
平 成 １８年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 保安課 課長名 三戸 茂 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

高圧ガスや火薬類の保安対策を推進して事故を防止するとともに、土石砂利等の災害防止対策の推進及び適正な規

模の採取場の実現を図る等様々な行政施策を推進し、産業の健全な発展と県民福祉の向上を図り、もって千葉県経済

の発展に寄与します。 

２ 施策の概要 

施策名 産業保安対策の推進 
施策 
コード

4 - 0 5 0 5

アクションプラン 
における位置付け 

 

上位政策 
計画等 

 
関係
課名

 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年月） 

区

分 

 

高圧ガスによる災害事故の発生件数 

事故件数 

コンビナート・一般高

圧ガス 3件 

・LPガス 3件 

 （16年度） 

事故の撲滅(18年度) 

事故件数 

コンビナート・

一般高圧ガス

11件 

LPガス 8件 

C 

土石砂利採取に伴う災害事故の発生件数 
事故件数 

5件(16年度) 
事故の撲滅(18年度) 

事故件数 

６件（18年度）
C 

火薬類による事故の発生件数 

事故件数 

0件  （15年度）  

0件 （16年度）  

事故の撲滅(18年度) 
事故件数 

2件（18年度） 
C 

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

コンビナート事業所を除く高圧ガス事業所及び火薬類製造事業所については、小規模事業所

が多く自主保安には県の支援が不可欠であり、今後も県が指導的立場で保安啓発、保安講習会

等を実施し、事故防止を図る必要があります。また、電気工事業者も小規模事業所がほとんど

であることから、不適切な電気工事業者の指導を行う必要があります。 

近年の景気の低迷による公共事業の減少や、公共事業でのリサイクル材の使用などにより、

土石砂利の需用は減少しています。これらにより、事業者が倒産に追い込まれるなど、事業活

動の休止を余儀なくされ、その結果、跡地整備が不十分なまま放置されている採取場が存在し

ています。 

目標の 

達成状況総括 

産業保安対策の推進について、概ね順調に進んでいますが、一部に課題があります。 

高圧ガスによる災害事故、土石砂利採取に伴う災害事故並びに火薬類による事故の発生件数が、

基準年よりも増加しました。今後は更に保安に係る指導や自主保安意識の向上を図っていきま

す。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

15,974 17,769 

金額
14,124 16,423 

15.0 14.0 
Ⅰ 

（高圧ガス保安対策の推進） 

保安検査、立入検査の実施により法律に基づく技術基準

の遵守に取り組むとともに、事故時の初期対応のために防

災訓練等を実施します。 

また、自主保安を推進するために保安講習会を開催しま

す。 

人員
15.0 14.0 



2,544 2,440 

金額
2,170 1,875 

8.0 8.0 

Ⅱ 

（資源対策の推進） 

 土石砂利採取に伴う災害を未然に防止するために採取

場等への立入検査及び無認可採取や不法投棄の早期発見

努めるとともに未廃止採取場の廃止を促進します。 

人員

8.0 8.0 

2,490 1,999 

金額

2,366 1,850 

2.0 2.1 

Ⅲ 

（火薬類保安対策の推進） 

 火薬類取締法令で定められた技術上の基準に、設備等が

遵守されているか確認のため年2回立入検査を実施すると

ともに保安意識向上のため講習会を実施します。 

 また、火薬類関係事業所に専門知識を有する者を派遣

し、保安上必要な事項の徹底を図るため巡回指導を年2回

実施します。 

人員

2.0 2.1 

757 8,634 
金額

670 10,514 

1.0 0.7 
Ⅳ 

（電気保安対策の推進） 

電気工事士免状を交付し、電気工事の作業に従事する者

の資格及び義務を定めることにより、電気工事の欠陥によ

る災害の発生を防止するとともに、電気工業を営む者に対

する登録の実施及びその業務の規制を行うことにより電

気工作物の保安の確保を図ります。 

人員
1.0 0.7 

25,718 27,204 
金額

26,366 25,438 

0.2 0.2 
Ⅴ 

（適正計量の推進） 

適正な計量の実施を確保するため、製造事業者等の届

出、計量証明事業者の登録、正確な特定計量器を供給する

ための検定，商品販売などで使用される特定計量器の定期

検査、消費者保護のための商品量目などの立入検査等を実

施します。 

人員

0.2 0.2 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年月） 

区

分

保安検査の実施 

 

保安検査943件 

(16年度) 

