
一般財団法人　全国危険物安全協会

1　はじめに

一般財団法人全国危険物安全協会（以下「全
危協」という。）は、危険物等に関する安全の
確保を図るため、危険物等に関する知識の普及
啓発、危険物取扱者等危険物関係事業所等の関
係者に対する安全教育及び危険物を取り扱う施
設及び設備等における自主的な安全管理体制を
推進し、もって社会公共の福祉の増進に寄与す
ることを目的とした各種事業を展開しておりま
す。また、平成16年度からは、全国市町村振興
協会の助成を得て、危険物災害防止等に係る危
険物施設の立入検査等に従事する消防職員の指
導能力等の向上を図り、事業所における自主保
安体制の推進に資することを目的とした「消防
機関支援事業」を行っています。

2　�平成27年度消防機関支援事業について

危険物施設における火災及び流出事故の発生
件数は、平成 6 年頃を境に増加傾向に転じ、依
然として高い水準で推移しています。また、近
年、石油コンビナート等の事業所において多数
の死傷者を伴う重大事故が相次いで発生してお
り、このような危険物施設における事故防止対
策の推進が最優先の課題となっています。

これまでも消防庁において、平成15年に、学
識経験者、消防機関、危険物関係団体等で構成
する「危険物等事故防止対策情報連絡会」を設
置し、以降、毎年度「危険物事故防止に関する
基本方針」に基づく「危険物事故防止アクショ

ンプラン」を策定し、その都度、危険物施設に
おける事故の要因等の分析を踏まえた適宜適切
な事故防止対策を推進するとともに、近年、石
油コンビナート等において深刻な爆発事故等が
頻発したことを受け、平成26年 2 月には、消防
庁をはじめとした石油コンビナート等の保安に
関する規制を行う厚生労働省、経済産業省等で
構成する「石油コンビナート等における災害防
止対策検討関係省庁連絡会議」を設置し、石油
コンビナート等における重大事故の発生防止に
向けた事業者や関係団体が取り組むべき事項等
について報告書を取りまとめ、官民一体となっ
た事故防止対策が推進されているところです。

平成26年中の危険物施設における火災と流出
事故の総件数は599件で、平成 6 年と比較する
と 2 倍を超えています。また、平成26年中の流
出事故件数は、396件で、火災事故203件の約
2 倍発生しており、取り扱う物質によっては、
流出事故が火災や爆発事故に発展する危険性が
潜在しています。また、近年の石油コンビナー
ト等における重大事故の背景には、熟練技術者
の高齢化、退職に伴う知識・技術の低下、危険
予知や危機回避能力の低下、設備・機器の老朽
化、雇用形態のアウトソーシング化等が挙げら
れています。また、消防庁において取りまとめ
られた「平成27年度危険物事故防止アクション
プラン」では、「業種を超えた事故の情報の共有」
を図るとともに、事業者や関係団体等が「事故
防止安全憲章」等の内容を踏まえ、自らの役割
や事態・体制等に応じた安全確保方策を確立す

業種固有の危険性評価方法
（チェックリスト方式）の作成について



ることが重要であるとして、「保安教育の充実に
よる人材育成・技術の伝承」を重点項目として
挙げています。

このような状況の中、平成26年11月、全国消
防長会会長から全危協理事長あてに「事業所、
消防機関ともに法令や現場を熟知しているベテラ
ン職員が、ここ数年のうちに大量に退職し、人材
の育成や技術の伝承が不十分になることが懸念さ
れ、今後とも消防機関として事業所に対して適切
に指導を行うために、近年の危険物施設における
重大事故の発生原因を踏まえた業種や施設毎の
危険要因等を取り入れた業種別危険性評価方法
に係る教材の作成」について要望がありました。

全危協では、この要望を踏まえ、平成16・17
年度の消防機関支援事業として作成し、危険物
施設の事故防止に関して大きな役割を果たした
実績のある「危険性評価方法（チェックリスト
方式）」をベースに、新たに、「平成27年度消防
機関支援事業」の一環として、学識経験者、業
界団体及び政令都市の消防職員等で構成した

「業種別危険性評価方法検討委員会」を設置し、
主に平成15年以降の危険物施設の設備や機器等
のハード面に係る火災及び流出事故の原因の分
析に基づき危険要因をチェックリスト化した石
油精製業や石油化学製品製造業等 9 業種に係る

