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第３章第３節

第３節 貯蔵所に係る技術上の基準
第１ 屋内貯蔵所
１ タンクコンテナによる貯蔵
政令第１０条第１項関係

・屋内貯蔵所の基準

(1) 危険物をタンクコンテナに収納して屋内貯蔵所に貯蔵する場合については、別記１９「危険物をタンク
コンテナに収納して屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所に貯蔵する場合の運用基準」によること。
２ 保安距離
政令第１０条第１項第１号関係

・保安距離

(1) 「保安距離」については、別記５「保安距離」によること。
３ 保有空地
政令第１０条第１項第２号関係

・保有空地

規則第１４条関係

・屋内貯蔵所の空地の特例

(1) 「保有空地」については、別記７「保有空地」によること。
４ 標識及び掲示板
政令第１０条第１項第３号関係

・標識・掲示板

規則第１７条関係

・標識

規則第１８条関係

・掲示板

(1) 「標識、掲示板」については、別記９「標識、掲示板」によること。
(2) 屋内貯蔵所である旨の標識に記載する文字は「危険物屋内貯蔵所」とすること。
(3) 同一敷地内に２以上の屋内貯蔵所を有する場合は、それぞれの貯蔵所ごとに設けること。
５ 建築物の制限等
政令第１０条第１項第３号の２関係

・階数制限

政令第１０条第１項第４号関係

・建築物の制限

規則第１６条の２関係

・高層倉庫の基準

(1) 政令第１０条第１項第４号に規定する「軒高」とは、屋内貯蔵所の周囲の地盤面から建築物の小屋組又
はこれに代わる横架材を支持する壁、敷き桁又は柱の上端までの高さとすること。 ◇
(2) 政令第１０条第１項第４号に規定する「床を地盤面以上に設ける」とは、地盤面より５ｃｍ以上の高さ
とすることをいう。 ◇
６ 構造等
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政令第１０条第１項第５号関係

・床面積

政令第１０条第１項第６号〜９号関係

・建築物

建基令第２条第１項第３号関係

・面積、高さ等の算定方法

(1) 防火設備を設ける限り、無制限に出入口の大きさを認めても差し支えない。
（昭和 45 年 4 月 21 日消防予第 72 号質疑 「貯蔵倉庫の出入口の大きさ」）

(2) 「不燃材料及び耐火構造」については、別記６「不燃材料と耐火構造」によること。
(3) 「延焼のおそれのある外壁」については、別記１０「建築物の延焼のおそれのある範囲」によること。
(4) 太陽光発電設備を設置する場合は、別記４７「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策
等に関するガイドライン」によること。
（平成 27 年 6 月 8 日消防危第 135 号通知 「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドラインについて」
）

(5) 貯蔵所内の通路、荷役又は作業用設備等については、次による。
ア 通路を有する屋内貯蔵所について
（昭和 57 年 5 月 11 日消防危第 57 号質疑）

下図のような形態の屋内貯蔵所の設置については、ａ〜ａ 及びｂ〜ｂ 間について、政令第１０条
第１項第６号及び第８号の規定に政令第２３条を適用し、その設置を認めてさしつかえない。また、屋
内貯蔵所（通路）に貨物自動車を入れて危険物の積みおろしをする行為は認められる。なお、積みおろ
し作業中には自動車の原動機を停止させておくこと。
＜屋内通路を有する屋内貯蔵所の例＞
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(ｱ) 通路 床はコンクリート造で危険物の積みおろし専用として使用し、危険物の貯蔵や他の目的に使
用することはない。
(ｲ) その他 ａ〜ａ′間とｂ〜ｂ′間の壁体は設けない。
イ 貨物自動車による危険物の積みおろし用に図１並びに図２の屋内貯蔵所にひさしや荷役場所を設けて
もよい。この場合における建築面積は、建築物の水平投影面積とし、ひさしは、建基令第２条第１項第３
号に規定する床面積により算定すること。
ただし、図１の場合において、ひさし下部が恒常的に危険物の貯蔵を行わない場所である場合は、政令
第２３条を適用し、政令第１０条第１項第５号及び同条第２項第２号の床面積から除外して差し支えない。
（昭和 57 年 5 月 11 日消防危第 57 号質疑）

(ｱ) 構造 図１、図２とも壁：鉄筋コンクリートブロック、はり：軽量鉄骨、屋根及びひさし：石綿ス
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レート、出入口：防火設備
(ｲ) 図２の荷役場所の前面は開放
＜庇又は荷役場所を有する屋内貯蔵所の例＞
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ウ 作業用台車設備の設置について
屋内貯蔵所の貯蔵に伴う作業用として、下記ア、イ、ウのような台車設備を設けることはさしつかえな
いが、床に段差を設ける方式は適当でない。
（昭和 57 年 5 月 11 日消防危第 57 号質疑）

(ｱ) 中央に台車を設置し、この台車に危険物を積載して移動しながら貯蔵場所に運搬する設備である。
(ｲ) 台車は不燃材で造り、車輪はゴム製で火花等の発生する危険性はない。
(ｳ) 台車は取り外しが可能である。
(ｴ) 貯蔵所の構造

壁：鉄筋コンクリートブロック、はり：軽量鉄骨、屋根：石綿スレート、出入口：

防火設備
＜庇又は荷役場所を有する屋内貯蔵所の例＞
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７ 床・傾斜・貯留設備
政令第１０条第１項第１０号関係

・浸水防止

政令第１０条第１項第１１号関係

・床、傾斜、貯留設備

(1) 禁水性物質又は第４類の危険物の貯蔵倉庫の床の高さは、降雨時に想定される滞水等による浸水のおそ
れのない高さとすること。 ◇
(2) 貯蔵倉庫は、出入口の直下の室内に側溝又は内部への勾配を設ける等により、危険物が外部へ流出しな
い構造とすること。 ◇
(3) 「床の傾斜及び貯留設備」等については、製造所の例によること。
８ 架台
政令第１０条第１項第１１号の２関係

・架台

規則第１６条の２の２関係

・屋内貯蔵所の架台の基準

(1) 規則第１６条の２の２第１項第３号に規定する「容器が容易に落下しない措置」とは、地震等による容
器の落下を防止するための措置で、当該架台に不燃材料の柵等を設けることをいう。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑 「架台の構造」）

(2) 屋内貯蔵所の架台の構造及び設備の基準にあっては規則第１６条の２の２に規定されているが、屋内貯
蔵所に危険物を貯蔵する場合には、次に掲げる項目によるものとする。
（平成 8 年 10 月 15 日消防危第 125 号通知「危険物施設の消火設備、
屋外タンク貯蔵所の歩廊橋及び屋内貯蔵所の耐震対策に係る運用について」
）

ア 架台の構造について
(ｱ) 新たに設置する架台
地震時の荷重に対して座屈及び転倒を生じない構造とすること。この場合、設計水平震度（Ｋh）は
静的震度法により、（Ｋh）＝0.15・ν1 ・ν2（ν1 ：地域別補正係数（0.85 とすること。）、ν2 ：
地盤別補正係数（地盤調査等の結果から告示第４条の２０第２項第１号の「地盤の区分」が確認でき
ない場合は、2.00 とすること。））とする。また、設計鉛直震度は設計水平震度の 1／2 とする。
ただし、高さが６ｍ以上の架台にあっては応答を考慮し、修正震度法〈別添１〉による。
なお、高層倉庫等で架台が建屋と一体構造となっているものについては、建基法によることができる。
(ｲ) 指定数量の５０倍以上の危険物を貯蔵する既設の屋内貯蔵所で現に設置されている架台
架台の更新・補修等の機会をとらえ、地震時の荷重に対して座屈及び転倒を生じない構造（上記(ｱ)
と同じ。）となるよう改修すること。
(ｳ) 市販の鋼製ラック、建築物と一体の構造となっている架台で、次表の段数、寸法等を満たすものに
ついては、前(ｱ)及び(ｲ)の計算をしなくても良いものであること。
＜構造計算を要しない架台の規格＞
各棚の

ラックの

固定

固定

許容荷重

最大許容

ボルトの

ボルトの

（kg）

荷重（kg）

呼び径

本数

185

100

300

Ｍ10

4

185

150

450

Ｍ12

4

幅

奥行

高さ

（cm）

（cm）

（cm）

3

90

30

3

90

60

段数
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3

120

30

185

100

300

Ｍ10

4

3

150

30

185

150

450

Ｍ12

4

3

180

30

185

150

450

Ｍ12

4

4

90

30

210

100

400

Ｍ12

4

4

120

30

210

100

400

Ｍ12

4

（注） 固定ボルトを設置する架台床面又は壁面は、コンクリートであること。
各段とも運搬容器を積み重ねずに積載するものであること。
イ 貯蔵位置について
低引火点の危険物については、できるだけ低い場所に貯蔵するよう配意すること。
ウ 容器の落下防止措置について
(ｱ) 容器の落下試験高さ（告示第６８条の５第２項第１号ニに掲げる表に定める危険等級に応じた落下
高さをいう。）を超える高さの架台に貯蔵する場合
容器を荷崩れ防止バンドで結束するか、柵付きパレット（かご状）で貯蔵する等により一体化を図
る（パレットを用いる場合にあっては、これと合わせて架台にパレットの落下防止具、移動防止具等
を取り付ける。）こと。あるいは、開口部に、容器の落下防止に有効な柵、綱等を取り付けること。
(ｲ) 床面に直接積み重ねて貯蔵する場合
容器を荷崩れ防止バンドで結束する等により一体化を図ること。
エ 上記及び〈別添１〉の項目中、ν1 ：地域別補正係数及びν2 ：地盤別補正係数については、告示第４
条の２０を準用する。
〈別添１〉屋内貯蔵所の架台の修正震度法による計算
１ 架台の各段の設計水平震度
架台の各段の設計水平震度（Ｋh（i））は、次の式により求めた値とする。
Ｋh（i）＝0.15ν1 ・ν2 ・ν3（i）
ν1 ：地域別補正係数
ν2 ：地盤別補正係数
ν3（i）：高さ方向の震度分布係数
ν３(i)＝

１
Ｗｉ

ｎ

ｎ

（ΣＷｊ）× Ａｉ−（ΣＷｊ）× Ａｉ ＋ １
ｊ＝ｉ

ｊ＝ｉ＋1

ただし、ｉ＝ｎの場合、中括弧内は第１項のみとする。
Ｗi ：ｉ段の固定荷重と積載荷重の和
Ａi ：各段の設計水平震度の分布係数
ｎ：架台の段数
Ａi ＝１＋（１√ａi −ａi ）２Ｔ／（１＋３Ｔ）
ａi ：架台のＡi を算出しようとする第ｉ段の固定荷重と積載荷重の和を当該架台の全固定荷重と全
積載荷重の和で除した数値
Ｔ ：架台の設計用一次固有周期で、次の式により求めた値（秒）
Ｔ＝0.03ｈ
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ｈ ：架台の全高さ（m）
架台の固有値解析を行った場合は、その値を用いることができる。
２ 架台の各段に作用する地震力
架台の各段に作用する地震力（Ｐi）は、次の式により求めた値とする。
Ｐi ＝Ｗi ×Ｋh(i)
３ 架台の各段に作用する転倒モーメント
架台の各段に作用する転倒モーメント（Ｍi）は、次の式により求めた値とする。
ｎ

Ｍｉ＝Σ

ｊ＝ｉ＋1

Ｐｊ×（Ｈｊ−Ｈｉ）

Ｈｉ ：第ｉ段の高さ
架台地盤面に作用する転倒モーメント（Ｍo）
ｎ

Ｍｏ＝Σ

Ｐｊ× Ｈｊ

ｊ＝1

９ 採光・照明・換気設備・排出設備
政令第１０条第１項第１２号関係

・照明、換気

(1) 「採光、照明」については、製造所の例によること。
(2) 蒸気放出設備としては、ブロアー等により蒸気を強制的に放出する設備のほかに、自然換気によるもの
があること。このいずれのものを用いるかは状況によるが、蒸気の滞留が著しい場合は、強制的換気が必
要であること。通気筒にブロアーを設けるのも強制的換気の一方法であるが、この場合においては、通気
筒の下部は床面に接近させる必要があること。
（昭和 37 年 4 月 6 日自消丙予発第 44 号質疑 「蒸気放出設備」）

(3) 「換気設備及び排出設備」については、別記１１「可燃性蒸気又は微粉の換気・排出設備」によること。
１０ 電気設備
政令第１０条第１項第１３号関係

・電気設備

政令第１０条第１項第１４号関係

・避雷設備

規則第１３条の２の２関係

・避雷設備

(1) 「電気設備」については、別記１３「電気設備及び主要電気機器の防爆構造」によること。
(2) 「避雷設備」については、製造所の例によること。
(3) 太陽光発電設備を設置する場合は、別記４７「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対
策等に関するガイドライン」によること。
（平成 27 年 6 月 8 日消防危第 135 号通知 「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドラインについて」
）

１１ 通風装置・冷房装置
政令第１０条第１項第１５号関係

・通風、冷房設備

(1) 第５類の危険物のうちセルロイド等を貯蔵するものについて必要とされる政令第１０条第１項第１５号
に規定する「当該危険物の発火する温度に達しない温度に保つ構造」とは、遮熱材料でふき、かつ、壁体
を耐火構造としたうえ不燃材料又は難燃材料で造った天井を設け、室内換気のほか、小屋裏の換気設備を
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設けること等により、室温を概ね３０度以下に抑制し得る構造とするものであること。 ◇
１２ 平家建以外の独立専用建築物に設置する屋内貯蔵所
政令第１０条第２項関係

・平家建以外の独立専用建築物

(1) 上階における液体危険物の貯留設備を当該階に設けることが困難な場合は、１階に設けられた貯留設備
に導入できる構造とすること。 ◇
(2) 換気設備は、各階ごとに設置すること。ただし、１階と上階のすべての換気に対して有効な能力を有す
る設備については、共用することができる。 ◇
１３ 他用途を有する建築物に設置する屋内貯蔵所
政令第１０条第３項関係

・他用途を有する建築物に設置するもの

政令第１０条第３項第１号〜第４号関係

・建築物制限

政令第１０条第３項第５号〜第７号関係

・建築物の出入口

(1) 政令第１０条第３項の技術上の基準に適合した屋内貯蔵所を同一の階において隣接しないで設置する場
合は、二以上設置することができる。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑 「部分規制の屋内貯蔵所の複数設置」）

(2) 政令第１０条第３項に規定する技術上の基準を満たした屋内貯蔵所を設ける場合、建築物の当該屋内貯
蔵所の用に供する部分以外の部分の用途は問わないこと。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑 「部分規制の屋内貯蔵所の複数設置」）

(3) １階が耐火構造で、２階が準耐火構造である建築物（１階と２階とは、開口部のない耐火構造の床で区
画されている。）の１階には設置できない。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑 「部分規制の屋内貯蔵所の複数設置」）

(4) 政令第１０条第３項第４号に規定する「７０ｍｍ以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度
を有する構造」とは、建基令第１０７条第１号及び第２号の規定によること。 ◇
また、高温高圧蒸気で養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さ７．５ｃｍ以上は、同等以上の
強度を有する構造の壁に該当する。
（平成 2 年 10 月 31 日消防危第 105 号質疑 「同等以上の強度を有する構造」）

(5) 政令第１０条第３項第５号に規定する「建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分の出入口」は、屋外に面
していなくてもよい。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑 「出入口の位置」）

(6) 政令第１０条第３項第６号で「窓を設けないこと」とは、出入口及び法令上必要とされる換気設備等の
開口部以外を有してはならないことを意味するものであること。
（平成元年 3 月 1 日消防危第 14 号通知、消防特第 34 号通知 「危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について」）

１４ 特定屋内貯蔵所
政令第１０条第４項関係

・特定屋内貯蔵所

規則第１６条の２の３第２項関係

・高層以外の特定屋内貯蔵所の特例

規則第１６条の２の３第３項関係

・高層の特定屋内貯蔵所の特例
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(1) 貯蔵倉庫に設ける出入口は、必要最小限の大きさとすること。
(2) 給気口には、温度ヒューズ付きの防火ダンパー等を設けること。
１５ 高引火点危険物の屋内貯蔵所
政令第１０条第５項関係

・高引火点危険物

規則第１６条の２の４関係

・高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例

規則第１６条の２の５関係

・高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例

規則第１６条の２の６第２項関係

・高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例

規則第１６条の２の６第３項関係

・高層の高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例

１６ 基準を超える特例（指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例）
政令第１０条第６項関係

・基準を超える特例

規則第１６条の３関係

・指定過酸化物

規則第１６条の４関係

・指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例

(1) 規則第１６条の４第４項に規定する「塀又は土盛り」は、次によること。 ◇
ア 塀又は土盛りに切通し出入口を設ける場合は、次に示す図の例によること。
＜塀又は土盛りに切通し出入口を設ける場合の例＞
①