同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 

保安検査 854 件

（18年度） 
B 

立入検査の実施（①一般ガス等） 

        （②LPガス等） 

①322件 

②144件（16年度） 

同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 

① 343件 

② 195件 
A 

防災訓練等の実施 開催 2回(16年度) 
同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 
２回（18年度） A 

Ⅰ 

 

保安講習会の開催 

実 施 回 数 62 回

受講者数7,310人 

(16年度) 

同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 
実施回数65回 

受講者数7,314人
A 

立入検査の実施 1,774件（16年度） 
同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 
2,568件(18年度) A 

未廃止採取場の廃止促進 39件（16年度） 
同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 
38件(18年度) B 

未廃止採取場への不法投棄の防止 1件（16年度） 0件(18年度) 1件(18年度) B 

Ⅱ 

 

無認可採取の防止 8件（16年度） 0件(18年度) 4件(18年度) C 

火薬類製造事業所等への保安検査 
保安検査 56件 

 (16年度) 

同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 
保安検査 57件

(18年度) 
A 

火薬類製造事業所等への立入検査 575件 (16年度) 
同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 576件 A Ⅲ 

保安講習会の開催 9回 801人 (16年度)
同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 
9回 756人    

(18年度) 
B 



電気工事士免状の交付 1,722件 （16年度）
同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 
2,239件（18年度） A 

Ⅳ 

電気工事業者の登録 349件 （16件） 
同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 
559件（18年度） A 

計量器等に係る立入検査  168,052件(16年度) 
同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 

186,980件    

(18年度) 
A 

計量器等に係る検定・検査件数 53,309件(16年度) 

計量器製造事業者を指

導し、民間で検定がで

きる体制を推進しま

す。（18年度） 

42,474件  

(18年度) 
B Ⅴ 

計量に係る講習会の開催 3回 74人(16年度)
同程度の件数を実施し

ます。（18年度） 

3回 94人 

（18年度） 
A 

４ 施策展開の説明 

残された 

課題 

高圧ガス業界において、保安要員の年齢構成がアンバランスであり、数年後の大量定年退職者の発

生による保安レベルの低下を防ぐ必要があります。 

「京葉臨海コンビナート活性化特区」における「ボイラー等の開放検査周期の延長事業」について

は、企業等から連続運転周期の延長要望が出ています。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ 高圧ガス保安対策の推進 

高圧ガス保安対策として、事故防止のために厳正な審査及び立入検査を引き続き実施するとともに

事故時の応急体制の整備等を目的とした、高圧ガス輸送車等防災訓練、空気呼吸器装着競技会を引き

続き実施します。 

県民が安心して家庭用燃料としてLPガスが利用できるよう保安啓発事業等の実施を進めます。 

 大臣認定事業所の認定取得を促進、石油コンビナート地域の活性化を図るために特区制度の推進を

図ります。 

 

Ⅱ 資源対策の推進 

将来にわたる適正採取のあり方について、採取場区域や採取後の整備方法などを示す、中期事業計

画書及び長期構想書の作成を継続して事業者に求め、無秩序な裸地や採取場の拡大を防止し適正な規

模の採取場の実現を図ります。 

 

Ⅲ 火薬類保安対策の推進 

火薬類の保安対策として、火薬類の事故の中で煙火（花火）消費中の事故が最も多いことから、煙

火打揚げ実習及び従事者保安講習会を実施し事故防止に万全を期します。また引き続き立入検査、保

安検査及び法の遵守を徹底させるための保安講習会を実施していきます。 

 

Ⅳ 電気保安対策の推進 

  電気工事に関する保安対策として、電気工事に従事する者に対して電気工事士免状の所持を義務付

けるともに、電気工事業を営む者に対しては知事登録を実施するなど、今後も電気工事の保安の確保

を図っていきます。 

遵Ⅴ 適正計量の推進 

適  適正計量の実施を確保するため、計量器製造業者等の届出受理、計量証明事業者の登録、正確な計

量器を供給するための検定、商品販売等で使用される計量器の定期検査、計量思想普及のため計量講

習会の開催などを今後も実施していきます。また、計量器を使用して取引等を行っている者へ、引き

続き立入検査を実施していきます。 

昨年度との 

主な変更

点・改善点 

高圧ガス保安対策の推進については、京葉臨海コンビナート地域の活性化を図るために、特区制度

によるボイラー及び第一種圧力容器の更なる連続運転周期の延長を図ります。 

 

 

 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・高圧ガスに係る保安検査・完成検査 

・土石砂利採取計画の認可・変更認可等の指

導 

・未廃止採取場の廃止促進 

・立入検査、事故調査、鉱業法関係 

 （以上通年） 

                    