「業種固有（主にハード面）の危険性評価法
（チェックリスト方式）」を作成しました。

3 　�業種固有の危険性評価方法（チェッ
クリスト方式）の概要について

⑴　登載している内容等について
ア　登載している業種区分について

①　石油精製業　
②　油槽業
③　石油化学製品製造業
④　医薬品製造業
⑤　塗料・印刷インキ製造業
⑥　製鉄業
⑦　ゴム製品製造業
⑧　合成樹脂製品製造業
⑨　廃棄物処理業
イ　�平成15年以降の新たに収集・登載し
た事故例について

①　火災事故　663件
②　流出事故　343件

ウ　ページ総数について　
　　　Ａ 4 版　1,000ページ　

⑵　作成上のポイントについて
作成にあたり、平成16年度〜17年度に作

成した危険性評価方法（チェックリスト方
式）をベースとし、次の 3 つのポイントを
踏まえて作成しています。

＜ 3 つのポイント＞
① 火災事故例
・ 「危険性評価方法（チェックリスト方式）」に含まれ

る火災事故に加え、平成15年以降に発生した危険物
施設等における主にハード面に係る火災事故を分析
して、危険要因をチェックリスト化しています。

・ 近年発生した重大事故については、事故調査報告書
等を活用し、より詳細に危険因子を洗い出しチェッ
クリスト化しています。

② 流出事故例
・ 近年の危険物事故の多くは流出事故であることから、

平成15年以降の危険物施設等における主にハード面
に係る流出事故を分析して、危険要因をチェックリ
スト化しています。

・ 流出事故は、着火すると火災事故に発展する危険性
があり、流出事故を防止することが、火災事故の防
止につながるために新たに取り入れています。

③ ユーザビリティの向上
・  全国の消防本部等が危険物事務に係る書類審査や立

入検査を行う際の事故防止に伴う参考資料として、
活用しやすい構成としています。

・  危険物施設等を有する事業所が実効的・継続可能な
自主保安体制の強化につながるよう、チェックリス
ト等のユーザビリティの向上を図っています。

⑶　作成した手順等について
ア　事故例の収集について

総務省消防庁が作成している「危険物



に係る事故事例（火災編）、「危険物に係
る事故事例（流出編）」を基に、 9 業種
に区分して火災事故及び流出事故を収集
し、事故に至った危険要因を分析し、こ
れらの危険要因をチェックリスト化した
ものをチェック項目に抽出し、また事故
防止に係る重要度を定量化の基礎資料に
活用しています。また、発災事業所が事
故の原因究明及び類似事故防止策を検討
するために、事業所自ら事故調査委員会
を設置して「事故調査報告書」をまとめ
上げて公開している場合には、個別にそ
れらの資料を収集し、当チェックリスト
へ活用しています。
イ　作成手順について

業種固有の危険性評価方法（チェック
リスト方式）の作成手順は次のとおりです。

チェック
リスト
解説書

事故例データを
業種、装置、工
程、着火原因、
人・物的要因、マ
ネジメント因子
等ごとに解析、
算定、評価

事故データの
内容（事故原
因等）、リス
ク評価を基に
チェック項目
を抽出

チェック項
目の調整、
法令・指針
等との整合
等

事故の頻度、
人的・物的被
害、学識経験
を加味して、
チェック項目
等の重要度を
評価

・石油精製業
・油槽業
・石油化学製品製造業
・医薬品製造業
・塗料・印刷インキ製造業
・製鉄業
・ゴム製品製造業
・合成樹脂製品製造業
・廃棄物処理業

 

事故事例
データ

解析・算定・
評価

    

チェック
項目の
抽出

   

チェック
項目の

整合・調整
   

チェック
項目等の
重要度評価

  

 

平成15～25年他
の火災及び流出
事故例
データ収集

危険物施設･石災法
に関する火災及び
流出報告、ニアミス
事故例等の収集
発災事業所が独自
に公表した「事故調
査報告書」の収集

②　平成15～25年他に発生した火災及び流出事故例に
基づいた「業種固有の危険性評価方法（チェック
リスト方式）」を、以下の手順で作成しています。

③　上記①を踏まえたうえで、見やすく、活用しやす
い業種固有の危険性評価方法（チェックリスト方
式）を作成しています。

業種固有の危険性評価方法作成手順

① 主要な業界団体に対して、平成17年度に全危協が
発行した「危険性評価方法（チェックリスト方式）」
を基に、近年の危険物施設等における火災・流出
事故の危険要因を新たにチェックリスト化するた
めに、事前に事業所等での使い勝手や活用方法等
についてのアンケート調査を実施しています。