②

屋 内
貯蔵所

屋 内
貯蔵所
切通し

切通し

土盛りに設ける切通しの出入口(①又は②)
イ 貯蔵倉庫を二以上隣接して設けることにより、相互間に設ける塀又は土盛りを相互に共用する場合は、
当該塀又は土盛りには通路その他出入口を設けないものとする。
(2) 貯蔵倉庫の屋根は、規則第１６条の４第５項第３号イ、ロ、ハ、ニのいずれかに適合する構造物の上部
に、政令第１０条第１項第７号（ただし書きを除く。）に規定する屋根を有すること。
(3) 貯蔵倉庫の出入口は、塀又は土盛りに設ける切通し、その他周囲の状況を勘案し、災害危険のおそれの
ない側に設けること。
１７ 基準を超える特例（アルキルアルミニウム等、ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例）
政令第１０条第６項関係

・基準を超える特例

規則第１６条の５関係

・屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物

規則第１６条の６関係

・アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例
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・ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例

(1) 規則第１６条の６第２項に規定する「アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の漏えい局限化設備及び受
入槽の構造基準」については製造所の例による。 ◇
(2) 規則第１６条の７に規定する「ヒドロキシルアミン等の温度の上昇による危険な反応を防止するための
措置」としての温度制御装置については、製造所の例によるほか次による。
（平成 14 年 3 月 27 日消防危第 46 号質疑 「ヒドロキシルアミン等を貯蔵する屋内貯蔵所に設置する温度制御装置について」）

ア 温度制御装置を単独で設ける必要はなく、温度の上昇による危険な反応を防止するための十分な能力
を有するものであれば、換気設備又は可燃性蒸気排出設備などと兼ねた装置として差し支えない。
イ 温度制御装置により制御する温度の目標として、貯蔵し、又は取り扱われるヒドロキシルアミン等の
熱分析試験より求められる発熱開始温度を参考とすることで差し支えない。
(3) アルキルアルミニウム等とは、第３類の危険物のうちアルキルアルミニウム、アルキルリチウム、又は
これらのいずれかを含有するものとする。
１８ 危険物以外の物品の貯蔵
規則第３８条の４第１項に規定される物品以外であっても、危険物の貯蔵に伴い必要なパレット等の貯蔵用
資材、段ボール等の梱包用資材、空容器類、フォークリフト等の荷役機器、油吸着マット等の防災資器材等に
ついては、次により必要最小限の量に限り存置できるものであること。
（平成 10 年 3 月 16 日消防危第 26 号 「屋内貯蔵所等における危険物以外の物品の貯蔵に係る運用基準について」）

(1) 貯蔵用資器材、梱包用資器材及び空容器類については、とりまとめて貯蔵し、危険物と相互に１ｍ以上
の間隔を置くとともに、積み重ねる場合は、周囲で貯蔵する危険物に悪影響を及ぼさないよう、積み重ね
高さに留意すること。
(2) 荷役機器については、消火活動上支障のない専用の場所を定めて置くこと。
なお、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場所で使用するフォークリフトは、防爆構造のものとすること。
(3) 防災資器材については、とりまとめて貯蔵し、危険物と相互に１ｍ以上の間隔を置くとともに、当該防
災資器材が使用できないときの代替措置が講じられているものであること。
１９ リチウムイオン蓄電池の貯蔵
リチウムイオン蓄電池を貯蔵する場合は、「リチウムイオン蓄電池の貯蔵及び取扱に係る運用について」（平
成２３年１２ 月２７ 日消防危第３０３号）によること。
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第２ 屋外タンク貯蔵所
政令第１１条関係

・屋外タンク貯蔵所の基準

１ 屋外タンク貯蔵所の新設及び変更の工程
屋外タンク貯蔵所の新設及び変更の工程は、別添１「特定屋外タンク貯蔵所新設工程」、別添１−２「準特
定屋外タンク貯蔵所新設工程」及び別添２「特定及び準特定以外の屋外タンク貯蔵所新設工程」によること。
◇
２ 屋外タンク貯蔵所の新設に伴う水張前試験、水張検査時、水張後試験の試験項目
屋外タンク貯蔵所の新設に伴う水張前試験、水張検査時、水張後試験の試験項目は別添３「特定屋外タンク
貯蔵所の新設に伴う試験等」、別添４「準特定屋外タンク貯蔵所の新設に伴う試験等」及び別添５「特定及び
準特定以外の屋外タンク貯蔵所の新設に伴う試験等」によること。
３ 変更工事に係る手続き
工事内容による変更工事に係る手続きは、第４章「屋外タンク貯蔵所等の定期保安検査、内部点検等の基準」
第２節第４「手続き」の別添６「屋外貯蔵タンク等の変更の工事に係る完成検査前検査等」によること。 ◇
４ 既設の屋外タンク貯蔵所の建て替え
既設の屋外タンク貯蔵所を建て替える場合（廃止・設置又は変更）は、下記によること。
(1) 「昭和５１年６月１５日以前に許可を受けている既設タンクの廃止・設置」
昭和５１年６月１５日政令第１５３号及び昭和５１年６月１５日省令第１８号（昭和５１年６月１６日
施行、以下「１５３号政令等」という。）の施行前に許可を受け、１５３号政令等の施行後の政令第１１
条第１項第２号及び第１５号の基準に適合しなくなった既設の屋外タンク貯蔵所を廃止して、引き続きそ
の位置に新たに屋外タンク貯蔵所を設置しようとする場合で、次に適合するときは、政令第１１条第１項
第２号及び第１５号（規則第２２条第２項第４号から第８号まで及び第１１号に係るものに限る。）の規
定によらないことができる。
（昭和 51 年 10 月 30 日消防危第 77 号通知 「既設の屋外貯蔵タンクの設置位置に新たに屋外貯蔵タンクを設置する場合の取扱いについて」）

ア 新設の屋外貯蔵タンクの直径（横置きの屋外貯蔵タンクにあっては、縦及び横の長さをいう。以下、
この号において同じ。）及び高さが既設の屋外貯蔵タンクの直径及び高さと同規模以下のものであるこ
と。
イ 原則として、新設の屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵する危険物が既設の屋外貯蔵タンクにおいて貯蔵し
ていた危険物の引火点以上の引火点を有すること。
ウ 屋外貯蔵タンクには、「屋外タンク冷却用散水設備の基準」（昭和５５年７月１日消防危第８０号通
知）による冷却用散水設備を設けること。
ただし、引火点が７０℃以上の危険物を貯蔵し取り扱うタンクにあっては、延焼防止上有効な放水銃
等を設けることができるものであること。
エ 新設の屋外貯蔵タンクの位置は、１５３号政令等の施行前の政令第１１条第１項第２号の規定に適合
するものであること。
この場合における倍数の算定に係る指定数量については、１５３号政令等の施行時の規定に基づくも
のとする。
オ 上記によるもののほか、昭和６３年１２月２７日政令第３５８号（以下「３５８号政令」という。）
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及び平成元年２月２３日省令第５号（平成２年５月２３日施行、以下「３５８号政令等」という。）の
施行後の政令第１１条第１項第２号の基準に適合しなくなった屋外タンク貯蔵所（以下「３５８号政令
等不適合タンク」という。）については、次の基準に適合するものであること。 ◇
(ｱ) ３５８号政令等の施行日における指定数量の倍数を超えないこと。
(ｲ) ３５８号政令等の施行後のタンク相互間を除くタンク周囲の保有空地の基準に適合すること。
(2) 「昭和５１年６月１６日から平成２年５月２３日の間に許可を受けている既設タンクの廃止・設置」
１５３号政令等の施行後で、３５８号政令等の施行前に許可を受けている既設の屋外タンク貯蔵所の
うち、３５８号政令等不適合タンクを廃止して、引き続きその位置に新たに屋外タンク貯蔵所を設置し
ようとする場合で、次に適合するときは、政令第１１条第１項第２号の規定によらないことができる。
（＊）
ア (1)ア、イ、ウ及びオの基準に適合すること。
イ ３５８号政令等の施行前の政令第１１条第１項第２号の規定に適合するものであること。
この場合における倍数の算定に係る指定数量については、３５８号政令等の施行前の規定に基づくも
のとする。
(3) 「既設タンクの本体のみの建て替え（変更）」
３５８号政令等不適合タンクを引き続きその位置に、タンク本体のみを建て替えるための変更をしようと
する場合で、同政令等改正後の政令第１１条第１項第２号の基準のうち、タンク相互間を除くタンク周囲の
保有空地が不足しているものについては、(1)ウの基準に適合させるものとする。 ◇
＜改正政令前の保有空地（政令第１１条第１項第２号、ただし書）の規定＞
時
期
基
準
内
容
昭和５１年 ・第６類以外のものは、タンク相互間について、
１５３号政
1/3、かつ、３ｍ以上
令等の施行 ・第６類は、タンク周囲については、1/3、かつ、
前
１．５ｍ以上、タンク相互間について、1/9、
かつ、１．５ｍ以上
昭和６３年 ・引火点が７０℃以上２００℃未満のものはタ
３５８号政
ンク相互間について、2/3、かつ、３ｍ以上
令当の施行 ・引火点が２００℃以上のものは、タンク相互
前
間について、1/3、かつ、３ｍ以上
・第６類は、タンク周囲について、1/3、かつ、
１．５ｍ以上、タンク相互間については、1/9、
かつ、１．５ｍ以上
現 行 規定 ・第４類のうち、引火点が７０℃以上のものは、
タンク相互間について、2/3 かつ、３ｍ以上

備

考（経過措置等）

引火点が２００℃未満のものが規制強化
され、基準不適合のものは、従前の例による
とされた。
なお、1０，０００㎘以上のものは、冷却
散水設備の設置により従前の例によるとさ
れた。
既設で基準不適合のものは、倍数を超えな
い限りにおいて、従前の例によるとされた。
なお、第４類のうち、引火点が２００℃以
上のものについては、高引火点危険物の特例
により、ほぼ、同基準となった。
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〔昭和６３年３５８号政令施行前の指定数量等〕
類

別

品

名

第１類

過酸化物

第２類

硫黄

第４類

特殊引火物

第６類

指定数量

備

考

50kg 過酸化水素（現行第 6 類）
100kg 変更なし
50ℓ

第 1 石油類

100ℓ アルキルアルミニウム（現行第 3 類）

さく酸エステル類

200ℓ トリクロロシラン（現行第 3 類）

ぎ酸エステル類

200ℓ

メチルエチルケトン

200ℓ

アルコール類

200ℓ

ピリジン

200ℓ

クロールベンゾール

300ℓ

第 2 石油類

500ℓ

第 3 石油類

2,000ℓ

第 4 石油類

3,000ℓ

動植物油類

3,000ℓ

発煙硝酸

80kg

濃硝酸

200kg

(4) 既設の屋外タンク貯蔵所を廃止して、引き続きその位置に新たに屋外タンク貯蔵所を設置しようとする
場合（以下「S＆B」という。）の例示を次に示す。 ◇
〔例 1〕
S44

ガソリン 200 ㎘・指定数量 2,000 倍・保有空地 9m・タンク間距離 3m

S48

（品名変更）
灯油

S51.6.16

（153 号政令等施行）
灯油

H2.5.23

200 ㎘・指定数量 400 倍・保有空地 3m・タンク間距離 3m
（358 号政令等施行）

灯油
現在

200 ㎘・指定数量 400 倍・保有空地 3m・タンク間距離 3m

200 ㎘・指定数量 200 倍・保有空地 3m・タンク間距離 3m
ガソリンへ品名変更し、S＆B は可能か

指定数量 1,000 倍・保有空地 5m・タンク間距離 5m （現行法令）
指定数量 2,000 倍・保有空地 9m・タンク間距離 3m （153 号政令等施行前）
（政省令改正以前に貯蔵していた危険物の引火点以上の引火点を有するものであり、153 号政令等施行前の
保有空地の基準を維持していれば、S＆B は可能）
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〔例 2〕
S44

トルエン 200 ㎘・指定数量 2,000 倍・保有空地 9m・タンク間距離 3m

S51.6.16

（153 号政令等施行）
トルエン 200 ㎘・指定数量 2,000 倍・保有空地 9m・タンク間距離 9m
（タンク間距離について、経過措置適用）

H2.5.23

（358 号政令等施行）
トルエン 200 ㎘・指定数量 1,000 倍・保有空地 5m・タンク間距離 5m

現在

ガソリンへ品名変更し、S＆B は可能か

指定数量 1,000 倍・保有空地 5m・タンク間距離 5m

（現行法令）

指定数量 2,000 倍・保有空地 9m・タンク間距離 3m

（153 号政令等施行前）

（政省令改正以前に貯蔵していた危険物の引火点以上の引火点を有するものとしてみなされないが、
153 号政令等施行前の保有空地の基準を維持している場合に限り、政省令改正前に品名変更が可能であ
ったものと同等であることから S＆B は可能）
〔例 3〕
S44

軽油

S48

300 ㎘・指定数量 600 倍・保有空地 5m・タンク間距離 3m
（品名変更）

灯油
S51.6.16

300 ㎘・指定数量 600 倍・保有空地 5m・タンク間距離 3m
（153 号政令等施行）

灯油

300 ㎘・指定数量 600 倍・保有空地 5m・タンク間距離 5m
（タンク間距離について、経過措置適用）

H2.5.23

（358 号政令等施行）
灯油

現在

300 ㎘・指定数量 300 倍・保有空地 3m・タンク間距離 3m
メタノールへ品名変更し、S＆B は可能か

指定数量 750 倍・保有空地 5m・タンク間距離 5m

（現行法令）

指定数量 1,500 倍・保有空地 9m・タンク間距離 3m

（153 号政令等施行前）

（政省令改正以前に貯蔵していた危険物の引火点以上の引火点を有するものではなく、153 号政令等施
行前の保有空地の基準に適合しない場合は、S＆B は不可能）
〔例 4〕
S44

濃硝酸

450ton・指定数量 2,250 倍・保有空地 4m・タンク間距離 1.5m

（6 類）
S51.6.16

（153 号政令等施行）
濃硝酸

H2.5.23

450ton・指定数量 2,250 倍・保有空地 4m・タンク間距離 1.5m
（358 号政令等施行）

濃硝酸

450ton・指定数量 1,500 倍・保有空地 9m・タンク間距離 9m
（保有空地について、経過措置適用）

現在

S＆B は可能か

（153 号政令等及び 358 号政令等の施行前の保有空地の基準に適合し、
358 号政令等の施行日における指
定数量の倍数を超えないが、358 号政令等の施行後のタンク相互間を除くタンク周囲の保有空地の基
準に適合しない場合は、S＆B は不可能）
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〔例 5〕
S56

硫黄

1,000ton・指定数量 10,000 倍・保有空地 15m・タンク間距離 5m

（2 類）
H2.5.23

（358 号政令等施行）
硫黄

1,000ton・指定数量 10,000 倍・保有空地 15m・タンク間距離 15m
（タンク間距離について、経過措置適用）

現在

S＆B は可能か

（358 号政令等の施行前の保有空地の基準に適合し、358 号政令等の施行日における指定数量の倍数を超え
ず、かつ、358 号政令等の施行後のタンク相互間を除くタンク周囲の保有空地の基準に適合している場合
に限り、S＆B は可能）
〔例 6〕
S44

トリクロロシラン

100 ㎘・指定数量 1,000 倍・保有空地 5m・タンク間距離 3m

（4 類 1 石）
S51.6.16

（153 号政令等施行）
トリクロロシラン

100 ㎘・指定数量・1,000 倍・保有空地 5m・タンク間距離 5m
（タンク間距離について、経過措置適用）

H2.5.23

（358 号政令等施行）
トリクロロシラン

134ton・指定数量 2,680 倍・保有空地 12m・タンク間距離 12m

（3 類 2 種）
現在

（保有空地について、経過措置適用）
S＆B は可能か

（153 号政令等の施行前の保有空地の基準に適合し、358 号政令等の施行日における指定数量の倍数を超え
ないが、358 号政令等の施行後のタンク相互間を除くタンク周囲の保有空地の基準に適合しない場合は、
S＆B は不可能）
(5) 屋外タンクの加熱及び保温・保冷の設備については、次によること。
「加熱」
（昭和 37 年 4 月 6 日自消丙予発第 44 号質疑 「サービスタンクに設ける加熱装置」）（昭和 49 年 1 月 8 日消防予第 19 号質疑 「屋外貯蔵タ
ンク及び配管の電気加熱保温」）
（昭和 55 年 10 月 15 日消防危第 126 号質疑 「特殊加熱ケーブルによる電気加熱頬保温設備の設置について」）

