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自動車等への給油を行う固定給油設備を用いて容器にガソリン等を詰め替える行為につ
いては、１日あたりの詰め替える量が指定数量未満であれば容認されるとの見解を昭和
62年に示していたが、農業機械等の燃料としてガソリンの需要が高まっていることから、
一定の安全対策を条件に指定数量以上のガソリンを容器に詰め替えることが可能である
との見解を令和元年に新たに示した。
必要な安全対策を改めて検討した上で、固定給油設備によるガソリン等の指定数量以上
の詰替について明確化する。
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検討内容

概

要

１. 固定給油設備によるガソリンの容器への詰替等について①
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● 固定給油設備による詰替

ガソリン 軽 油

１日当たりの
詰め替えられる量

指定数量未満に限り認められる。
（S62.4.28消防危第38号）
ただし、一定の安全対策※1を講じた
上で、指定数量以上も認められる。
（R1.8.7消防危第111号）

指定数量未満に限り認められる。
（S62.4.28消防危第38号）

※1①給油ノズルに設けられた満量停止装置が確実に機能すること。
②詰め替え作業を危険物取扱者である従業員が行うこと。
③予防規程に基づく文書に明記すること。

（参考）固定注油設備※2による詰替

軽 油 灯油

１日当たりの
詰め替えられる量 制限はない。（危政令第3条第1号）

※2 軽油及び灯油を容器へ詰め替え、又は車両に固定されたタンクに注入する設備
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火 災 件 数

過去10年間（2011年４月～2021年３月）に発生した給油取扱所における火災事故 289件
→ この内、容器への詰替時に起こった火災は15件※

※火災は全て固定給油設備によるガソリンの詰替時に発生したものであり、灯油若し
くは軽油詰替時には発生していない。また、タンク（車両に固定されたタンク）へ
の注入時にも発生していない

＜内訳＞
１ 静電気に起因するもの 15件

油種 設備 行為者 原因 詰替先 件数

ガソリン 固定給油設備
従業員 静電気 携行缶 14件

顧客 静電気 携行缶 1件

＜容器詰替時に発生した火災事故＞

詰替等に関する事故事例（火災）
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過去10年間（2011年４月～2021年３月）に発生した給油取扱所における流出事故 710件
→ この内、容器への詰替時又はタンクへの注入時に発生したもの 40件

※ガソリン詰替時の流出は発生していない
＜内訳＞
１ タンクへの注入時にその場を離れる 33件（軽油10件、灯油23件）
２ ポリ容器等への詰替時にその場を離れる 3件（軽油1 件、灯油2件）
３ その他 4件（灯油4件）

油種 設備 行為者 原因 詰替先 件数
軽油 固定給油設備 従業員 その場を離れる ドラム缶 1件

灯油 固定注油設備

従業員 その場を離れる ポリ容器 1件
顧客 その場を離れる ポリ容器 1件
顧客 ノズル不良 ポリ容器 2件
顧客 車両衝突 ポリ容器 1件
顧客 容器破損 ポリ容器 1件

軽油

固定給油設備 従業員 その場を離れる タンク 2件
固定注油設備 従業員 その場を離れる タンク 7件

固定給油設備 従業員 その場を離れる タンク 1件

灯油 固定注油設備 従業員 その場を離れる タンク 23件

＜詰替又は注入時に発生した流出事故＞

詰替等に関する事故事例（流出）

流
出
件
数
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安

全

対

策

・固定給油設備によるガソリン等の指定数量以上の詰替については、火災事故
及び流出事故の可能性があるものの、火災事故の原因のほとんどが静電気で
あり、また、流出事故の原因のほとんどがその場を離れたものであることか
ら、「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」（令和元年８月
７日付け消防危第111号）に記載している対策を参考に以下の安全対策を講
じることにより、認めてよいのではないか。

①静電気火災の防止対策や詰替・注入時の流出防止対策、日常点検の実施方法
等を予防規程やそれに基づく文書に明記すること

②万が一その場を離れても容器等からガソリン等があふれないよう、固定給油
設備の給油ホースに接続される給油ノズルに設けられた満量停止装置等が確
実に機能すること

③ガソリンの詰替作業については、危険物の取扱いに関して知識及び技能を有
する危険物取扱者である従業員又は危険物取扱者の立ち会いを受けた従業員
が行うこと（軽油の詰替作業を除く。）
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・固定給油設備においても固定注油設備と同様の安全対策（注入管の使用）
を条件に軽油を車両に固定したタンクへの注入を認めてはどうか。

・自家用給油取扱所に固定注油設備が設置できることを明確化してはどうか。

・給油取扱所では自動車やジェットスキー、発電機等動力源として危険物を
消費する「燃料タンク」を内蔵するもの（以下「自動車等」という。）へ
の給油が可能であること、自動車等の輸送は燃料タンクに危険物が入って
いても消防法上の運搬とは見なさないことを明確化してはどうか。

関

連

項

目
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２. 荷卸し中の固定給油設備等の使用①
➣ 移動タンク貯蔵所から専用タンク等へ危険物を注入している間（荷卸し中）において
は、当該専用タンク等に接続する固定給油設備及び固定注油設備の使用を中止すること
とされているが、給油取扱所の営業機会確保のため、荷卸し中に固定給油設備等を使用
した場合の具体的リスク及び当該リスクに応じた安全対策を検討し、安全対策を講じた
ものについては使用可能としてはどうか。