⑷　活用方法等について
ア　適切な活用部門等について

業種固有の危険性評価方法は、安全防
災部門等が中心となり、使用することを
想定していますが、項目によっては安全
防災部門単独では必ずしもチェック項目
の正しい判定ができないおそれがあるこ

とから、大項目単位に運転部門、保全部
門等とのチームを編成し、使用すること
が望まれます。

なお、使用者による主観的なチェック
項目合否判定のバラツキを平均化する目
的から、 3 人以上の使用者により、並行
して使用することが望まれます。この場
合、事業所の中間管理職、作業者など、
異なる役職者の組み合せも考慮に入れる
ことが大切です。

協力会社については、実態として管理
を任されている事業者側がチェックリス
トの使用対象者となります。ただし、協
力会社が管理を任されている場合でも、
総合的な安全管理を行う立場から、協力
会社が行った評価結果を最終的に事業所
側の各部門で把握する必要があります。

イ　具体的な活用方法等について
ア　消防機関における活用方法例について
ａ　「予防規程」等の改善・指導等に活用

業種固有の危険性評価方法は、産
業災害防止対策を推進するために、
消防機関が行う予防規程、防災規程、
消防計画などの認可、届出受理の際、
問題点を把握し、改善を指導するため
の資料として活用することができます。

平成17年 1 月14日消防危第14号で
「危険物の規制に関する規則の一部を
改正する省令（平成17年総務省令第
3 号）」が公布され、一部を除き同 4
月 1 日から予防規程に定めなければ
ならない事項に「危険物の取扱工程
又は設備等の変更に伴う危険要因の
把握及び当該危険要因に関する対策
に関すること」が盛り込まれたこと
から、「業種固有の危険性評価方法」
は、当該事項を予防規程に定めるに
あたって指導するための資料として
も十分に活用することができます。

ｂ　立入検査時の重点箇所の選定に活用
業種固有の危険性評価方法は、事

故例の要因分析の結果等に基づき、
危険要因をチェックリスト化してい



るために、類似の事故防止に係る重
要な項目から構成されていますので、
消防職員が立入検査等を行うにあ
たって、危険要因の見極めなどに効
率的、かつ効果的に業務を実施する
ために活用できます。

イ　事業所での活用方法例について
ａ　類似の事故の再発防止に活用

業種固有の危険性評価方法は、事
業者が危険物施設等における危険性
を把握し、過去に発生したことがあ
る事故や類似の事故を未然に防止す
るために極めて有効です。

ｂ　自主保安体制の確立・強化に活用
各々のチェック項目により事業所

の施設や機器等の弱点を把握できた
り、危険性の評価得点が算定できる
ため複数年にわたる改善の進捗状況
を把握したり、同一業種における相
対的な比較を行うことも可能です。
ま た、 事 業 所 の 設 備 状 況 に よ り
チェック項目を取捨選択し、チェッ
ク項目の重み付けを修正することで、
事業所独自のチェックリストにカス
タマイズすることができます

ウ　チェックリストの見方について
ア　チェックリストについて

チェックリストは原則、事故例か
らチェック項目を起こしており、事故
発生との因果関係が一般的に認めら
れる、あるいは明らかである原因事象
をチェック項目としています。チェッ
クリストの見方は、次のとおりです。
ａ　個々のチェック項目に対し、Yes、
No、該当なしを判断し、Yesの場合
は、文頭のチェックボックス□に✓
印を記します。個々の危険要因を見
出すことが出来ます。必要に応じ、
解説書を参照してください。

ｂ　チェック項目欄には、文頭にスペー
スのないチェック項目と一文字分ス
ペースを空けたチェック項目の2種
類ありますが、前者は一般のチェック

項目で、後者はこれに関連するより詳
細なチェック項目を意味しています。

ｃ　各チェック項目には、事故例の解析
を基に、火災及び流出事故例の発生
頻度や人的・物的被害等から総合的
に判断し、各チェック項目の相対的
な重要度を 3段階（a、b、c）で評
価しています。安全施策の重点的又
は優先的な実施の目安が得られます。

（重要度大） （重要度比較的大きい） （重要度中）
ａ ＞ ｂ ＞ ｃ

ｄ　高度な、または仔細な安全技術に
ついては、具体的にチェック項目に
挙げるのではなく、安全技術につい
て考慮に入れる必要があることを認
識してもらうようなチェック項目文
としています。
（例）□�反応槽の材質が適正である