ア 屋外貯蔵タンクの加熱設備は、直火を用いない構造とし、原則としてジャケット、コイル又は配管等
による蒸気、温水等を利用した加熱方法とすること。
イ 屋外貯蔵タンクの内部に加熱設備を設ける場合（貯蔵する危険物が引火点以上に加熱されない場合を
除く。）にあっては、当該タンクの危険物が連続加熱により引火点以上に加熱されない液熱量を保持す
る液量を最低液面高とし、この液面高以下になる場合に自動的に警報を発し、又は加熱装置の熱源を遮
断する装置を設けること。
ウ 屋外貯蔵タンクの内部に設ける加熱設備は、イによるほか次によること。
(ｱ) 液体又は蒸気による加熱にあっては、当該タンク付近で容易に操作ができる位置に加熱媒体の供給
を停止できる閉鎖弁を設けること。
(ｲ) 電気による加熱にあっては、危険物の温度が異常に上昇した場合に加熱装置のタンク取付部におい
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て、溶融又は脱落が生じない構造とすること。
「保温・保冷」
（昭和 43 年 4 月 23 日消防予第 127 号質疑 「屋外タンク等の保温材」）
（昭和 47 年 2 月 10 日消防予第 56 号質疑 「原油貯蔵タンクの保温材」）
（昭和 43 年 7 月 23 日消防予第 174 号質疑 「タンク外面の保温材」）（昭和 51 年 12 月 24 日消防危第 119 号質疑 「フェノール樹脂によるタ
ンクの保温施設の設置」）（昭和 45 年 11 月 25 日消防予第 237 号質疑 「保温タンクの屋根に設ける防水材」）（昭和 51 年 9 月 3 日消防危第
51 号通知 「保温材としてウレタンフォームを使用する屋外タンク貯蔵所の取扱いについて」）（昭和 51 年 9 月 25 日消防危第 57 号通知 「屋
外貯蔵タンクの保温材としてウレタンフォームの難燃性の判断基準について」）

ア 保温材及び保冷材は、石綿、けいそう土、ロックウール、グラスウール、パーライト、けい酸カルシ
ウム又は耐火断熱れんが等の不燃性を有する材料を使用するものとし、その他の難燃性成形品（ウレタ
ンフォームを除く。）を使用する場合にあっては、外装材として鉄板等の不燃材料で被覆すること。
イ 保温材及び保冷材としてウレタンフォームを使用する場合は、次によること。
(ｱ) ウレタンフォームは、難燃性を有するものを使用するものとし、ウレタンフォームを難燃化するた
めウレタンフォームの原料成分をハロゲン化若しくはりん化したもの又はウレタンフォームの原料に
難燃化の添加剤としてハロゲン化物若しくはりん化物を添加したものは、使用しないこと。
(ｲ) ウレタンフォームの施工にあたっては、ウレタンフォームを吹き付ける前にサンドブラスト、ワイ
ヤホイル等により適切な素地調整を行うこと。
(ｳ) (ｲ)の素地調整後は、ジンクリッチペイント等をさび止めの下塗とし、その上にエポキシ系樹脂塗料
又はフェノール系樹脂塗料により２層塗りの塗装をすること。
(ｴ) ウレタンフォームの吹き付けは、屋外タンク側板下端からおおむね５００㎜上部までの部分につい
ては、これを行わないこと。
(ｵ) ウレタンフォームの外面は、次により防水等の措置を講じること。
a ウレタンフォームの外表面には、ブチルゴム系の防水層の被覆を形成する措置を講じること。
b

a の防水層の外表面には、防火被覆を形成する措置を講じること。

c

b の防火被覆の外表面には、外装ペイントによる外装塗装をすること。なお、当該塗装を維持す
るために、概ね３年に１回以上外装塗装を実施すること。

(6) 被災タンクの石油類を、他のタンクへ移送する配管を設置することはさしつかえない。
（昭和 41 年 11 月１日自消丙予発第 136 号質疑 「被災タンクの石油類を他のタンクへ移送することについて」）

(7) 超高層屋外貯蔵タンクを設置することは、差し支えないが防災上の観点から、高さ２０ｍ程度にとど
めるものとする。
（昭和 39 年 10 月 1 日自消丙予発第 109 号質疑 「超高層屋外貯蔵タンクの高さ」）

(8) 原則として新設の屋外貯蔵タンクに係る歩廊橋は設置できない。ただし、タンクと歩廊橋が独立してい
る場合は、この限りでない。 ◇
(9) 既設の屋外貯蔵タンクに係る歩廊橋については、地震動によるタンク間相互の変位によりタンク本体を
損傷するおそれがない構造であるとともに、落下防止を図るため変位に対し追従できる可動性を有するも
のであること。
その際、歩廊橋が持つべき最小余裕代は、歩廊橋が取り付けられているタンクにおいてそれぞれの歩廊
橋の地盤から取り付け高さの和に 0.03 を乗じた値以上であること。
歩廊橋には、想定変位量を超える変位を考慮し、落下防止のためのチェーン等を取り付ける等の措置
を講じること。
（平成 8 年 10 月 15 日消防危第 125 号通知「危険物施設の消火設備、屋外タンク貯蔵所の歩廊橋及び屋内貯蔵所の耐震対策に係る運用について」）
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５ 保安距離
政令第１１条第１項第１号関係

・保安距離

(1) 「保安距離」については、別記５「保安距離」によること。
(2) 起算点は、タンク側板外面からとすること。なお、タンク側板のマンホール及び保温材等は算定しない。
◇
６ 敷地内距離
政令第１１条第１項第１号の２関係

・敷地内距離

規則第１９条の２関係

・屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例

告示第６８条の２

・敷地境界線の外縁に存在する施設

(1) 政令第１１条第１項第１号の２に規定する表の下段（右欄）に掲げるタンクの「高さ」は、固定方法に
かかわらず、防油堤内の地盤面から次に掲げる部分までとする。
ア 縦置円筒型、横置円筒型及び角型の屋外貯蔵タンクにあっては、側板（側板上部のトップアングルを
含む。）又は胴板の最上部までとする。 ◇
イ 第２章第２節第７「タンクの容量計算」に規定する屋根を有しない縦置円筒型タンクにあっては、タ
ンク頂部までとする。 ◇
ウ 球型の屋外貯蔵タンクにあっては、タンクを形成する板（球殻板という。）の最上部までとする。
（昭和 40 年 5 月 6 日自治丙予発第 86 号質疑 「球型高張力特鋼板製タンクを利用した危険物貯蔵所」）

(2) 政令第１１条第１項第１号の２に規定する表の下段（右欄）に掲げる「タンクの水平断面の最大直径」
とは、当該タンクの内径又は内寸とする。
なお、横置円筒型及び角型のタンクの直径等（Ｄ）は、下図によること。 ◇
＜タンクの直径＞
横置円筒型タンク

角型タンク

ＤＤ

Ｄ
（長手方向）

サドル
ＧＬ

(3) 敷地内距離の起算点は、タンク側板外面からとすること。
なお、タンク側板のマンホール及び保温材等は算定しない。 ◇
(4) 規則第１９条の２第１号及び第３号に規定する「不燃材料」、「防火上有効な塀」及び「水幕設備」は、
次によること。
ア 「不燃材料」については、別記６「不燃材料と耐火構造」によること。
イ 設置場所は敷地境界線を原則とすること。
ウ 構造及び防護範囲は、「屋外タンク貯蔵所に係る防火塀及び水幕設備の設置に関する基準」（昭和５
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５年７月１日消防危第８０号）によること。
(5) 規則第１９条の２第２号に規定する「地形上火災が生じた場合においても延焼のおそれが少ない」場合
及び規則第１９条の２第４号に規定する「敷地境界線の外縁に告示で定める施設が存在する」場合には、
何らの措置を講じなくても、市町村長等が定めた距離とすることができること。
ただし、「敷地外縁に告示で定める施設」として告示第４条の２の２第３号に該当する道路には、当該
屋外タンク貯蔵所の存する事務所の敷地の周囲に存する道路の状況から避難路が確保されていないと判断
されるものについては、該当しない。
（昭和 51 年 7 月 8 日消防危第 22 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」）

(6) 規則第１９条の２第２号に規定する「延焼のおそれが少ない」とは、屋外タンク貯蔵所の存する事業所
の敷地に隣接して次のいずれかのものが存在する場合等とすること。なお、これらに公園、緑地、道路、
公共護岸、荷さばき地等は該当しないものであること。
（昭和 51 年 7 月 8 日消防危第 22 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」）

ア 海、湖、沼、河川又は水路
イ 工業専用地域内の空地又は工業専用地域となることが確実である埋立中の土地
(7) 緑地（都市計画法第１１条第１項第２号のものをいう。）公園・道路（告示第４条の２の２第３号に規
定する道路以外のものをいう。）等が事業所に隣接する場合は防火上有効な塀、水幕設備等を設置しなけ
れば距離を減少できないものとすること。
（昭和 51 年 7 月 8 日消防危第 22 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」）

７ 保有空地
政令第１１条第１項第２号関係

・保有空地

規則第１５条関係

・屋外タンク貯蔵所の空地の特例

(1) 「保有空地」については、別記７「保有空地」によること。
(2) 保有空地の起算点は、タンク側板外面からとすること。
なお、タンク側板のマンホール及び保温材等は算定しない。 ◇
(3) 昭和５１年６月１５日政令第１５３号及び省令第１８号（同年６月１６日施行）の施行前に許可を受け
ている屋外タンク貯蔵所（昭和６３年１２月２７日政令第３５８号（以下「昭和６３年政令」という。）
附則第４条第３項に規定する経過措置を適用されているものを除く。）のうち、同政省令施行前の保有空
地の基準を維持している場合に限り、同政省令施行前に品名変更が可能であったものと同等であることか
ら、品名、数量又は指定数量の倍数変更をすることができる。
なお、この場合における倍数の算定に係る指定数量については、昭和６３年政令施行前の指定数量による
こと。 ◇
８ 標識及び掲示板
政令第１１条第１項第３号関係

・標識、掲示板

政令第１１条第１項第１０号ホ関係

・注入口の掲示板

政令第１１条第１項第１０号ヲ関係

・ポンプ設備の掲示板

規則第１７条関係

・標識

規則第１８条関係

・掲示板
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(1) 「標識、掲示板」については、別記９「標識、掲示板」によること。
(2) 屋外タンク貯蔵所である旨の標識に記載する文字は「危険物屋外タンク貯蔵所」とすること。
(3) 「標識、掲示板」を取り付けることが困難なものについても、タンクに直接表示することは認められな
いものであること。
（昭和 37 年 4 月 6 日自消丙予発第 44 号質疑 「屋外タンク貯蔵所の標識または掲示板の表示方法について」）

(4) 屋外タンク貯蔵所において、貯蔵し又は取り扱う危険物の数量及び品名又は名称をそれぞれの屋外貯蔵
タンクに記載した場合は、タンク群ごとに一括して設けることができる。
（昭和 36 年 5 月 10 日自消甲予発第 25 号通知）
（昭和 37 年 4 月 6 日自消丙予発第 44 号質疑 「屋外タンク貯蔵所の標識または掲示板の表示方法について」）

(5) (4)による場合、掲示板と各タンクが対応できるような措置を講じること。 ◇
(6) 注入口を群として設ける場合で、掲示板を設けなければならないときは、当該注入口群につき一の掲示
板とする。この場合において、標示する危険物の品名は、当該注入口群において取り扱う危険物のうち標
示を必要とするものを掲示することをもって足りる。
（昭和 40 年 10 月 26 日自消乙予発第 20 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について」）

(7) 注入口又はポンプ設備において、ただし書きに規定する「市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設け
る必要がないと認める場合」とは、注入口又はポンプ設備がタンクの直近にあり、当該タンクの注入口又
はポンプであることが明らかである場合又は関係者以外の者が出入りしない場所にある場合とする。
（昭和 40 年 10 月 26 日自消乙予発第 20 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について」）

９ 特定屋外貯蔵タンクの基礎・地盤
政令第１１条第１項第３号の２関係

・基礎及び地盤

規則第２０条の２関係

・基礎及び地盤

規則第２０条の３関係

・基礎及び地盤に関する試験

告示第４条の３、第４条の４関係

・地盤の範囲

告示第４条の５関係

・支持力の安全率

告示第４条の６関係

・計算沈下量

告示第４条の７関係

・基礎の指定

告示第４条の８関係

・地盤を構成する地質の制限

告示第４条の９関係

・すべりの安全率

告示第４条の１０関係

・盛り土の構造

告示第４条の１１関係

・基礎の補強

告示第４条の１２関係

・貯蔵する危険物の比重

告示第４条の１３関係

・支持力の計算方法

告示第４条の１４関係

・沈下量の計算方法

告示第４条の１５関係

・すべりの計算方法

告示第４条の１６関係

・基礎及び地盤に係る試験

(1) 特定屋外貯蔵タンクの地盤試験については次によること。

196(第3次改訂版)

熊本市危険物施設の審査基準

第３章第３節

（昭和 52 年 3 月 30 日消防危第 56 号通知 「危険物の規制に関する政令および消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について」）

ア 規則第２０条の２第２項第２号イ関係（天然地盤の堅固さを確認するための試験）
基礎の外縁が地盤面と接する線で囲まれた範囲内で、当該地盤の性状から判断して試験が必要である
と認められる箇所とする。
この場合において、平板載荷試験は 3 箇所以上とする。

キ

ソ
ＧＬ

試験範囲

平板載荷試験
は3箇所以上

イ 規則第２０条の２第２項第２号ロ(3)関係（改良地盤のうち、粘性土地盤に対する圧密度試験）
(ｱ) 圧密度試験の方法は、沈下板測定法（地盤に埋設した沈下板の沈下度測定により行う方法）による
こと。
ただし、沈下板測定法によって沈下度の測定を継続することが困難であると認められるとき（試験
中の現実的な問題が生じたとき）は、試験地盤の試料を採取し、これについて圧密度を測定する試験
を行い、その結果から地盤の圧密度を推定することができること。
(ｲ) 圧密度試験を行う箇所は、地盤の表面及び改良深さの底部について行う試験を「一の部分試験箇所」
とし、地盤の設計条件、工事経過、施工管理等から判断して、必要な数の部分試験を行うものとする
こと。
一の部分試験

×

改良範囲

上下近接した箇所
を試験すること。

× 改良深さ底板

ウ 規則第２０条の２第２項第２号ロ(3)関係（改良地盤のうち、砂質土地盤に対する標準貫入試験）
地盤の設計条件、工事経過、施設管理等から判断して試験が必要であると認められる箇所について行
うものとする。
エ 規則第２０条の２第２項第４号関係（基礎の堅固さを確認するための平板載荷試験）
土盛基礎（側板直下に補強リングをおくものを除く。）のタンク側板直下の基礎表面について、タン
クの円周上におおむね３０ｍの等間隔にとった点について行うものとし、その数が３未満のときは３と
する。
上記試験のほか、基礎表面を１辺がおおむね１０〜２０ｍの正方形で被われるように分割し、当該分
割区域ごとに任意の１点について試験を実施するものとし、この場合においても、その数が３未満のと
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きは３とする。
基礎
タンク

ＧＬ

おおむね 30ｍ

10〜20m

試験箇所（最低３箇所）

試験箇所（最低３箇所）

オ 規則第２０条の２第２項第６号関係（告示第４条の１１第３項第３号のタンク側板直下に設ける砕石
リングに対する平板載荷試験）
砕石リングの天端上に、おおむね３０ｍの等間隔にとった点について行うものとし、その数が３未満
のときは３とする。
タンク

基礎
砕石リング

おおむね 30m
間隔の点

試験箇所
（最低３箇所）

(2) 規則第２０条の２第２項第２号ハ及び４号に規定する同等以上の堅固さを有するものとしての杭に関す
る基準並びに第４号に規定する同等以上の堅固さを有するものとしてのリングに関する基準については、
「杭又はリングを用いた特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤に関する運用基準」（昭和５７年２月２２日
消防危第１７号通知）（平成元年９月２２日消防危第９０号通知）によること。
(3) 告示第４条の１０第６号の盛土基礎表面の仕上げ検査は、水準儀、水盛り、水糸等により仕上がり状況
を測定するものとする。
(4) 規則第２０条の２第２項第２号ハに規定する同等以上の堅固さを有するものとして、深層混合処理工法
を用いた特定屋外タンク貯蔵所が該当し、その地盤の運用基準は次のとおりとする。
（平成 7 年 11 月 2 日消防危第 150 号通知 「深層混合処理工法を用いた特定屋外貯蔵タンクの地盤の運用基準について」）

ア 基本的事項
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(ｱ) 定義
深層混合処理工法とは、原地盤にセメント等による安定剤の攪拌混合処理を行い、固化作用により
地盤の堅固さを確保する工法をいう。
(ｲ) 適用条件
他の地盤改良工法との併用がない地盤に適用することができるものであること。
イ 技術上の基準に関する事項
(ｱ) 地盤の範囲
地表面からウ(ｲ)の不等沈下量及びエ(ｱ)の支持力の安全性を確保するのに必要な深さで、かつ、基
礎の外縁が地表面と接する線で囲まれた範囲とする。
(ｲ) 改良率等
改良率（深層混合処理を行う深さ範囲の地盤のうちで、安定剤の攪拌混合処理を行う部分（以下「改
良体」という。）の占める割合をいう。）は、７８％以上とし、かつ、平面的に均等に配置されてい
ること。
ウ 地盤の堅固さ
地盤は、タンク荷重によって発生する応力に対して安全なものとすること。
(ｱ) 改良体に発生する応力は、次に掲げる許容応力以下であること。
a 改良体頭部及び先端部に生じる応力は、次表の許容圧縮応力以下であること。
b 改良体頭部に生じるせん断応力は、次表の許容せん断応力以下であること。
常

時

地 震 時

許容圧縮応力

1／3・ＦＣ

2／3・ＦＣ

許容せん断応力

1／15・ＦＣ・λ１

1／10・ＦＣ・λ１

注１：ＦＣ は改良体の設計基準強度（kN／m２、28 日強度）。
なお基準強度の最小値は、300kN／m２以上とすること。
注２：λ１ は、次表の改良地盤周辺の土質条件に応じた補正係数