煙火打揚げ実習及び打揚げ従事者講習会及

び煙火製造事業者に対する立入検査 

４月 

～６月

・高圧ガスに係る保安検査・完成検査 

・土石砂利採取計画の認可・変更認可等の指導 

・未廃止採取場の廃止促進 

・立入検査、事故調査、鉱業法関係 

 （以上通年） 

 

                      

煙火打揚げ実習及び打揚げ従事者講習会(5月) 

煙火製造事業者に対する立入検査(6月) 

７月 

～９月 

煙火消費場所(花火大会)での立入検査 

 
７月 

～９月

煙火消費場所(花火大会)での立入検査(7月) 

 

10月 

～12月 

空気呼吸器装着競技会、高圧ガス火薬類保安

大会、高圧ガス輸送車等防災訓練の実施 

「計量正確強調月間」の実施 

10月 

～12月

空気呼吸器装着競技会、高圧ガス火薬類保安大

会、高圧ガス輸送車等防災訓練の実施（10月） 

「計量正確強調月間」として、知事表彰や各市町

村の消費生活展への出展（11月） 

１月 

～３月 

 １月 

～３月

 

 

５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ．高圧ガス保安対策の推進 

防災訓練や保安講習会、立入検査などの実施により、自主保安意識の高揚が図れました。 

Ⅱ．資源対策の推進 

土石砂利採取に伴う災害を未然に防止するために採取場等への立入検査を実施し、無認可採

取や不法投棄の早期発見に努めるとともに未廃止採取場の廃止を促進しました。 

Ⅲ．火薬類保安対策の推進 

 火薬類の保安管理、盗難防止等を図るため、保安講習会を実施しました。756 名が参加し、

火薬類の製造業者、従事者、販売業者等に、関係法令や技術等の認識が深まりました。 

Ⅳ．電気保安対策の推進 

粗悪な電気用品の流通を未然に防止するため、市町村が販売業者559店舗の立入検査を実施

したことにより、適正な電気用品の流通の確保に貢献しました。 

Ⅴ．適正計量の推進 

 立入検査、検定・検査、研修会等を開催することにより、正しい計量の確保や計量に関する

知識の普及が図れました。 

施
策
実
施
結
果 

特記事項 

Ⅱ．資源対策の推進 

平成 18 年度の採取場等への立入検査は、県民センター等と連携して総計 2,568 件実施し、

土石砂利採取事業者に対して、認可された計画を遵守するように、きめ細かい指導ができまし

た。 

残された課題 

Ⅰ．高圧ガス保安対策の推進 

保安技術等の伝承に係る保安レベルの低下防止対策及び施設の老朽化に伴う事故防止対策

の必要があります。 

Ⅱ．資源対策の推進 

近年の景気低迷に伴い、事業者の倒産等による未廃止採取場が増加傾向にあり、急傾斜地や

裸地が残ってしまうことから、災害防止及び残土等の不法投棄の未然防止のために砂利採取場

等を適正に廃止する必要があります。 

次
年
度
以
降
の
対
応 

方向性 

Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

Ⅴ：Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 



課題への対応策 

Ⅰ．高圧ガス保安対策の推進 

保安レベルの低下防止対策としては、引き続き高圧ガス関係団体と連携を図り、従業員等に

対する講習会等を通じて指導・育成を行っていきます。 

施設の老朽化に伴う事故防止対策としては、検査等を通じ、事業所の自主保安意識の高揚を図

り、計画的な施設の改善策に積極的に取り組むよう引き続き指導を行っていきます。 

Ⅱ．資源対策の推進 

倒産した事業者等の代わりに、業協同組合や他の事業者を活用して未廃止採取場の適正な廃

止を行うための方法として、残土の活用等が考えられることから、廃棄物指導課及び林務課な

どの関連部局と連携して検討してまいります。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大 Ｂ 現状維持 Ｃ 縮小 Ｄ 大幅に縮小 

・ 被害による県民生活への影響が大きい、高圧ガスや火薬類等の保安対策については、事故の撲滅に努めるととも

に、安全対策や危機管理への社会的要請が高まる中、団塊の世代の大量定年退職者の出現により、保安技術レベル

の低下を招くことが無いよう留意すること。 

・ 土石砂利の採取については、産業の発展に資する土木分野への資源供給という側面と、未廃止採取場の増加によ

る裸地の拡大や、汚泥流出など環境への影響という側面からの十分な調整が果たせるよう、関係部局との連携を緊

密にすること。 

・ 電気保安対策及び適正計量の推進に当たっては、工事者や、特定計量器の製造･修理･販売事業者による資質の向

上を図ること。 

 