荷卸し中 給油中

危

移動タンク貯蔵所

固定給油設備

通気管

注入口

：危険物の流れ 地下タンク貯蔵所
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【関係法令】
・危険物の規制に関する政令第第27条第６項第１号ヘ
「給油取扱所に専用タンク又は簡易タンクがある場合において、当該タンクに危険物を注入するときは、
当該タンクに接続する固定給油設備又は固定注油設備の使用を中止するとともに、自動車等を当該タン
クの注入口に近づけないこと。」

給油取扱所の危険物取扱者が、危険物取扱者以外の従業員が行う給油作業等の危険物取扱
作業への立会いやセルフスタンドにおいて顧客が行う給油作業の監視と同時に、荷卸し作
業への立会いにも対応する場面が想定され、その場合、いずれかの立会い・監視の業務が
おろそかになる可能性がある。

給油作業等への立会い・監視と同時に荷卸し作業への立会いが必要となった場合における
立会い・監視体制について予防規程等に定め、当該予防規程の遵守により確実な立会い・
監視業務を維持する。

≪荷卸し中に固定給油設備等を使用した場合に考えられるリスク≫

≪対策案≫
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３. 尿素水溶液供給機の設置①
➣ 主に大型トラック（ディーゼル自動車）の排気ガス処理に用いられる尿素水溶液を供
給（補充）する設備（尿素水溶液供給機）の設置については、尿素水溶液供給機を「自
動車等の点検・整備を行う設備」に位置付けた上で、基準の特例（危政令第23条）によ
り固定給油設備が設けられたアイランド上に設置して差し支えないとの見解を平成17年
及び平成23年に示しているところであるが、その設置が一般的になってきていることか
ら、法令に位置づけてはどうか。

尿素水溶液供給機

尿素水溶液の補充状況

【出典（写真）：株式会社タツノＨＰ】

ディスペンサー型

プラスチック容器型
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【関係法令】
危険物の規制に関する規則第25条の５第２項第２号
（自動車等の点検・整備を行う設備）
「位置は、固定給油設備（ポンプ室に設けられたポンプ機器及び油中ポンプ機器を除く。）から次の表
に掲げる固定給油設備の区分に応じそれぞれ同表に定める距離以上、かつ、道路境界線から二メートル
以上離れた場所であること。ただし、建築物の第二十五条の四第一項第三号（※）の用途に供する部分
で、床又は壁で区画されたものの内部に設ける場合は、この限りでない。」

※自動車等の点検・整備を行う作業場

【平成23年12月１日付け消防危第273号（抜粋）】
問４ 大型トラックの排出ガス処理に用いられる尿素水溶液の供給機（600リットル以下のタンク内

蔵）については、政令第23条を適用し固定給油設備を設けたアイランド上に設置することを認め
て差し支えないこととされているが、600リットル以上のタンクを内蔵する尿素水溶液の供給機で
あっても、政令第23条を適用して、当該供給機を固定給油設備からの離隔距離内の場所に設置す
ることを認めて差し支えないか。なお、当該供給機を設置した場合においても、政令第17条第１
項第21号の規定を満たしているものである。

答 お見込みのとおり。
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４. 急速充電設備の設置①
➣ ガソリン等の可燃性蒸気が滞留する恐れのある給油取扱所における電気自動車用急速
充電設備を設置する場合の留意事項については、平成24年に見解を示しているところで
あるが、電気自動車の普及等に伴い給油取扱所に急速充電設備を設置する事例が増えて
いることから、屋内給油取扱所に設置する場合も含めて安全対策について検討した上で、
法令に位置づけてはどうか。

【関係法令】
・危険物の規制に関する政令第９条第１項第17号
「電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること。」
・危険物の規制に関する政令第17条第１項第21号
「電気設備は、第九条第一項第十七号に掲げる製造所の電気設備の例によるものであること。」

電気自動車用
急速充電設備 電気自動車
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【平成24年３月16日付け消防危第77号（抜粋）】
第３ 急速充電設備を給油取扱所に設置する場合の安全対策について
１ 急速充電設備の電源を緊急に遮断できる装置を設ける場合
（１）急速充電設備の電源を緊急に遮断できる装置（以下「緊急遮断装置」という。）は、ガソリン

等の流出事故が発生した場合に容易に操作することが可能な場所（例えば、事務所等）に設ける
こと。

（２）次に掲げる範囲は可燃性蒸気が滞留するおそれのある範囲であることから、急速充電設備はこ
の範囲以外の場所に設置すること（別紙１参照）。
なお、この場合において、急速充電設備を設置する場所は給油又は注油に支障のない場所であ

る必要があること。
※ア、イ（省略）

（３）急速充電設備を設置した給油取扱所では、ガソリン等の給油・注油等の作業状況に加え、急速
充電設備の使用状況も、常時適切に監視する必要があること。したがって、従業員等が目視によ
り急速充電設備の使用状況を監視することができない場合には、監視カメラの設置等により適切
な監視体制を構築することが必要であること。

（４）流出事故発生時には急速充電設備の電源を速やかに遮断する必要があることから、
（３）に記載の監視体制、従業員への教育及び緊急遮断装置の操作方法等について予防規程に明
記すること。

２ 緊急遮断装置を設けない場合
（１）次に掲げる範囲は可燃性蒸気が滞留するおそれのある範囲であることから、急速充電設備はこ

の範囲以外の場所に設置すること（別紙２参照）。
なお、この場合において、急速充電設備を設置する場所は給油又は注油に支障のない場所であ

る必要があること。
※アからエ（省略）

→ 次ページの図参照。

→ 次ページの図参照。
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【平成24年３月16日付け消防危第77号（抜粋）】
緊急遮断装置を設ける場合 緊急遮断装置を設けない場合
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緊急遮断装置を設ける場合 緊急遮断装置を設けない場合

【平成24年３月16日付け消防危第77号（抜粋）】
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