土 質

土質条件

粘性土等

ｑｕ ＜20kN ／㎝２

0.25

ｑｕ ≧20kN ／㎝

0.75

Ｎ＜5

0.25

Ｎ≧5

0.75

２

砂質等

λ１

注１：ｑｕ は、深層混合処理を行う深さ範囲の原地盤の一軸圧縮強度

注２：Ｎは、深層混合処理を行う深さ範囲の原地盤の標準貫入試験値

(ｲ) 地盤の不等沈下量は、タンクの直径の 1／300 以下であること。
a 深層混合処理を行う部分の地盤の沈下量の計算方法
ｑ
Ｓｅｑ ＝
・ＬＣ
Ｅｅｑ
ここにＳｅｑ：改良体の沈下量（m）
ｑ

：改良体上面における平均接地圧（kN/㎡）

ＬＣ ：改良体深さ（m）
Ｅｅｑ：改良体の変形係数（kN/㎡）
ｂ 深層混合処理を行う部分以深の地盤の沈下量の計算方法
告示第４条の１４の例によること。
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エ 地盤の安定性
深層混合処理を行う深さ範囲の地盤は、次に定める安定性が確保されたものであること。
(ｱ) 改良体底面は、十分な支持力を有すること。ここで、改良体底面における許容支持力は次式によっ
て計算すること。
a 常時の許容支持力
ｑｄ１＝1／3・（1.3ＣＮＣ ＋0.3γ１ＢＮｒ ＋γ２ＤｆＮｑ ）− Ｗｂ
b 地震時の許容支持力
ｑｄ１＝2／3・（1.3ＣＮＣ ＋0.3γ１ＢＮｒ ＋1／2γ２ＤｆＮｑ ）− Ｗｂ
ここにｑｄ１ ：改良体底面における地盤の許容支持力（kN/㎡）
Ｃ ：改良体底面下にある地盤の粘着力（kN/㎡）
γ１ ：改良体底面下にある地盤の単位体積重量（kN/㎡）
地下水位以下にある場合は水中単位体積重量とする。
γ２ ：原地盤の単位体積重量（kN/㎡）
地下水位以下にある部分については水中単位体積重量とする。
ＮＣ、Ｎｒ、Ｎｑ ：支持力係数（告示第 4 条の 13 によりφからそれぞれ求める値）
φ ：改良体底面下にある地盤の内部摩擦角
Ｄｆ ：地表面からの改良体の深さ（m）
Ｂ ：地盤の平面範囲の直径（m）
Ｗｂ ：改良体の単位面積当たりの重量（kN/㎡）Ｗｂ ＝γ３・ＬＣ
γ３ ：改良体の平均単位体積重量（kN/㎡）
ＬＣ ：改良体の長さ（m）
(ｲ) 改良体底面が地表面から１５ｍ以内に存する場合、改良体底面下の地盤は、告示第４条の８で定め
るもの以外のものであること。
(ｳ) 改良体は、次に掲げる地震の影響に対して安定であること。なお、原地盤が砂質土であって、告示
第４条の８各号に該当する場合にあっては、地盤周囲の液状化の影響を考慮すること。
a 転倒の安全率は、１．１以上であること。
b 改良体底面の滑動の安全率は、１．０以上であること。
１０ 準特定屋外貯蔵タンクの基礎・地盤
政令第１１条第１項第３号の３関係

・基礎及び地盤

規則第２０条の３の２関係

・準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤

告示第４条の２２の２、３関係

・準特定屋外貯蔵タンクの地盤の範囲

告示第４条の２２の４関係

・準特定屋外貯蔵タンクの支持力の安全率

告示第４条の２２の５関係

・準特定屋外貯蔵タンクの計算沈下量

告示第４条の２２の６関係

・準特定屋外貯蔵タンクの地盤を構成する地質の制限

告示第４条の２２の７関係

・準特定屋外貯蔵タンクの基礎の補強

告示第４条の２２の８関係

・準特定屋外貯蔵タンクのすべりの安全率

告示第４条の２２の９関係

・準特定屋外貯蔵タンクの基礎の構造
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(1) 調査に関する事項
（平成 11 年 3 月 30 日消防危第 27 号通知 「準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術基準等に関する運用について」）
（平成 11 年 6 月 15 日消防危第 58 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

地盤の支持力、沈下量及び液状化判定を行うための土質定数を求めるに当たっては、原則としてタンク 1
基当たり、地盤内（「地盤内」とは告示第４条の２２の３に規定する範囲とする。）の１箇所以上のボーリ
ングデータに基づき土質定数の決定を行う必要があるが、地盤層序が明らかな場合は、タンクを包含する
（「包含する」とは、タンク全体を含むことが望ましいが、少なくともタンク中心がボーリング箇所を結ん
だ図形の内側にある状態をいう。なお、この場合のボーリング箇所の間隔は、最大７０ｍ程度とする。）地
盤外の３箇所以上のボーリングデータに基づき土質定数の決定を行っても差し支えないこと。なお、土質定
数の決定にあたっては、既存の土質調査結果の活用ができるものであること。ボーリング調査の深度は、地
盤の支持力及び沈下量を検討するために必要な深度まで行うものとする。ただし、液状化の判定を目的とし
て調査を行う場合は、その液状化判定に必要な深さまででよいこと。なお、地盤が液状化しないと確認でき
る資料があれば、液状化判定のためのボーリング調査は省略できるものであること。
局部すべりの検討のための土質試験を行う場合は、局部すべりを検討する範囲内の土質定数（内部摩擦角、
粘着力）を求めることを原則とし、タンク１基当たり１箇所以上の試験を行うものであること。なお、土質
試験結果を複数のタンクへ適用する場合については、基礎の施工条件が同一と認められる範囲を 3 カ所以上
の試験結果から想定し、適用することができる。
(2) 基礎に関する事項
（平成 11 年 3 月 30 日消防危第 27 号通知 「準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術基準等に関する運用について」）
（平成 11 年 6 月 15 日消防危第 58 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

ア 盛り土形式の基礎について
告示第４条の２２の９に規定する準特定屋外タンク貯蔵所の基礎（以下「盛り土形式の基礎」という。）
の構造については、次の事項に留意すること。
(ｱ) 盛り土形式の基礎の掘削
締め固めが完了した後に盛り土形式の基礎を掘削しないこと。
(ｲ) 盛り土形式の基礎の表面仕上げ
盛り土形式の基礎の表面仕上げについては、側板外部の近傍の基礎表面を等間隔に四等分し、その
隣接する当該各点における高低差が１０ｍｍ以下であること。
イ 液状化のおそれのある地盤に設置することができる基礎構造について
告示第４条の２２の７に規定する液状化のおそれのある地盤に設置することができる基礎構造につい
ては、次のとおりであること。なお、液状化のおそれの地盤とは、砂質土であって、告示第４条の２２
の６に定める各号のいずれかに該当する地質の地盤をいう。
(ｱ) 使用する鉄筋コンクリートの設計基準強度は２１Ｎ／㎟以上、許容圧縮応力度は、７Ｎ／㎟以上の
ものであること。また、鉄筋の許容応力度は JIS G3112「鉄筋コンクリート棒鋼」（SR235、SD295A
又は SD295B に係る規格に限る。）のうち SR235 を用いる場合にあっては、１４０Ｎ／㎟ 、SD295A 又
は SD295B を用いる場合にあっては１８０Ｎ／㎟ とすること。
(ｲ) 常時及び地震時のタンク荷重により生ずる鉄筋コンクリート部材応力が、前項に定める鉄筋及びコ
ンクリートの許容応力度以内であること。なお、鉄筋コンクリート製のスラブはスラブに生ずる曲げ
モーメントによる部材応力に対して、鉄筋コンクリートリングは土圧等リングに作用する荷重によっ
て生ずる円周方向引張力に対して、それぞれ安全なものであること。
(ｳ) 各基礎構造ごとに以下の項目を満足するものであること。
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a 鉄筋コンクリートスラブ基礎
① スラブ厚さは２５㎝以上であること。
② 厚さ２５㎝以上の砕石層を設置すること。
③ 砕石層の法止めを設置すること。
④ スラブ表面に雨水排水のための勾配を設置すること。
⑤ 砕石層の排水のための排水口を３ｍ以内の間隔に設置すること。
⑥ 犬走りの勾配は 1／20 以下とし、犬走りはアスファルト等により保護すること。
b 側板直下に設置された一体構造の鉄筋コンクリートリング基礎（円周方向の鉄筋が連続した鉄筋
コンクリート構造であり、ブロック構造は該当しない。）
① 鉄筋コンクリートリングの寸法は、幅３０㎝以上、高さ４０㎝以上であること。
② リング頭部とタンク底部との間に、適切な緩衝材を設置すること。
③ 引張鉄筋の継ぎ手位置は、一断面に揃わぬよう相互にずらすこと。
④ 排水口は３ｍ以内の間隔で設置すること。
⑤ 砕石リングは、コンクリートリング内側から１ｍの幅で設置すること。
⑥ 盛り土部分の掘削及び表面仕上げについては、(2)アと同様とすること。
c タンク外傍に設置された一体構造の鉄筋コンクリートリング基礎（円周方向の鉄筋が連続した鉄
筋コンクリート構造であり、ブロック構造は該当しない。）
① リングの設置箇所は、原則として以下の範囲にあること。
Ｂ≦Ｘ≦2Ｈ＋Ｂ
Ｂ：１．０ｍ以下
Ｈ：地表面から基礎上面までの高さ

Ｂ

２Ｈ

（単位：m）

タンク

Ｘ：側板からリング内面までの距離
基礎上面

（単位：m）
ｈ

GL

ＲＣリング

Ｈ

ⅹ
② 鉄筋コンクリートリングの高さは、７０㎝以上であること。ただし、リング高さが７０㎝未満
の場合には、告示第４条の１５の式を準用して計算し、局部的なすべりの安全率が１．１以上で
あればよいものであること。なお、局部的なすべりの計算においては、土質試験結果によらず、
次表の値を用いても差し支えないこと。

砂質土

砂 石

粘着力（KN／㎡）

５

２０

内部摩擦角（度）

３５

４５

③ 鉄筋コンクリートリングの天端幅が２０㎝以上あること。
④ 引張鉄筋の継ぎ手位置は、一断面に揃わぬよう相互にずらすこと。
⑤ 排水口は３ｍ以内の間隔で設置すること。
⑥ 砕石リングは、コンクリートリングから側板より内面側１ｍまで設置すること。
⑦ 犬走りの勾配は 1／10 以下とし、アスファルトサンド等で保護すること。
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⑧ 盛り土の掘削及び表面仕上げは、(2)アと同様とすること。
(3) 地盤に関する事項
（平成 11 年 3 月 30 日消防危第 27 号通知 「準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術基準等に関する運用について」）
（平成 11 年 6 月 15 日消防危第 58 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

ア 堅固な地盤について
規則第２０条の３の２第２項第２号イの岩盤その他堅固な地盤とは、基礎接地面に岩盤が表出してい
ることが地質図等により確認される地盤であるか、又は支持力・沈下に対する影響範囲内での標準貫入
試験値が２０以上の地盤であること。
イ 動的せん断強度比等を算出するための式について
動的せん断強度比（Ｒ）を求めるための有効上載圧（σ' ｖ）及び地震時せん断応力比（Ｌ）の算出
は次によること（告示第７４条関係）。
σ'

ｖ

＝γｔ ｈｗ ＋ γ'ｔ （χ−ｈｗ）
１

２

Ｌ＝ｒｄ・ｋｓ・σｖ／σ'ｖ
ｒｄ ＝1.0−0.15χ
ｋｓ ＝0.15・ν ・ν ・ν
１

２

Ｌ

σｖ ＝γｔ ｈｗ ＋γｔ （χ−ｈｗ）
１

２

γｔ は、地下水位面より浅い位置での土の単位体積重量（単位：kN/m３）
１

γｔ は、地下水位面より深い位置での土の単位体積重量（単位：kN/m３）
２

γ'ｔ は、地下水位面より深い位置での土の有効単位体積重量（単位：kN/m３）
２

ｈｗ は、地表面からの地下水位置面までの深さ（単位：m）
χは、地表面からの深さ（単位：m）
ｒｄ は、地震時せん断応力比の深さ方向の低減係数
ｋｓ は、液状化の判定に用いる地表面での設計水平震度（小数点以下 3 ケタを四捨五入）
σｖ は、全上載圧（単位：kN/㎡）
ν１ は、地域別補正係数（告示第４条の２０第２項第１号による。）
ν'２ は、地盤別補正係数（一種地盤 0.8、二種及び三種地盤 1.0、四種地盤 1.2）
νＬ は、重要度別補正係数 1.1
ウ 液状化の可能性が低い地盤の地質について
規則第２０条の３の２第２項第２号ロ(2)において、液状化の可能性が低い地盤の地質が定められ、そ
の具体的要件は告示第４条の２２の６各号で示されたところであるが、次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する場合
においても同等の堅固さを有するものであると判断して差し支えないこと。
(ｱ) 地盤があらかじめ、次の地盤改良工法により地表面から３ｍ以上改良されていると図面等で確認で
きる場合
a 置き換え工法
原地盤を砂又は砕石等で置き換え、振動ローラーなどによって十分に転圧、締め固めを行う工法。
b サンドコンパクション工法
砂杭を締め固めることにより、砂地盤の密度を増大する工法。（粘性土地盤の圧密沈下を促進さ
せるためのサンドドレーン工法とは異なる。）
c バイブロフローテーション工法
緩い砂地盤に対して、水締め、振動締め効果を利用して、砂柱を形成する工法。
(ｲ) 地盤が、公的機関等で作成した地域ごとの液状化判定資料によって、液状化の可能性が低いと判定
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された地域に存している場合
液状化判定資料は、例えば「液状化地域ゾーニングマニュアル、平成１０年度版（国土庁）」に定
めるグレード３により作成した判定資料で、原則として 1／25000 以上の液状化判定図、又はメッシ
ュ図（一辺が５００ｍ以下のもの）によって当該タンク位置が明確に特定できるものであること。
当該地盤の液状化の判定については、液状化判定資料の想定地震、震度を照査し、タンクの評価に
使用できるか確認すること。その上で、当該地盤を含む地域の判定結果を確認し、地表面から３ｍ以
内の地盤が液状化しない、又は地盤の液状化指数が５以下と定められている場合には、当該地盤は液
状化の可能性が低いこととして差し支えないものであること。なお、液状化判定資料の想定震度を照
査する場合には、当該タンクの地盤条件から決まる設計水平震度（前記(3)イのｋｓ）に相当するも
のを考えればよい。また、地盤の種別が不明な場合においては、２００ガルと考えて差し支えない。
エ 同等以上の堅固さを有する地盤について
(ｱ) 杭基礎
規則第２０条の３の２第２項第２号ハ及び第４号に規定する同等以上の堅固さを有するものとは、
次の項目について定めた後記４の準特定屋外タンク貯蔵所の杭基礎の技術指針に適合する基礎をい
うものであること。
a 杭の種類は、ＲＣ杭、ＰＣ杭、ＰＨＣ杭、鋼管杭のいずれかであること。
b 杭は、良好な地盤に支持されていること。
c

杭の配置は平面的に適切に配置されていること。

d 鉄筋コンクリート製の基礎スラブを有すること。
e 基礎スラブの厚さは杭径以上であること。
f 基礎スラブに砕石層が設置され、かつ、十分な排水対策がなされていること。
g 犬走りが設置され、かつ、その表面が適切に保護されていること。
(ｲ) 深層混合処理工法
後記(5)の深層混合処理工法を用いた準特定屋外貯蔵タンクの地盤の技術指針により改良された準特
定屋外タンク貯蔵所の地盤は、規則第２０条の３の２第２項第２号ハの地盤として取り扱うものである
こと。
オ その他
（平成 20 年 7 月 8 日消防危第 290 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

規則第２０条の３の２第２項第２号ロ(1)の規定に適合するものにあっては、当該基礎のスラブ部分
が告示第４条の２２の７第１号の規定に適合するものであれば、当該地盤は規則第２０条の３の２第２
項第２号の規定に適合するものと判断して差し支えない。
(4) 準特定屋外タンク貯蔵所の杭基礎の技術指針
（平成 11 年 3 月 30 日消防危第 27 号通知 「準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術基準等に関する運用について」）

杭を用いた準特定屋外タンク貯蔵所の基礎（基礎スラブ及びその上部の砕石層をいう。以下、杭に関す
る項において同じ。）及び地盤については、次に定める基準に適合するものであること。なお、地震の影
響に対しても十分安全なものであること。
ア 杭の種類は、ＲＣ杭、ＰＣ杭、ＰＨＣ杭、鋼管杭であること。
(ｱ) 杭は、地盤の腐食環境等を勘案し、腐食による影響を十分考慮したものであること。
(ｲ) 杭継手は、杭に作用する荷重に対して安全なものであること。また、継手は、杭本体の強度の７５％
以上の強度を持つものであること。
イ 杭は、良好な地盤に支持されていること。
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杭が良好な地盤に支持されているとは、杭反力に対して支持杭及び摩擦杭の地盤の許容支持力が上回
っているものであること。
(ｱ) １本の杭の軸方向許容押込み支持力は、次の式によること。
Ｒａ ＝Ｒｕ ／Ｆ
Ｒａ ：杭頭における杭の軸方向許容押込み支持力（単位：ＫＮ）
Ｒｕ ：杭の極限支持力（単位：ＫＮ）
Ｆ ：支持杭の安全率（常時 3、地震時 2）
摩擦杭の安全率（常時 4、地震時 3）
ただし、Ｒａ は杭本体の許容軸方向圧縮力を超えないこと。
なお、杭の極限支持力は、次の式によること。
Ｒｕ ＝ｑｐ ・Ａｐ ＋Σ