ことを、設計に際して考慮
しているか

ｅ　事業所の特性や作業環境に応じて
チェック項目を取捨選択し、事業所
独自のチェックリストにカスタマイ
ズすることが出来ます。また、他業
種におけるチェックリストも参考に
してください。

ｆ　本チェックリストは、事故例に基
づき事故に係る危険要因をチェック
リスト化しており、業種固有の危険
性を網羅的に抽出するものではあり
ません。

イ　評価点について
評価点の数値例を示すと次のとおり

となります。
ａ　チェック項目の評価点ａ、ｂ、ｃ
に、例えばそれぞれ得点 3点、 2点、
1点を配点（廃棄物処理業は結果的



に 2段階（ａ、ｂ）の評価点となっ
ているため、例えばそれぞれ配点を
10点、 1点とするなど、事業所の判
断により評価点を付してください。）
ｂ　各項目の✓印の個数及び評価点の
集計結果（以下「獲得点」という。）
を該当するチェック項目の合計点で
除し、得点割合を算出します。
ｃ　1,000点あるいは100点を満点とし
て、上記の得点割合を乗じ、得点換
算します。
ｄ　前記の方法で算出した評価点は、
事業所における安全上の問題点を浮
き彫りにすることができます。また、
チェック項目の重要度等を勘案し、
優先して対策を講じるべきチェック
項目を選定することができます。こ
れにより、チェック項目を保安の年
次計画等に組み入れる等、計画的な
対策立案に役立てることも可能です。

なお、個々の対策については、事
業所の判断により選択し、自主的に
講じていただくことが前提となります。

エ　解説書の見方について
解説書はチェックリストの補足説明の

ための資料であり、チェックリストの分
類に合わせて作成しています。
ア　「チェック項目」欄では、文頭にスペー

スのないチェック項目と一文字分ス
ペースを空けたチェック項目の 2 種類
ありますが、前者は一般のチェック項目
で、後者はこれに関連するより詳細な
チェック項目を意味しています（チェッ
クリストの記載方法と同様です。）。

イ　「Point」欄では、類似事故の発生を
防止するために、特に必要な事項や解
説書欄の中から特に注意すべき事項等
を箇条書きで示しています。

ウ　「解説」欄では、事故例からチェッ
ク項目を起こした要因や工程・作業に
おける危険性、類似の事故等を防止す
るための重要な事項等について詳細に
解説しています。

エ　「事故例」欄では、チェック項目の
基となる代表的な火災及び流出事故例
を、「事故装置・設備」、「事故概要」、「事
故原因」に分類・整理して記載し、参
考となる事故例は番号を付し、巻末の
事故例に記載しています。

なお、解説書巻末の事故例では、「参
照」欄を設け、関連する解説部分と紐
づけられるように整理しています。

【解説書例】

 

 

 

チェック項目欄

POINT欄

解説欄

チェックリストと同様の
内容を記載しています。 

 

事故例欄  

類似事故の発生を防止
するために特に必要な
事項や、解説書欄の中
から特に注意すべき事
項等を記載しています。

事故例からチェック項目
を起こした要因、工程や
作業における危険性、
事故を防止するために
必要な事項等について
詳細に解説しています。 

チェック項目の基となる
代表的な火災及び流出
事故例を、事故装置・設
備、事故概要、事故原
因別に記載しています。
その他参考となる事故例は
番号を付し、巻末で参照
できるようにしています。

3 　おわりに

全危協では、消防庁並びに全国消防長会の協
賛を得て、平成17年度以降、この消防機関支援
事業において作成した各種マニュアル等を教材
として全国の消防職員を対象とした「企業防災
対策指導研修会」を継続しており、平成27年度
末現在、これまで延べ5,219消防本部10,283人
の消防職員が受講しています。平成28年度にお
いても、平成27年度消防機関支援事業で作成し
た「業種固有の危険性評価方法（チェックリス
ト方式）」を教材として、危険物事務を担当し
ている全国消防長会 9 支部約1,000名の消防職
員等を対象とした「企業防災対策指導研修会」



を実施したところです。
また、平成29年度には、平成28年度消防機関

支援事業として作成しております業種毎（ソフ
ト面）の危険性評価方法に係る研修会を行って
いきたいと考えておりますが、今後とも、全国
消防機関の支援の一助となりますよう内容の一
層の充実を図って参る所存でありますので、消
防庁をはじめ（一財）全国市町村振興協会、全
国消防長会の皆様には、引き続きのご支援とご
協力を賜りますことをお願いいたしまして、本
稿の結びとさせていただきます。


