通保安協会 6ヵ月

新潟 H25.8 新潟県高圧ガス容器保安対策指針

新潟県消防課指導
新潟県高圧ガス溶材商業会
新潟県高圧ガス工業会
関東高圧ガス容器管理委員会新潟県支部
一般社団法人新潟県高圧ガス保安協会

12ヵ月

山梨 H26.3 山梨県高圧ガス容器の適正管理指針

山梨県総務部防災危機管理課消防保安室指導
山梨県高圧ガス溶材組合
関東高圧ガス容器管理委員会山梨県支部
山梨県高圧ガス保安協会

6ヵ月

長野 H8 容器管理の推進強化について
主催：長野県高圧協会
後援：長野県 記載なし

静岡 H24.8 一般高圧ガス容器自主管理指針
一般社団法人静岡県高圧ガス保安協会
静岡県高圧ガス溶材組合 記載なし

愛知 6ヵ月

岐阜 6ヵ月

三重 6ヵ月

富山
北陸高圧ガス容器管理委員会 富山県支部
北陸高圧ガス溶材組合 富山県支部
監修：富山県生活環境文化部環境保全課

12ヵ月

石川
北陸高圧ガス容器管理委員会 石川県支部
北陸高圧ガス溶材組合 石川県支部
石川県危機管理監室消防保安課 監修

12ヵ月

福井
北陸高圧ガス容器管理委員会 福井県支部
北陸高圧ガス溶材組合 福井県支部
福井県安全環境部危機対策・防災課 監修

12ヵ月

東北

関東

東海 H22.3
愛知・岐阜・三重県
高圧ガス容器保安対策指針

東海高圧ガス容器管理委員会
指導：愛知県 防災局 消防保安課 産業保安室
　　　　岐阜県 消防課
　　　　三重県 防災危機管理部 消防・保安室
　　　　経済産業省 原子力安全・保安院
　　　　中部近畿産業保安監督部 保安課
　　　　高圧ガス保安協会 中部支部

北陸 H25.4 高圧ガス容器保安対策指針
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地域行政からの「容器管理指針」発行状況 R3.11現在

地域 都道府県 発行時期 文書名称 発行者 返却期限

滋賀
H25.11.28 制定
H26.4.1 実施

滋賀県高圧ガス容器保安対策指針
滋賀県高圧ガス溶材組合
近畿高圧ガス容器管理委員会 滋賀県支部 12ヵ月

京都 H20.6.3 京都府高圧ガス容器保安対策指針 京都府府民生活部消防安全課 12ヵ月

大阪 H24.3 大阪府高圧ガス容器管理ガイドライン 大阪府政策企画部 危機管理室 保安対策課 12ヵ月

兵庫
H23.3.7作成
H23.5.1適用

兵庫県高圧ガス容器保安対策指針 兵庫県 （企画県民部災害対策局産業保安課） 12ヵ月

奈良
H25.10.31制定
H26.4.1実施

奈良県高圧ガス容器保安対策指針

奈良県高圧ガス溶材商協会策定
近畿高圧ガス容器管理委員会技術協力
日本産業･医療ガス協会近畿地域本部技術協力
奈良県産業･雇用振興部地域産業課監修

12ヵ月

和歌山 R3.5 和歌山県高圧ガス容器保安対策指針

和歌山県高圧ガス協議会
和歌山県高圧ガス地域防災協議会
一般社団法人和歌山県ＬＰガス協会
(監修)和歌山県危機管理･消防

12ヵ月

鳥取 R1.9.1 鳥取県高圧ガス容器管理指針

鳥取県高圧ガス地域防災協議会
鳥取県一般高圧ガス保安協会
中国高圧ガス容器管理委員会
（一社）日本産業・医療ガス協会 中国地域本部
鳥取県危機管理局消防防災課 監修

12ヵ月

島根 H30.4 島根県高圧ガス容器管理指針

島根県高圧ガス地域防災協議会
島根県一般高圧ガス保安協議会
中国高圧ガス容器管理委員会
日本産業・医療ガス協会 中国地域本部
島根県防災部消防総務課 監修

12ヵ月

岡山 H26.2.20 岡山県高圧ガス容器管理指針 岡山県消防保安課 12ヵ月

広島 H28.4.1 広島県高圧ガス容器管理指針

広島県高圧ガス溶材協会
広島県高圧ガス地域防災協議会
中国高圧ガス容器管理委員会
（一社）日本産業・医療ガス協会 中国地域本部
広島県危機管理監消防保安課 監修

12ヵ月

山口 H26.4.1
ちゃんとできちょる？　高圧ガス容器の取扱い
【高圧ガス容器】管理方法　知っちょる？

山口県総務部防災危機管理課産業保安班
山口県高圧ガス保安協会 12ヵ月

徳島
H21.7

H21.8.1施行
徳島県高圧ガス容器管理指針 徳島県危機管理課　消防保安課 12ヵ月

香川
H21.8

H27.9(期限記載)
"高圧ガス容器の放置"は絶対にダメ！！ 香川県危機管理総局危機管理課 12ヵ月

愛媛 H28.12.1 愛媛県高圧ガス容器管理指針
四国容器管理委員会愛媛県支部
ＪＩＭＧＡ四国地域本部
愛媛県県民環境部防災局

12ヵ月

高知 H29.2.13 高知県高圧ガス容器管理指針 高知県 12ヵ月

福岡 H29.2.1 福岡県高圧ガス容器管理指針 福岡県商工部工業保安課 12ヵ月

佐賀
H23.9.26

H23.10.1施行
佐賀県高圧ガス容器適正管理指針 佐賀県統括本部消防防災課 12ヵ月

長崎
H24.5.1

H29.7.27(期限記載)
長崎県高圧ガス容器管理指針

長崎県 （消防保安室保安課）
長崎県高圧ガス保安協会 12ヵ月

熊本 H25.1.16 熊本県高圧ガス容器適正管理指針 熊本県消防保安課 12ヵ月

大分
H26.9.30

H26.10.20通知
高圧ガスの適正な取扱についてのお願い

一般社団法人大分県高圧ガス保安協会
大分県生活環境部消防保安室長：活用･周知依頼を
通知

12ヵ月

宮崎
H20.6

(H30.1改）
宮崎県高圧ガス容器管理指針

宮崎県総務部危機管理局消防保安課
宮崎県高圧ガス流通保安協会 12ヵ月

鹿児島 H24.1.25施行 鹿児島県高圧ガス容器適正管理指針 鹿児島県危機管理局消防保安課 6ヵ月

沖縄 H25.4.1 沖縄県高圧ガス容器安全管理指針
沖縄県
一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会 12ヵ月

①発行済 47 100.0% 3ヵ月 2
②未発行 0 6ヵ月 9

12ヵ月 32
記載なし 4

合計 47 合計 47

近畿

中国

四国

九州