10

Ňｓ ・Ｌｓ ・ψ＋Σｑｕ ／2・Ｌｃ ・ψ

5

ｑｐ ：杭先端で支持する単位面積あたりの極限支持力（単位：ＫＮ／㎡）

打込み杭

ｑｐ ＝300Ň

中堀り杭

ｑｐ ＝200Ň

場所打ち杭

ｑｐ ＝150Ň

Ａｐ ：杭先端面積（単位：㎡）
Ňｓ ：杭周面地盤中の砂質土の平均Ｎ値（50 を超えるときは 50 とする。）
Ｌｓ ：杭周面地盤中の砂質土部分の杭長（単位：m）

ψ ：杭周長（単位：m）
ｑｕ ：杭周面地盤中の粘性土の平均一軸圧縮強度（単位：ＫＮ／㎡）
Ｌｃ ：杭周面地盤中の粘性土部分の杭長（単位：m）
Ň ：杭先端上方 4ｄ、下方１ｄの平均Ｎ値（ｄは杭径）

(ｲ) １本の杭の軸方向許容引抜き力は、次の式によること。
Ｐａ ＝Ｐｕ ／Ｆ＋Ｗ
Ｐａ ：杭頭における杭の軸方向許容引抜き力（単位：ＫＮ）
Ｐｕ ：杭の極限引抜き力（単位：ＫＮ）
Ｆ ：安全率（地震時 3）
Ｗ ：杭の有効重量（単位：ＫＮ）
ただし、Ｐａ は杭本体の許容軸方向引張力を超えないこと。
(ｳ) 杭の軸直角方向力に対する許容支持力は、杭体各部の応力度が許容応力度を超えず、かつ、杭頭の
変位量δａが準特定屋外貯蔵タンク本体（以下「タンク本体」という。）に悪影響を及ぼすおそれの
ないものであること。
杭軸直角方向許容支持力は、次の式によること。
地中に埋込まれた杭 Ｈａ ＝2ＥＩβ３δａ
3EＩβ３
地中に突出している杭Ｈａ ＝
（1＋βｈ）３＋1／2
Ｈａ：杭軸直角方向許容支持力（単位：ＫＮ）
ＥＩ：杭の曲げ剛性（単位：ＫＮ・㎡）
β ：杭の特性値β＝（ｋＤ／4ＥＩ）1／4 （単位：m−１）
ｈ ：杭の突出長（単位：m）
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δａ：0.05（単位：m）
ｋ ：横方向地盤反力係数（単位：ＫＮ／m３）
Ｄ ：杭径（単位：m）
(ｴ) 杭反力は、次によるものとし、アからウに定める許容支持力を超えないこと。
a 杭の軸方向反力は、次の式によること。
ＰＮｉ ＝（Ｖｏ ／ｎ）＋（Ｍｏ ／ΣＸｉ２）・Ｘｉ
ＰＮｉ：ｉ番目の杭の杭軸方向力（単位：ＫＮ）
Ｖｏ ：基礎スラブ底面より上に作用する鉛直荷重（単位：ＫＮ）
ｎ ：杭の総本数
Ｍｏ ：基礎スラブ下面の杭群図心での外力モーメント（単位：ＫＮ・m）
Ｘｉ ：杭群の図心よりｉ番目の杭までの水平距離（単位：m）
b 杭の軸直角方向反力は、次の式によること。
ＰＨｉ ＝Ｈｏ ／ｎ
ＰＨｉ ：ｉ番目の杭の杭軸直角方向力（単位：ＫＮ）
Ｈｏ

：基礎スラブ底面より上に作用する水平荷重（単位：ＫＮ）

ウ 杭の配置は平面的に適切に配置されていること。
杭は、杭の中心間隔が杭径の 2.5 倍以上で、かつ、平面的に対称に配置されたものであること。
エ 鉄筋コンクリート製の基礎スラブを有すること。
(ｱ) 杭及び基礎スラブは、結合部においてそれぞれ発生する各種応力に対して安全なものであること。
(ｲ) 基礎スラブは、タンク本体から作用する荷重及び杭から伝達される反力に対して十分な耐力を有す
るものであること。
オ 基礎スラブの厚さは杭径以上とすること。
カ 砕石層を設置し、かつ、排水対策を適切に行うこと。
(ｱ) 基礎スラブ周囲には、砕石層を適切に保持するための法止めを設けること。
(ｲ) 基礎スラブとタンク本体との間には、十分締め固められた厚さ２５㎝以上の砕石層を設けること。
(ｳ) 基礎スラブ上面は、砕石層内の排水機能を確保するため、適切な勾配をもつものであること。
(ｴ) 基礎スラブ外縁の法止めには、３ｍ以下の間隔で排水口を設けること。
(ｵ) 基礎スラブは、当該基礎スラブ厚さの概ね 1／2 が地表面から上にあること。
キ 基礎表面は犬走り等を設置し勾配を確保するとともに、雨水が浸透しないようにアスファルトサンド
等で保護すること。
(5) 深層混合処理工法を用いた準特定屋外タンク貯蔵所の地盤の技術指針
（平成 11 年 3 月 30 日消防危第 27 号通知 「準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術基準等に関する運用について」）

ア 基本的事項
深層混合処理工法とは、原地盤にセメント等による安定剤の攪拌混合処理を行い、固化作用により地盤
の堅固さを確保する工法をいう。なお、この工法は、他の地盤改良工法との併用がない地盤に適用するこ
とができるものであること。
イ 技術上の基準に関する事項
(ｱ) 地盤の範囲
地盤の範囲は、基礎の外縁が地表面と接する線で囲まれた範囲とすること。
(ｲ) 改良率等
改良率（深層混合処理を行う範囲の地盤のうちで、安定剤の攪拌混合処理を行う部分（以下「改良
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体」という。）の占める割合をいう。）は、７８％以上とし、かつ、平面的に均等に配置されている
こと。
(ｳ) 地盤の堅固さ
地盤は、タンク荷重によって発生する応力に対して安全なものとすること。
a 改良体に発生する応力は、次に掲げる許容応力以下であること。
① 改良体頭部及び先端部に生じる応力は、次表の許容圧縮応力以下であること。
② 改良体頭部に生じるせん断応力は、次表の許容せん断応力以下であること。
常

時

地 震 時

許容圧縮応力

1／3・ＦＣ

2／3・ＦＣ

許容せん断応力

1／15・ＦＣ ・λ１

1／10・ＦＣ ・λ１

注１）Ｆｃは、改良体の設計基準強度（ＫＮ／㎡、28 日強度）。なお、基準強度の最小値は、300ＫＮ／㎡以上とする
こと。
２）λ１は、次表の改良地盤周辺の土質条件に応じた補正係数

土 質
粘性土等
砂質等

土質条件

λ１

ｑｕ＜20ＫＮ ／㎡

0.25

ｑｕ≧20ＫＮ ／㎡

0.75

Ｎ＜5

0.25

Ｎ≧5

0.75

注 １）ｑｕは、深層混合処理を行う深さ範囲の原地盤の一軸圧縮強度

２） Ｎは、深層混合処理を行う深さ範囲の原地盤の標準貫入試験値

b 地盤の沈下量は、告示第４条の２２の５によること。
① 深層混合処理を行う部分の地盤の沈下量の計算方法
Ｓeq＝

q'
Ｅeq

・Ｌｃ

Ｓｅｑ：改良体の沈下量（単位：m）
ｑ' ：改良体上面における平均接地圧（単位：ＫＮ／㎡）
Ｌｃ ：改良体深さ（単位：m）
Ｅｅｑ：改良体の変形係数（単位：ＫＮ／㎡）
② 深層混合処理を行う部分以深の地盤の沈下量の計算方法
告示第４条の１４の例によること。
(ｴ) 地盤の安定性
深層混合処理を行う範囲の地盤は、次に定める安定性が確保されたものであること。
a 改良体底面は、十分な支持力を有すること。ここで、改良体底面における許容支持力は次の式に
よって計算すること。
① 常時の許容支持力
ｑｄ１＝1／3・（1.3ＣＮＣ＋0.3γ１ＢＮｒ＋γ２ＤｆＮｑ）− Ｗｂ
② 地震時の許容支持力
ｑｄ１＝2／3・（1.3ＣＮＣ＋0.3γ１ＢＮｒ＋1／2・γ２ＤｆＮｑ）− Ｗｂ
ｑｄ１：改良体底面における地盤の許容支持力（単位：ＫＮ／㎡）
Ｃ ：改良体底面下にある地盤の粘着力（単位：ＫＮ／㎡）
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γ１：改良体底面下にある地盤の単位体積重量（単位：ＫＮ／m３ ）
地下水位以下にある場合は水中単位体積重量とすること。
γ２：原地盤の単位体積重量（単位：ＫＮ／m３ ）
地下水位以下にある部分については水中単位体積重量とすること。
ＮＣ、Ｎｒ、Ｎｑ ：支持力係数（告示第 4 条の 13 によりφからそれぞれ求める値）
φ ：改良体底面下にある地盤の内部摩擦角
Ｄｆ：地表面からの改良体の深さ（単位：m）
Ｂ ：地盤の平面範囲の直径（単位：m）
Ｗｂ：改良体の単位面積当たりの重量（単位：ＫＮ／㎡）
Ｗｂ ＝γ３ ・ＬＣ
γ３：改良体の平均単位体積重量（単位：ＫＮ／m３ ）
Ｌｃ：改良体の長さ（単位：m）
b 改良体は、次に掲げる地震の影響に対して安定であること。
① 転倒の安全率は、1.1 以上であること。
② 改良体底面の滑動の安全率は、1.0 以上であること。
ウ その他
改良体の基準強度を確保するための安定剤の配合（セメント量等）の決定にあっては、室内配合試験
又は現場配合試験を行い、試験結果を設置許可申請書に添付すること。
(6) 規則第２０条の３の２第２項第５号における盛土基礎の上面は、地下水位との間隔を２ｍ以上確保する
こととされているが、厚さが１ｍ以上、かつ、平板載荷試験値（Ｋ３０値）が２Ｎ／mm２以上である砕石層を
設ける場合は、盛土基礎上面と地下水位との間隔は、１ｍ以上確保すればよい。
（平成 11 年 6 月 15 日消防危第 58 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

(7) 規則第２０条の３の２第２項第２号ロ(1)における計算沈下量の計算は、側板下端部での沈下量を計算す
る。
（平成 11 年 6 月 15 日消防危第 58 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

(8) 規則第２０条の３の２第２項第２号ロに規定する地盤における支持力の確認を行う面については、基礎
構造底面における支持力を確認する。ただし、置き換え等の地盤改良を行った場合には、改良底面におけ
る支持力も確認する。
（平成 11 年 6 月 15 日消防危第 58 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

(9) 良く締め固められた砕石、砂とは、平板載荷試験値（Ｋ３０値）がそれぞれ２Ｎ／mm２程度、１Ｎ／mm２程
度をいう。
（平成 11 年 6 月 15 日消防危第 58 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

１１ 屋外貯蔵タンクの材質等
政令第１１条第１項第４号関係

・タンク材質等

規則第２０条の５関係

・タンクの材料の規格

規則第２０条の５の２

・水圧試験の基準

(1) 屋外貯蔵タンクの構造で法令上特に定めのないものについては、JIS B8265（圧力容器の構造−一般事項）、
JIS B8266（圧力容器の構造−特定規格）、JIS B8501（鋼製石油貯槽の構造）及び JIS B8502（アルミニウ
ム製貯槽の構造）によること。 ◇
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(2) 特定屋外貯蔵タンク以外の屋外貯蔵タンクの材質は、危険物の性質に応じて、JIS G3101（一般構造用圧
延鋼材）に該当する鋼板又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有するステンレス鋼、高張力
鋼その他の材質とするとともに、板厚については、次によること。 ◇
t ＝ 3.2

３

ｔ：ステンレス鋼等の厚さ（㎜）

400 × 21
σ× Ａ

σ：ステンレス鋼等の引張強度（Ｎ／mm２）
Ａ：使用する金属板の伸び（％）

＜使用できる鋼板の例＞
ＪＩＳ G 3101 一般構造用圧延鋼材の SS400
ＪＩＳ G 3106 溶接構造用圧延鋼材の SM400C
ＪＩＳ G 3114 溶接構造用耐侯性熱間圧延鋼材の SMA400
ＪＩＳ G 3115 圧力容器用鋼板の SPV490
ＪＩＳ G 4304 と 4305 ステンレス鋼板の SUS304、SUS316

(3) 既設の浮き屋根構造の屋外貯蔵タンクにアルミ製ドームを設置するについては、構造上も保安上も既設
タンクの安全性が損なわれないことが確認できれば、政令第２３条を適用のもと設置することができる。
なお、側板等の応力評価が必要不可欠であるため、タンク本体の変更とする。
（平成 9 年 10 月 22 日消防危第 104 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

(4) 政令第１１条第１項第４号に規定する「気密に造る」とは、マンホール上蓋を耐油性パッキン及びボル
ト締めでタンク本体と緊結する構造等のものをいう。
（昭和 51 年 4 月 15 日消防予第 51 号質疑 「危険物屋外貯蔵タンク上蓋の構造」）

(5) 政令第１１条第１項第４号に規定する「圧力タンク」の範囲及び「水圧試験」は、次によること。
ア 圧力タンクとは最大常用圧力が、正圧又は負圧で５ｋＰａ（水柱５００ｍｍ）を超えるタンクをいう。
（昭和 52 年 3 月 30 日消防危第 56 号通知）

イ 負圧のタンクの水圧試験は、当該タンクの負圧の絶対値に相対する圧力の１．５倍の水圧を加えて行
うこと。
（平成 9 年 10 月 22 日消防危第 104 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

ウ 安全弁吹き出し圧力を、最大常用圧力とすることができる。 ◇
(6) 中仕切を有する屋外タンク貯蔵所については、別記２２「中仕切を有する屋外タンク貯蔵所構造指針」
によること。 ◇
１２ 特定屋外貯蔵タンクの材質等
政令第１１条第１項第４号関係

・タンク材質等

規則第２０条の４関係

・特定屋外貯蔵タンクの構造

規則第２０条の１０関係

・水張試験等における測定

告示第４条の１６の２関係

・許容応力

告示第４条の１７関係

・最小厚さ等

告示第４条の２１の２関係

・溶接施工方法確認試験の方法等

告示第４条の１８関係

・主荷重及び従荷重

告示第４条の１９関係

・風荷重

告示第４条の２０関係

・地震の影響
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告示第４条の２１関係

・側板の厚さの計算方法

告示第４条の２１の３関係

・損傷を生じない浮き屋根とする特定屋外貯蔵タンク

告示第４条の２１の４関係

・浮き屋根に作用する荷重等

告示第４条の２２関係

・浮き屋根等の構造

告示第７９条関係

・保有水平耐力等の計算方法

(1) 規則第２０条の４第１項に規定する「積雪荷重」は、設置市町村における最大積雪量を参考とすること。
◇
(2) 特定屋外タンク貯蔵所に係る一般事項は次によること。◇
（昭和 52 年 3 月 30 日消防危第 56 号通知 「危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について」）
（平成 9 年 3 月 26 日消防危第 36 号通知 「屋外タンク貯蔵所等のタンク本体の変更に係る溶接工事の手続に関する運用について」）

ア 溶接
(ｱ) 溶接工
特定屋外貯蔵タンクの溶接は、ボイラー及び圧力容器安全規則に基づく特別ボイラー溶接士免許証
の交付を受けている者、日本溶接協会が認定する１級若しくは２級溶接技術者又は溶接作業指導者の
資格認定証の交付を受けている者及び石油学会が検定する作業範囲に応じた種別（Ａ〜Ｃ，Ｅ〜Ｈ種）
の１級の技量証明書の交付を受けている者が行うこと。
(ｲ) 底板重ね継手の溶接
アニュラ板と底板、底板相互の重ね面は、溶接部の強度に有害な影響を与える隙間がないこと（規
則第２０条の４第３項第３号）を確認してから隅肉溶接を行うものとする。
この場合において、重ね代は底板相互にあっては２５ｍｍ以上とし、アニュラ板×底板の重ね代に
あっては、６０ｍｍ以上とすること。
(ｳ) 溶接面の清掃
溶接の実施に先立ち、溶接面は十分に清掃を行い、異物等の介在を防止すること。
(ｴ) 多層盛り溶接における重要部分の初層溶接部の検査
多層盛り溶接を行う場合において、側板とアニュラ板の溶接部（内側）、側板１段目の縦継手の溶
接部下方（内側）、側板直下のアニュラ板の継手溶接部等初層溶接部の欠陥が、後に当該溶接部の安
全に重要な影響を与えるおそれのある部分は、初層溶接部終了後、浸透探傷試験を実施し欠陥のない
ことを確認してから次層の溶接を実施するものとすること。
(ｵ) 作業範囲の記録
特定屋外タンクの溶接部は、溶接士又は溶接工ごとに、これらの者の実施した溶接範囲を記録して
おくものとすること。
イ 非破壊試験
(ｱ) 非破壊試験技士
溶接部の試験は、日本非破壊検査協会が認定した非破壊検査認定技術者又はこれと同等以上の技能
を有する者により行うこと。
(ｲ) 高張力鋼の溶接部試験は、溶接終了後２４時間以上経過した後に実施すること。
(3) 特定屋外タンク貯蔵所の試験検査基準
（昭和 52 年 3 月 30 日消防危第 56 号通知 「危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について」）

ア タンク本体
(ｱ) 溶接施工方法確認試験
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タンクの溶接方法は、次の試験により確認されたものでなければならない。
a 試験板（試験に用いる板）の基準
タンクに使用する板の厚さにより、２５ｍｍ以下のもの、２５ｍｍを超え３８ｍｍ以下のもの、
３８ｍｍを超えるものの３つに区分し、それぞれの区分ごとに最大の厚さのものをもって、試験板
とすること。
b 試験片の作成
前号の試験板について、当該使用板の溶接方法に応じた溶接をした試験片を作り、当該試験片に
ついて試験を行うこと。
この場合において、「部分溶込みグループ溶接又は完全溶込みグループ溶接」をする試験板の大
きさ及び試験片の数並びに試験方法は、「JIS B8501、鋼製石油貯槽の構造（全溶接）」に定める溶
接施工方法確認試験の規格（以下、「JIS 試験」という。）のＴ継手隅肉溶接試験に関する規格の例
によること。
c 試験及び試験の判定
試験及び試験の判定は、次によること。
(a) 完全溶込み突合わせ溶接及び突合わせ溶接の試験片
① 自由曲げ試験において、試験片の曲げの外側の表面または縁部に割れが生じないこと。
ただし、縁部に割れが生じた場合は、再試験を行いその結果割れが生じなかったときはこれを
合格とする。
また、外側の表面の伸びが鋼板の伸びの規格最小値を超えて割れが生じた場合は、これを合
格とする。
② 型曲げ試験において、試験片の曲がりの外側の表面又は縁部に割れ、その他の欠陥が生じな
いこと。
ただし、縁部に割れその他の欠陥が生じた場合は、再試験を行いその結果割れその他の欠陥
が生じなかったときは、これを合格とする。
(b) 隅肉溶接の試験片
① 曲げ試験を、「JIS Z3134、Ｔ型隅肉溶接継手の曲げ試験の規格」に定める曲げ治具に準じ
て下図の曲げ治具を作り、これにより、試験片の重ね部分のほぼ中心を溶接ビートの表側から
一定速度で押曲げ、割れの発生角度を調べるものとする。
2t（t：試験片の板厚）

B

A
2t
2t
12t
450mm
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上記により、試験を行った結果、割れが生ずる角度が３０度（図のＡ及びＢの角度の和とする）未満
であってはならないこと。
(c) その他
前各号に掲げるほか、試験について必要な試験の項目、再試験試験片の作製、試験方法及び判
定については、「JIS 試験」の例によること。
(ｲ) 告示第４条の２１の２第１項第１号に規定されている「これに準ずるもの」については、「特定屋
外貯蔵タンクの溶接施工方法確認試験について」（平成９年９月１日消防危第８９号通知・一部改正
令和３年３月１９日消防危第３７号）によること。
イ 形状測定等
(ｱ) 側板最下端の水平度測定（不等沈下の測定：規則第２０条の１０第１号関係）
不等沈下の測定は、次により行うものとすること。
a 測定は、水準儀、水盛り等により行うものとする。
b 測定点は、側板最下端であって、側板の円周長さを３〜５ｍに偶数等分した点をもって測定点と
すること。
測定点

タンク側板

3〜5m の等間隔
＊

＊

＊

c 測定点は、容易に消滅しないよう適当な方法で印を設けること。
d 測定は、各測定点の最低差（不等沈下度）を測定するとともに、基準点を設け、その絶対変位に
ついても測定すること。
e 測定は、水張（水圧）試験の前及び満水時に行うものとする。この場合において、満水時の測定
は水張り水位の変化に従って行い、満水後沈下が停止（安定）するまで継続するものとする。
(ｲ) 底部凹凸状況の測定（底板形状測定：規則第２０条の１０第２号関係）
底板形状測定は、次により行うものとすること。
a 測定は、水準儀、水盛り、タンク底部に水を張る方法、ピアノ線を張る方法等により行うものと
する。
b 測定点は、不等沈下測定点（前記(ｱ)b をいう。）を内側に移し、当該点とタンク中心を結んだ線
とタンク中心点を起点とし、半径約３ｍを増すごとの同心円を描き、これとの交点をもって測定点
とすること。
最大不陸 0m

3m

0m
不等沈下測定点

：形状測定点
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c 測定にあたって、底板が基礎面から大きく不陸している部分が認められるときは、金槌打等によ
り、その範囲及び程度を確認するものとする。
(ｳ) 角度測定 ◇
a 側板とアニュラ板（アニュラ板のないタンクにあってはアニュラ板に相当する部分の底板）のな
す角度を測定すること。
b 側板の円周長さを３〜５ｍの偶数等分した点を標準箇所とし、次期内部開放点検時に当該タンク
の測定箇所と比較検討ができること。
(ｴ) 脚長測定 ◇
a 側板とアニュラ板（アニュラ板のないタンクにあってはアニュラ板に相当する部分の底板）との
溶接部の脚長を測定すること。
b 側板の円周長さを３〜５ｍの偶数等分した点を標準箇所とし、次期内部開放点検時に当該タンク
の測定箇所と比較検討ができること。
(ｵ) 板厚測定
タンクを新設したとき又はその一部の取替え、重ね補修をしたときは、次により板厚を測定するも
のとする。
a 測定箇所は、アニュラ板、底板、屋根板及び側板の１、２段目にあっては板１枚あたり１点以上
とし、側板３段目以上にあっては、１段につき１点以上とする。
b 測定は、超音波厚み計等により行うものとする。
c 上記 a に掲げる板を取替又は重ね補修をした場合は、当該板について１点以上測定するものとす
る。
(4) 球形タンク又はセミスヘロイドタンク等特殊な形状を有する特定屋外貯蔵タンクの保有水平耐力の確認
は、告示第７９条に規定する計算方法により保有水平耐力の計算を行うのではなく、当該タンクの形状の
特殊性に鑑み、有限要素法等の適切な方法により地震の影響による耐力の照査を行うこと。
なお、このような特殊な形状を有する特定屋外貯蔵タンクの安全性評価については、ＫＨＫの技術援助
を受けること。
（平成 10 年 2 月 26 日消防危第 17 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料(特定屋外タンク貯蔵所関係)の送付について」）

(5) 告示第４条の２０の直接基礎型式とは、盛土基礎及びリング基礎をいうものである。
（昭和 58 年 4 月 28 日消防危第 44 号通知）

(6) 告示第４条の２０の第１項に掲げる地震の影響によるタンク本体の安全性確認については、「危険物の
規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について」（昭和５８年４月２８日消防危第４４号通知）
及び「危険物規制事務に係る技術上の基準における計量単位のＳＩ化について」（平成１１年９月２４日
消防危第８６号通知）によること。
(7) 告示第４条の２１の４の各荷重及び応力については、次の式により算出することができるものであるこ
と。
（平成 17 年 1 月 14 日消防危第 14 号通知 「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について」）
（平成 18 年 6 月 30 日消防危第 157 号通知 「液面揺動に伴い浮き屋根に作用する荷重の算出方法の一部見直しについて」）

ア 円周方向面外曲げモーメントと発生応力
２

Ｍθ＝2.26×β１×

ＥIθ
Ｒｍ

（１）
ｍａｘ

η
×

Ｒｍ

Ｍθ：円周方向面外曲げモーメント（Ｎ−mm）
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ｋ
β１＝
8ＥIθ
Ｒｍ４

ｋ＋

ｋ：浮力に相当するバネ定数（Ｎ／mm２）
ρ：液比重（Ｎ／mm３）

ｋ＝ρＢ

Ｂ：浮き室幅（mm）

２

Ｅ：縦弾性係数（Ｎ／mm ）
Iθ：浮き室断面二次モーメント（mm４）
Ｒｍ：浮き室半径（mm）
ηｍａｘ（１）：一次モードの液面揺動高さ（mm）
2π
D
ηｍａｘ（１）＝
×0.837×
×ＳＶ
TS１
2ｇ
Ｄ：タンク直径（mm）
ｇ：重力加速度（mm／sec２）
Ｔｓ１：一次固有周期（sec）
D

Ｔｓ１＝2π

×coth

3.68ｇ

3.68H
D

H：最高液面高さ（mm）
ＳＶ：速度応答スペクトル（mm／sec）
Ｍθ
σｂ１＝

（Ｚθ）ｅｆｆ

σｂ１：円周方向面外曲げ応力（Ｎ／mm２）
（Ｚθ）ｅｆｆ：浮き室有効断面係数（mm３）
イ 水平面内曲げモーメントと発生応力
ηｍａｘ（２）
ＥIｘ
ＭＸ＝6.25×β２×
×
Ｒｍ
Ｒｍ

２

ＭＸ：水平面内曲げモーメント（Ｎ−mm）
β２＝α１２・α２
α１＝exp（−14,500×Ａ／Ｒｍ２）
α２＝0.082×（Ｒｍ／1000）
Ａ：浮き室構成部材の断面積（mm２）
Ｅ ：縦弾性係数（Ｎ／mm２）
Iｘ ：浮き室断面二次モーメント（mm４）
Ｒｍ：浮き室半径（mm）
ηｍａｘ（２）：二次モードの液面揺動高さ（mm）
ηｍａｘ（2）＝

D
2ｇ

×0.073×

2π
TS２

×ＳＶ
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Ｄ：タンク直径（mm）
ｇ：重力加速度（mm／sec２）
TS２：二次固有周期（sec）
Ｔｓ２＝2π

D
×coth
10.66ｇ

10.66H
D

ＳＶ：速度応答スペクトル（mm／sec）
Ｍｘ
σｂ２＝
（Ｚｘ）ｅｆｆ
σｂ２：水平面内曲げ応力（Ｎ／mm２）
（Ｚｘ）ｅｆｆ：浮き室有効断面係数（mm３）
ウ 円周方向圧縮力と発生応力

ηｍａｘ（2）

Ｎθ＝2.08×β２・ＥＡ・

２

Ｒｍ

Ｎθ：円周方向圧縮力（Ｎ）
β２：前イに定める係数
Ｅ：縦弾性係数（Ｎ／mm２）
ηｍａｘ（２）：前イに定める二次モードの液面揺動高さ（mm）
σｃ２＝

Ｎθ
Ａｅｆｆ

σｃ２：円周方向圧縮応力（Ｎ／mm２）
Ａｅｆｆ：浮き室有効断面積（mm２）
エ 応力の組合せ
σｍａｘ＝

σｂ１２＋（σｂ２＋σｃ２）２

σｍａｘ：外周浮き部分に生じる応力（Ｎ／mm２）
(8) 告示第４条の２２第１号ハに規定する溶接方法
ア 表１左欄に掲げる溶接部の溶接方法は、告示第４条の２２第１号ハに規定する完全溶込み溶接と同等
以上の溶接強度を有する溶接方法であると認められること。
なお、浮き部分の内・外リムと上板又は下板との溶接部において、ルート間隔が１．０ｍｍを超えるも
のについては、両側連続すみ肉溶接とするなど溶接継手部の強度を確保できる方法とすること。
イ 表１左欄に掲げた溶接部以外の溶接部は、表２に掲げる溶接方法により行うことができること。
（平成 17 年 1 月 14 日消防危第 14 号通知 「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について」）
（平成 19 年 3 月 28 日消防危第 64 号通知 「特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根の改修等について」）
（平成 19 年 10 月 19 日消防危第 242 号通知 「特定屋外タンクの浮き屋根の構造等に係る運用指針について」）
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表１
告示第 4 条の 20 第 2 項第 3 号イからハま
区分

その他の区域に存する特定屋外貯蔵タンク

でに規定する区域に存する特定屋外貯蔵
タンク

浮き部分の・外リム 両側連続すみ肉溶接

両側連続すみ肉溶接

と上板又は下板と

部分溶込み溶接（溶込み量：ｄ≧ｔ（ｄは 部分溶込み溶接（溶込み量：ｄ≧ｔ（ｄは

の溶接部

溶込み量、ｔは薄い方の鋼板の厚さ）

溶込み量、ｔは薄い方の鋼板の厚さ）

片側断続溶接＋片側連続すみ肉溶接

片側断続溶接＋片側連続すみ肉溶接

（片側連続ずみ肉溶接サイズの大きさ：Ｓ （片側連続ずみ肉溶接サイズの大きさ：Ｓ
≧1.5×ｔ（Ｓはサイズ、ｔは薄い方の鋼

≧×ｔ（Ｓはサイズ、ｔは薄い方の鋼板の

板の厚さ））

厚さ））

片側連続すみ肉溶接

片側連続すみ肉溶接

（サイズの大きさ：Ｓ≧1.5×ｔ（Ｓはサ

（サイズの大きさ：Ｓ≧×ｔ（Ｓはサイズ、

イズ、ｔは薄い方の鋼板の厚さ））

ｔは薄い方の鋼板の厚さ））

浮き部分の内リムと 両側連続すみ肉溶接

両側連続すみ肉溶接

コンプレッションリ
ングとの溶接部
浮き部分と当該浮き 両側連続すみ肉溶接

両側連続すみ肉溶接

部分以外の部分との
溶接部
表２
溶接部

溶接方法

①浮き部分の内リム相互の溶接部

完全溶込み溶接〔注〕

②浮き部分の外リム相互の溶接部
③浮き部分のコンプレッションリング相互の溶接部
④浮き部分の上板相互又は下板相互の溶接部

片側連続すみ肉溶接又はこれと同等以上の溶接強

⑤浮き部分と仕切り板との溶接部

度を有する溶接

⑥浮き部分と補強板との溶接部

片側断続溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有
する溶接

注：当該部位が、Ⅰ型開先による溶接の場合は、完全溶込み溶接とみなすことはできない。ただし、板厚が
５ｍｍ未満の場合でかつ両側から溶接されている場合は、Ⅰ型開先であっても完全溶込み溶接とみなし
て差し支えない。
(9) 告示第４条の２２第１号ハにおいて、浮き屋根の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部
分との溶接は、完全溶け込み溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること
とされているが、コンプレッションリングとデッキの重ね継手について両面を連続隅肉溶接することとし
て差し支えない。
（平成 17 年 3 月 31 日消防危第 67 号質疑 「危険物事務に関する執務資料の送付について」）

(10) 告示第４条の２２第１号トの規定により弁を設ける場合にあっては、非常の場合に自動又は遠隔操作に
よって閉鎖する機能を有するとともに、当該操作を行うための予備動力源が確保されたものであること。
この場合、遮断弁の操作機構には、遮断弁の構造に応じて、液圧、気圧、電気又はバネ等を予備動力源と
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して用い、停電等主動力が使用不能となった場合においても遮断弁が閉鎖できる機能を有していること。
（平成 17 年 1 月 14 日消防危第 14 号通知 「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について」）

(11) 規則第２０条の４第２項第３号及び告示第４条の２１の３の規定により浮き屋根が液面揺動により損傷
を生じない構造を有しなければならない屋外貯蔵タンクには、浮きぶた付固定屋根構造の屋外貯蔵タンク
は含まれない。
（平成 17 年 3 月 31 日消防危第 67 号質疑 「 危険物事務に関する執務資料の送付について」）

(12) 告示第４条の２０第２項第３号において、特定屋外タンク貯蔵所の存する敷地又はその周辺で得られた
強震計地震動記録等に基づき ν5 を求めることとされているが、過去の地質調査結果等から特定屋外タン
ク貯蔵所の存する敷地と地盤特性が同様と考えられる地点の地震動記録であれば活用して差し支えない。
（平成 17 年 3 月 31 日消防危第 67 号質疑 「 危険物事務に関する執務資料の送付について」）

(13) 変更許可に係る特定屋外貯蔵タンクのタンク本体の変更については、放射線透過試験又は磁粉探傷試験
及び浸透探傷試験に係る変更工事に加え、浮き屋根に係る変更のうち液面揺動により損傷を生じない構造
に関するもの、すなわち告示第４条の２１の４の規定及び告示第４条の２２第１号の規定のうち告示第４
条の２１の３に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根に係る規定に関する変更については、タンク本体
の変更に該当するものとして取り扱う。
（平成 17 年 3 月 31 日消防危第 67 号質疑 「 危険物事務に関する執務資料の送付について」）

(14) 告示第４条の２１の３に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根は、一次及び二次のモードを考慮した
液面揺動の影響によって浮き屋根に作用する荷重により、外周浮き部分に生じる応力が許容応力以下であ
ることとされているが、既存の浮き屋根の耐震強度検討に必要な浮き屋根の浮き室の板厚については、次
の方法により測定することとしてよい。
ア 全浮き室の中から目視によって最も腐食が認められる１室を板厚測定の対象とする。
イ 浮き室各部の測定は、浮き室の内面又は外面から行う。
ウ 浮き室各部の測定箇所は、それぞれ最も腐食の認められる箇所及び浮き室仕切り板間の中央部の次の
箇所とし、各部ごとにそれぞれ平均値を板厚とする。なお、補強部材については、それぞれ最も腐食の
認められる箇所とする。
(ｱ) 上板及び下板
a 内リム及び外リムから５０ｍｍ程度の位置で各１箇所（①、②、③、④）
b 円周方向補強部材がある場合はその取付け位置近傍各１箇所（⑤）、補強部材がない場合は内リ
ムと外リムとの間の中央部各１箇所（⑥）
c 内リム 上板と下板の中央部１箇所（⑦）
d 外リム 上板及び下板から１００ｍｍ程度の位置で各１箇所（⑧、⑨）
（平成 17 年 12 月 19 日消防危第 295 号質疑 「 危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

〃
①

⑤

⑥
⑤

②

⑧

〃

⑦
③

⑤

⑥

⑤

④

⑨

上板

外リム

内リム

下板

補強材
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(15) デッキと浮き部分の接合部に係る強度
（平成 19 年 3 月 28 日消防危第 64 号通知 「特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根の改修等について」）

二次モードの影響によりデッキに生じる半径方向膜力に対するデッキと浮き部分の溶接継手部の強度に
ついては、
ア デッキの膜力は、デッキ外周端において半径方向仕切板及びトラス材（骨組）に向かって応力が伝達
する傾向にあり、剛性の高い仕切板への応力集中が顕著であること。
イ ローデッキ型浮き屋根（浮き部分の下板が直接デッキと接合されているタイプの浮き屋根）では浮き
部分の下板に膜力が一様に伝達されやすいが、ハイデッキ型浮き屋根（浮き部分がコンプレッションリ
ングを介してデッキと接合されているタイプの浮き屋根）の場合には、半径方向仕切板部への応力集中
が顕著であることを踏まえ、ハイデッキ型浮き屋根については、応力集中を緩和するため、内リムの鋼
板の厚さを増すことや、内リムに補強材を設置するなどの半径方向の応力の集中を分散させる対策を講
じることが望ましいこと。
(16) 浮き屋根の改修
（平成 19 年 3 月 28 日消防危第 64 号通知 「特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根の改修等について」）

浮き屋根の浮き部分の改修については、次の事項を留意して実施することが望ましいこと。
浮き部分の合理的な改修方法としては、浮き部分の上板及び下板にＬ形鋼を周方向に設置する方法が考
えられるが、必要な強度を確保できる方法があればこれ以外の方法により改修することも差し支えないこ
と。
なお、Ｌ形鋼（上下一組）の本数については、浮き部分の応力レベルに応じた形鋼による補強効果を計
算する必要があるが、おおむね容量が３万キロリットルから６万キロリットルの特定屋外貯蔵タンクに２
列程度、６万キロリットルを超えるものに３列以上必要と考えられること。
(17) 浮き屋根の浮き機能については、次によること。
（平成 19 年 10 月 19 日消防危第 242 号通知 「特定屋外タンクの浮き屋根の構造等に係る運用指針について」）

ア 浮き機能の判断基準に関する事項
告示第４条の２２第１号イに規定する「沈下しないものであること」とは、同号イに規定する浮き屋根
の破損状態における当該浮き屋根の最大喫水を計算し、貯蔵する危険物が外周浮き部分の外リムと上板
との交点を超えない状態をいうものであること。
イ 計算方法に関する事項
一枚板構造の浮き屋根にあっては、告示第４条の２２第１号イに規定する浮き屋根の破損状態におけ
る当該浮き屋根の最大喫水の計算は、平成１９年１０月１９日消防危第２４２号通知中の別添１の方法
により行うことができるものであること。
(18) 既設の特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根の改修に関する事項
（平成 19 年 10 月 19 日消防危第 242 号通知 「特定屋外タンクの浮き屋根の構造等に係る運用指針について」）

告示第４条の２１の３に規定する特定屋外貯蔵タンク以外の既設の特定屋外貯蔵タンクにあっては、浮
き屋根の最大喫水の計算及び改修は必要ないこと。
(19) マンホールのふたの液密構造については、次によること。
（平成 19 年 10 月 19 日消防危第 242 号通知 「特定屋外タンクの浮き屋根の構造等に係る運用指針について」）

液密構造の確認方法に関する事項は、告示第４条の２２第１号ホの規定により、マンホールのふたは、
告示第４条の２２第１号イに規定する浮き屋根の破損による当該浮き屋根の傾斜状態又は同号ニに規定す
る水の滞留状態において危険物又は水（以下「危険物等」という。）に浸かる場合には、当該危険物等が
室内に浸入しない措置が講じられた構造（以下「液密構造」という。）である必要があるが、液密構造で
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あることの確認は平成１９年１０月１９日消防危第２４２号通知中の別添２に示した方法により行うこと
ができるものであること。
なお、一枚構造の浮き屋根にあっては、マンホールのふたが告示第４条の２２第１号イに規定する浮き
屋根の破損による当該浮き屋根の傾斜状態において危険物等に浸かるか否かは、有限要素法等の適切な方
法を用いて浮き屋根のたわみ等を考慮した解析から得られる結果に基づいて判断されるべきものであるが、
当該解析が行われず、マンホールのふたが危険物等に浸かるか否かが不明な場合には、当該マンホールの
ふたは液密構造とする必要があること。
また、マンホールのふたは、浮き部分の内部の点検等に支障をきたさないよう開閉操作が容易に行える
構造であることが望ましいこと。
(20) 既設の特定屋外貯蔵タンクのマンホールの改修に関する事項
（平成 19 年 10 月 19 日消防危第 242 号通知 「特定屋外タンクの浮き屋根の構造等に係る運用指針について」）

既設の二枚板構造の浮き屋根のマンホールのふたは、告示第４条の２２第１号イに規定する浮き屋根の破
損による当該浮き屋根の傾斜状態において、貯蔵する危険物に浸かるおそれが極めて小さいと考えられるこ
とから、この状態に対しての液密構造は必要ないと考えられること。
なお、同号ニに規定する水の滞留状態においてマンホールのふたが水に浸かる場合、当該マンホールのふ
たは、この状態に対しての液密構造が必要であることから、次にタンクの内部を開放する際に平成１９年１
０月１９日消防危第２４２号通知中の別添２の確認方法による液密構造が確保されるよう改修すること。
１３ 準特定屋外貯蔵タンクの材質等
政令第１１条第１項第４号関係

・タンク材質等

規則第２０条の４関係

・準特定屋外貯蔵タンクの構造

告示第４条の２２の１０関係

・準特定屋外貯蔵タンクの主荷重及び従荷重

告示第４条の２２の１１関係

・準特定屋外貯蔵タンク許容応力

告示第７９条関係

・保有水平耐力等の計算方法

(1) 告示第４条の２２の１０における荷重の計算方法に関しては、油種変更等により計算比重より大きな比
重の内容物が入る可能性のある場合には、その予想される最大比重で計算を実施すること。
（平成 11 年 3 月 30 日消防危第 27 号通知 「準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術基準等に関する運用について」）

(2) 規則第２０条の４の２第２項第４号の必要保有水平耐力の算出における構造特性係数の計算については、
「準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術基準等に関する運用について」（平成１１年３月３０日消防危第２７
号通知）によること。
１４ 特定屋外貯蔵タンクの溶接部
政令第１１条第１項第４号の２関係

・溶接部の試験等

規則第２０条の６関係

・溶接部の試験等

規則第２０条の７関係

・放射線透過試験

規則第２０条の８関係

・磁粉探傷試験及び浸透探傷試験

規則第２０条の９関係

・漏れ試験

(1) 特定屋外タンク貯蔵所の溶接部試験は、次により実施するものとする。
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（昭和 52 年 3 月 30 日消防危第 56 号通知 「危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について」）

ア 放射線透過試験（規則第２０条の７関係）
タンクの側板（接液部に限る）溶接部に適用する放射線透過試験は、表−１に定めるところにより行
うものとする。
イ 磁粉探傷試験又は浸透探傷試験（規則第２０条の８関係）
タンク底部溶接部に適用する磁粉探傷試験又は浸透探傷試験は、表−２に定めるところにより行うも
のとする。
ウ 漏れ試験（規則第２０条の９関係）
(ｱ) タンクの溶接部以外の側板、屋根及び浮き蓋の総体、ノズル、マンホール等に係る溶接部に適用す
る漏れ試験は、表−３に定めるところにより行うものとする。
(ｲ) 浮き蓋（簡易フロート型）のフロートチューブで、フロートチューブの製作工場等においてあらか
じめ溶接部に係る漏れ試験又は気密試験が実施されているものにあってはこの限りでないこと。
（平成 24 年 3 月 28 日消防危第 88 号通知 「浮き蓋付特定屋外貯蔵タンクに係る技術基準の運用について」）

(ｳ) ＪＩＳ Ｚ ２３３０「非破壊試験―漏れ試験方法の種類及びその選択」に規定する漏れ試験は、規
則第２０条の９に規定する「真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等」に含まれる。
（令和 2 年 3 月 27 日消防危第 89 号通知 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

表−１ 放射線透過試験の基準
区

分

試験箇所

側板の厚さ、溶接工及び溶接工方法が 延長 30m 以内ごとに任意の点 2 箇
同一である縦継手
側板厚さ 10mm
以下の縦継手
側板厚さ 10mm を超え
25mm 以下の縦継手

側板厚さ 25mm を超える
縦継手

試験時期
水張（水圧）前

所以上
最下段

1の継手ごとに任意の点1箇所以上

2 段目以上

〃

〃
〃

（接液部）
1の継手ごとに任意の点1箇所以上
最下段

及び底板に近い任意の点 1 箇所以

〃

上
2 段目以上

1 の継手ごとに水平継手との接合

（接液部）

箇所及び任意の点 1 箇所以上

〃

最下段

継手のすべての箇所

〃

2 段目以上

〃

〃

（接液部）
溶接工及び溶接施行方法が
同一である側板の水平継手

延長 60m ごとに任意の点 2 箇所以
上
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表―２ 磁紛探傷試験又は浸透探傷試験の基準
区

分

試験箇所

試験時期

備

考

アニュラ板（又はアニュラ板に相 すべての部 水張（水圧） 変更申請にかかる水張（水圧）前試験箇
当する底板）と側板との継手

分

アニュラ板（又はアニュラ板に相

前後

所は変更部のみとすることができる

〃

〃

〃

アニュラ板と底板の継手

〃

〃

〃

底板相互の継手

〃

〃

〃

治具取り付け跡

〃

〃

〃

当する底板）相互の継手

アニュラ板、底板、側板のノズル

水張（水圧）

〃

取付け部（＊）

〃

前

内部開放点検による水張後試験等（底板全面更新時を除く。）のうち、底板相互の継手及び治具取付け
跡の部分については省略することができる。
表―３ 漏れ試験（真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等）の基準
区

分

試験箇所

試験方法

試験時期

接液部以外の側板、屋根板 すべての部分

真空試験、加圧漏れ試験、 水張（水圧）時又

及び浮き蓋、ノズル、マン

浸透液漏れ試験又は浸透

ホール等に係る溶接部

探傷試験のいずれか

備 考

は水張（水圧）後

（注）１．真空試験の真空度
400 ㎜ Hg 以上とする。
２．加圧漏れ試験の加圧度
50 ㎜Ａq 以上とする。（ただし、大気弁付通気管等の取付けられたタンクについては作動圧の 1.5 倍
以上の圧力で実施するものとする。）
３．浸透液漏れ試験の浸透液
蛍光漏洩試験剤を１万倍から 10 万倍に水又は浸透探傷剤に溶解して使用すること。

１５ 耐震又は耐風圧構造
政令第１１条第１項第５号関係

・耐震又は耐風圧構造

規則第２１条関係

・屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造

告示第４条の２３関係

・地震動による慣性力及び風荷重の計算方法

(1) 「支柱」とは、タンク胴板等に直接固定して独立してタンクを外部から支える柱状の構造のものをいい、
架台形式、サドル形式のものは支柱と解さないものとする。
ア 耐火性能は、政令第１１条第１項第５号に定めるほか、鉄骨を次に掲げる材料で覆ったものがあるこ
と。
（昭和 40 年 10 月 26 日自消乙予発第 20 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について」）

(ｱ) 塗厚さが４ｃｍ（軽量骨材を用いたものについては３ｃｍ）以上の鉄網モルタル
(ｲ) 厚さが５ｃｍ（軽量骨材を用いたものについては４ｃｍ）以上のコンクリートブロック
(ｳ) 厚さが５ｃｍ以上のれんが又は石
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(ｴ) 石綿けい酸カルシウム成型板で６０分耐火としたもの。
（昭和 46 年 1 月 5 日消防予第 2 号質疑 「タンク支柱の耐火性能」）

(ｵ) 鉄骨を、厚さ３ｃｍ以上の吹付石綿（かさ比重が０．３以上のものに限る。）で覆ったもの。
(ｶ) 「その他１時間以上の耐火性能を有するもの」として、別記６「不燃材料と耐火構造」によるもの。
◇
イ 施工範囲は、胴板取付け部の溶接部分を除いた支柱部分とすること。 ◇
(2) 規則第２１条第１項に規定する「基礎及び地盤の上に固定したもの」について、容量が 1,000 ㎘ 以上の
縦置円筒型タンクにあっては次によること。 ◇
ア 固定のためのボルト等を直接タンクの側板及び底板に接合することなく、原則としてタンク側板に取
り付けたブランケットにより基礎に固定すること。
＜タンクのブランケットによる固定例＞
内側
タンク
基礎
基礎
前方
断面

イ 固定のためのボルト等は、地震動による慣性力及び風荷重に耐えることができるものであること。
(3) 「耐震・耐風圧計算」については、別記２０「屋外貯蔵タンクの耐震及び耐風圧構造計算例」を参考と
すること。 ◇
(4) 屋外タンク貯蔵所の基礎は、防油堤内の地盤面より高くするものとし、最大降雨量を考慮した高さとす
ること。 ◇
(5) 容量が 100 ㎘以上のタンクの基礎については、次により耐震上の検討を行うこと。 ◇
ア 「くい」を有しない基礎の場合は、地盤の極限支持力度と地震力によって生ずる最大応力に関する検
討を行い、当該基礎が地震等に耐え得ること。
イ 「くい」を有する基礎の場合は、日本建築学会「建築基礎構造設計指針」及び土木学会「コンクリー
ト標準示方書」によるものとし、当該基礎が地震等に耐え得ること。
１６ 放爆構造
政令第１１条第１項第６号関係

・放爆構造

(1) 「内部のガス又は蒸気を上部に放出できる構造」については、次のいずれかの方法によること。
ア 屋根板を側板よりも薄くし、補強板等に接合しない方法
イ 側板の上部に型鋼を設けて、屋根板と当該型鋼の溶接を側板相互又は側板と底板の接合より弱くする
方法
ウ 側板の上部に型鋼を設けて、側板と当該型鋼の溶接を側板相互又は側板と底板の接合より弱くする方
法
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エ マンホール蓋の強度、蓋の取付ボルトの強度、又はマンホールネックの取付部分の溶接強度等により、
異常内圧を放出するために必要な放出面積を有する局部的に弱い接合部分を設ける方法
オ 不燃性ガスを封入し、かつ、物理的にタンク内の圧力が異常に上昇しない方法 ◇
(2) 屋外貯蔵タンクの屋根上に手摺りを設ける場合は、側板に設ける階段と縁切りする等、屋根板が放爆さ
れたとき側板に影響の及ばない取付けをするものとし、屋根上に配管を設ける場合は、放爆に際して支障
のない可撓性のある取付け方法とすること。（小口径配管を除く。） ◇
＜放爆構造の施工例＞
屋根板

すみ肉サイズを他の
部分より小さくする。

ラフタと屋根板は溶接
してはならない。

(型鋼トップアングル)
ラフタ

側板

(3) 固定屋根付き浮き屋根式タンクの固定屋根取付け方法は放爆構造を必要とする。
（昭和 48 年 8 月 2 日消防予第 118 号質疑 「屋外タンクの屋根の構造」）

１７ 外面防食
政令第１１条第１項第７号関係

・防食

(1) ステンレス鋼材又は腐食されがたい金属で造られた屋外貯蔵タンクにあっては、さび止めのための塗装
を省略することができる。
（平成 10 年 3 月 16 日消防危第 29 号通知 「製造所及び一般取扱所の危険物を取り扱うタンクに関する運用について」）

(2) 保温材で外装を行う際は、「保温材としてウレタンフォームを使用する屋外タンク貯蔵所の取扱いにつ
いて」（昭和 51 年 9 月 3 日消防危第 51 号）の例により行うこと。
（昭和 51 年 9 月 3 日消防危第 51 号通知 「保温材としてウレタンフォームを使用する屋外タンク貯蔵所の取扱いについて」）

１８ 底板防食
政令第１１条第１項第７号の２関係

・底板防食

規則第２１条の２関係

・底板の外面の防食措置

(1) 規則第２１条の２第１号に規定するアスファルトサンド等についてはアスファルトモルタル、モルタル
又はコンクリートとし、オイルサンドを含まないものとする。 ◇
(2) 規則第２１条の２第１号に規定するアスファルトサンド等の厚さは、１００ｍｍ以上とすること。 ◇
(3) 「底板張出し部」には、別記２４「雨水浸入防止措置に関する基準」に掲げる措置を講じること。
（昭和 54 年 12 月 25 日消防危第 169 号通知 「屋外タンク貯蔵所の地震対策について」）
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１９ 通気管・安全装置
政令第１１条第１項第８号関係

・通気管・安全装置

規則第１９条関係

・安全装置

規則第２０条関係

・通気管

(1) 安全装置の作動範囲は、最大常用圧力を超え設計圧力以下で作動するものとすること。なお、破壊板は、
安全弁の作動が困難である加圧設備に限り設置することができるものであること。 ◇
(2) 規則第２０条第１号ハに規定する「引火防止装置」は、４０メッシュ以上のステンレス又は銅の網その
他これと同等以上の効果のあるものとすること。なお、通気管を二以上のタンクで共用する場合は、タン
クごとに引火防止装置を設けるものとし、当該通気管の口径は、全タンクの吸排気に支障のない断面積を
有すること。 ◇
(3) メタノール等のアルコール類を貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管の引火防止装置は、クリン
プトメタル方式のものとすること。
(4) 浮き蓋付屋外貯蔵タンクの浮き蓋と固定屋根間のガス濃度を爆発限界以下とする為の下記のいずれかに
適合する通気口を設ける場合は、引火防止装置は必要ない。
（昭和 48 年 8 月 2 日消防予第 118 号質疑 「屋外タンクの屋根の構造」）
（昭和 60 年 7 月 4 日消防危第 84 号質疑 「内部浮きぶた付屋外貯蔵タンクの通気口について」）

ア タンクの外周４等間隔（４等間隔が１０ｍを超える場合は１０ｍ）毎に通気口を設け、かつ、その合
計面積がタンクの直径１ｍ当たり０．０６㎡以上のもの
イ 固定屋根頂部に面積３００cm２以上の通気口を設けたもの
(5) 「容量 100 ㎘ 以上の屋外貯蔵タンクに設置する通気管の設置個数」については、別記２１「通気管の設
置に伴う計算方法」による。 ◇
＜通気管の例＞

先端は水平より下方に
45 度以上曲げる。

直径 30mm 以上

引火防止網

(6) 大気弁付通気管 ◇
大気弁付通気管は、通常アトモスバルブと呼ばれるもので、貯蔵する危険物の揮発性が比較的高い場合
等に使用され、大気圧に対して５ｋＰａ（水柱５００㎜）以下の圧力差で作動しなければならないこと。
フレームアレスターについては、「固定屋根式石油タンクの通気装置に関する指針」（社団法人日本高
圧力技術協会昭和 55 年 1 月制定）によること。
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＜大気弁付通気管（アトモスバルブ）の例＞

２０ 液面計
政令第１１条第１項第９号関係

・液面計

(1) 危険物の量を自動的に覚知することができる装置は、目視によって瞬時に量を確認できるもので次のも
のがある。
（昭和 37 年 4 月 6 日自消丙予発第 44 号質疑 「油量自動覚知装置」）

ア フロート式液面計（気密構造のもの）
イ 差圧式液面計
ウ マグネット式液面計 ◇
エ 鎧装形（反射式、透視式）液面計 ◇
ただし、本体のガラスは強化ガラスを用い、ゲージバルブには、緊急遮断用のボールチャッキ弁が内蔵
されていること。
なお、この液面計は、第４類及び第６類の危険物を貯蔵する屋外貯蔵タンクについて認められるもので
あること。
２１ 注入口
政令第１１条第１項第１０号関係

・注入口

(1) 注入口については、次によること。
ア 危険物の量を確認することが困難な位置に設ける場合（以下「遠方注入口」という。）は、注入口付
近にポンプ等の供給設備の停止ができ、かつ、注油量を確認できる装置を設けること。なお、注入口付 近
においてタンクの自動表示装置を視認できないものにあっては、注入口付近にタンク内の危険物の量を
容易に覚知することができる装置、危険物の量がタンク容量に達した場合に警報を発する装置、又は連
絡装置等を設けるものとする。 ◇
イ 注入口は、防油堤内に設けることを原則とする。ただし、注入口を防油堤外に設ける場合は、漏れた
危険物が拡散しないように、注入口の直下に囲い又は受け皿等を設けること。 ◇
ウ 注入口を一般取扱所（移動タンク貯蔵所へ充填する施設に限る。）の中へ設ける場合にあっては、当
該一般取扱所の付属設備とする。
エ 静電気除去の接地電極の接地抵抗値は、１００Ω以下とし、避雷設備の接地極と兼用することができ
る。
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（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑 「注入口付近の接地電極について」）

(2) 「その他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物」とは、特殊引火物、第１石油類及び
第２石油類をいうものであること。
(3) 引火点が７０℃未満の危険物（静電気による災害の発生するおそれのある危険物）を貯蔵する大気開放
のタンクへの注入については、危険物の流入によって静電気が発生しないよう内部注入管（インナーノズ
ル）を設け、危険物を側板に沿わせて注入する構造又は底部付近まで延長した構造とすること。 ◇
(4) 掲示板（政令第１１条第１項第１０号ホ）については、政令第１１条第１項第３号によるほか、次によ
ること。
ア 注入口が１箇所に群として存在する場合で、掲示板を設けなければならないときは、当該注入口群に
一つの掲示板とすることができる。また、表示する危険物の品名は、当該注入口群において取り扱われ
る危険物のうち、表示を必要とするもののみとすることができる。
イ 「市町村長等が火災の予防上当該掲示板を設ける必要がないと認める場合」とは、当該注入口が当該
タンクの近くにあり、当該タンクの注入口であることが明らかな場合で、関係者以外の者が出入りしな
い場所等が該当するものであること。
（昭和 40 年 10 月 26 日自消乙予発第 20 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について」）

２２ ポンプ設備
政令第１１条第１項第１０号の２関係

・ポンプ設備

規則第２１条の３関係

・ポンプ設備の空地の特例

(1) ポンプ設備は、次によること。
（昭和 40 年 10 月 26 日自消乙予発第 20 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の公布について」）

ア 二以上のポンプ設備を群として設ける場合は、当該二以上のポンプ設備の群をもって一のポンプ設備
とする。この場合において、ポンプ設備は、その属するいずれのタンクの保有空地内にも設けることが
できるが、どのタンクとの距離もタンクの保有空地の幅の 1/3 以上確保すること。
イ ポンプ設備は、防油堤内には設けないこと。
ウ 政令第１１条第１項第１０号の２イに規定する「防火上有効な隔壁」は、耐火構造（ポンプ室の外壁
を耐火構造とする場合、又は一の建築物又は工作物においてポンプ設備の用途に供する部分と他の用途
に供する部分が耐火構造の隔壁で屋根裏まで完全に仕切られている場合を含む。）又は不燃材料で造っ
た高さ２ｍ以上の壁又は塀とすること。なお、「不燃材料及び耐火構造」については、別記６「不燃材
料と耐火構造」によること。
(2) ポンプ設備の基礎は、鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有すること。 ◇
(3) ポンプ設備の周囲に設ける囲いは、コンクリート造又はコンクリートブロック造とし、当該ポンプ設備
が容易に点検でき、危険物の流出防止に有効な広さとすること。 ◇
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＜ポンプ設備の周囲の囲いの例＞

(4) ポンプ室以外の場所に設けるポンプ設備には、夜間のための照明設備を設けること。ただし、他の照明
設備又は携帯用照明器具により代替できる場合は、この限りでない。 ◇
(5) 「換気設備及び排出設備」については、別記１１「可燃性蒸気又は微粉の換気・排出設備」によること。
(6) 「貯留設備」及び「流出防止及び油分離装置」については、製造所の例によること。
(7) 「掲示板」（政令第１１条第１項第１０号の２ヲ）については、政令第１１条第１項第３号のほか２１
「注入口」(4)によること。
(8) ポンプ設備を鋼板で造られた外箱に収納する場合で、次のアのすべてに適合する場合は、次のイによる
ことができる。
ア 適用条件
(ｱ) 外箱の大きさは必要最小限とするとともに、ポンプの維持管理を行うことができる構造とすること。
ただし、注入口、液面計等当該施設に必要な設備は、同一の外箱内にポンプ設備と鋼板で仕切り、
設置することができる。
(ｲ) 外箱の底部（高さ０．１５ｍ以上）は、危険物の漏れない構造とすること。
(ｳ) 外箱は、ポンプ設備の温度上昇を防止するために有効な通風の措置を講じること。
イ 外箱に収納されたポンプの取扱い
(ｱ) 当該ポンプ設備は屋外にあるポンプ設備とする。
(ｲ) 外箱の底部をもって、ポンプ設備直下に設ける流出防止の囲い及び貯留設備として取り扱う。
(ｳ) 油分離装置を設けないことができる。
(ｴ) 政令第１１条第１項第１０号の２の屋外に設けるポンプ設備に係る各規定（ルは除く。）は適用す
る。
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＜ポンプ設備を鋼板で造られた外箱に収納する場合の例＞

２３ バルブ等
政令第１１条第１項第１１号関係

・バルブ

(1) 「屋外貯蔵タンクの弁」とは、屋外貯蔵タンクの第１弁（以下「元弁」という。）をいうものであり、
危険物配管の元弁のほか水抜管等の元弁も含まれるものであること。ただし、タンクの最高液面より上部
（気相部）に設けられ、常時液圧を受けることのない元弁は除くものとする。
（昭和 56 年 6 月 19 日自消丙予発第 71 質疑 「屋外貯蔵タンクの弁の材質について」）

(2) 「鋳鋼又は同等以上の機械的性質を有する材料」として、次に掲げる材質のものは、鋳鋼弁に代えて設
けることができるものであること。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑 「鋳鋼と同等以上の機械的性質を有する材料で造られた弁」）

＜鋳鋼又は同等以上の機械的性質を有する材料＞
ＪＩＳ Ｇ ５７０２

黒心可鍛鋳鉄品第３種

（ＦＣＭＢ３４０）

ＪＩＳ Ｇ ５７０２

黒心可鍛鋳鉄品第４種

（ＦＣＭＢ３６０）

ＪＩＳ Ｇ ５５０２

球状黒鉛鋳鉄品第１種

（ＦＣＤ４００）

ＪＩＳ Ｇ ５５０２

球状黒鉛鋳鉄品第２種

（ＦＣＤ４５０）

ＪＩＳ Ｇ ５１２１

ステンレス鋼鋳鋼品

（ＳＣＳ）

ＪＩＳ Ｇ ３２０１

炭素鋼鍛鋼品

（ＳＦ）

ＪＩＳ Ｇ ５５０１

ねずみ鋳鉄品

（ＦＣ２００）

(3) 酸性の危険物を貯蔵する屋外貯蔵タンクの元弁は、陶磁器その他でライニングした JIS G5501（ねずみ鋳
鉄品）の第３種から第６種までの弁又はこれらと同等以上の強度、耐熱性及び耐酸性を有するものを使用
することができる。
（昭和 37 年 4 月 6 日自消丙予発第 44 質疑 「屋外（内）貯蔵タンクの弁」）
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(4) チタン及びジルコニウム製弁のについては、鋳鋼製の弁の代用として、政令第２３条の適用のもと認め
て差し支えないものであること。
（昭和 35 年 3 月 31 日国消乙予発第 23 号質疑 「チタン及びジルコニウム製弁の使用の可否」）

(5) 「屋外貯蔵タンクの材質、構造及び防油提」（昭和３７年４月６日自消丙予発第４４号）によること。
２４ 水抜管
政令第１１条第１項第１１号の２関係

・水抜管

規則第２１条の４関係

・水抜管

(1) タンクと水抜管との結合部分が地震等により損傷を受けるおそれのない方法とは、継の方法によるもの
とする。
ア 結合部分及び当該結合部分の直近の水抜管の部分が、地震等の際、タンクの基礎部分（地盤面を含む。）
に触れないよう、当該水抜管とタンクの基礎との間にその直径以上の間げきを保つもの。
なお、ドレンピットを設けるものは認められない。
イ 架台に支えられたタンク等、タンクの底板と地盤面との間に適当な空間を設けられているものの底板
に、当該タンクの水抜管とその直下の地盤面との間に間げきが保たれるように水抜管を設けたもの。
（昭和 40 年 10 月 26 日自消乙予発第 20 号通知）
（昭和 58 年 9 月 29 日消防危第 89 号通知 「危険物施設における地震対策の推進について」）

(2) 側板に設ける場合であっても、その大きさによっては構造的に補強を必要とすることが生ずるほか、タ
ンク底部が容易に点検等を行うことができるようフランジ継手等により取り外しを行える構造とすること。
＜結合部分が地震動等により損傷のおそれのない方法の例＞

＜認められない水抜管の設置例＞

＜フランジ継手による構造例＞

２５ 浮き屋根・配管
政令第１１条第１項第１１号の３関係

・浮き屋根
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政令第１１条第１項第１２号関係

・配管

政令第１１条第１項第１２号の２関係

・配管の耐震措置

規則第２１条の５関係

・浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例

(1) 浮き屋根の事故防止安全対策、漏えい発生時の対応、恒久補修については、別記４５「屋外貯蔵タンク
の浮き屋根の安全対策について」によること。
(2) 「配管の基準」については、製造所の例によること。
(3) 政令第１１条第１項１２号の２に規定する「地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与え
ない措置」としては、原則として曲がり配管を用いるのが適当であるが、呼径が４０Ａ以上の配管を使用
する場合は、可撓管継手を用いるものとする。 ◇
(4) 可撓管継手は、原則として最大常用圧力が１ＭＰａ以下の配管に設けること。
(5) 「タンクとの結合部分に損傷を与えないように設置する」措置として、可撓管継手を使用する場合は、
「可撓管継手の設置等に関する運用基準について」（昭和５６年３月９日消防危第２０号通知、平成１１
年９月２４日消防危第８６号）、「可撓管継手の設置等に関する運用基準の取扱いについて」（昭和５６
年８月１４日消防危第１０７号通知）及び「可撓管継手に関する技術上の指針の取扱いについて」（昭和
５７年５月２８日消防危第５９号通知）によるほか、次によること。
ア ㈶日本消防設備安全センターで行った性能評価の合格品は可撓管継手の基準に適合していることから、
できるだけ当該試験合格品を用いること。
＜可撓管継手の性能評価＞
(ｱ) 性能評定品目
フレキシブルメタルホース
ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手
(ｲ) 評定証票及び表示箇所については、次のとおりである。
■ 評定証票
評定証票は、文字及びマークは赤色

■ 表示箇所
認定証票は、表示板に貼付され、下図の例に示す箇所に表示される。

フレキシブルメタルホース

ユニバーサル式ベローズ型伸縮管継手
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イ 小口径（フレキシブルメタルホースで呼径４０Ａ未満のもの及びユニバーサル式ベローズ形伸縮管継
手で呼径８０Ａ未満のもの）の可撓管継手については、認定試験の対象となっていないので、当該小口
径可撓管継手を用いる場合は、可撓管継手の基準のうち、原則として可撓管継手の構成、材料、防食措
置、外観及び表示に係る事項について適用するものとする。
なお、この場合の長さについては、次によること。
〔フレキシブルメタルホース〕

管の呼径（Ａ）

〔ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手〕
管の呼径（Ａ）

長さ（㎜）

25 未満

300

25 以上 40 未満

500

長さ（㎜）

25 未満

300

25 以上 50 未満

500

50 以上 80 未満

700

ウ フレキシブルメタルホース、ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手等軸方向の許容変位量が極めて小
さい可撓管継手は、配管の可撓性を考慮した配管の配置方法との組合せ等により、地震時等における軸
方向変位量を吸収できるよう設置すること。
＜配管の屈曲による軸方向変位量の吸収措置例＞

エ ベローズを用いる可撓管継手は、移送する危険物の性状に応じて腐食等のおそれのない材質のベロー
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ズを用いたものであること。
オ 可撓管継手は、次により設置すること。
(ｱ) 可撓管継手は、圧縮又は伸長して用いないこと。
(ｲ) 可撓管継手は、当該継手にねじれが生じないよう取り付けること。
(ｳ) 可撓管継手は、当該継手の自重等による変形を防止するため、必要に応じ適切な支持架台に支持す
ること。
(ｴ) 可撓管継手は、温度変化等により配管内の圧力が著しく変動するおそれのある配管部分には設けな
いこと。
(ｵ) 可撓管継手は、その性能を有効に引き出せるようタンク等に直角に設けること。
(ｶ) 支持架台は、地震等により基礎と支持架台との変位量の違いからタンク本体に重大な損傷を招く危
険性があるため、可撓管継手とタンク本体の間には設けないこと。
(ｷ) 可撓管継手の可動範囲内には、配管又は工作物を設けないこと。
カ その他
次の可撓管継手を用いる場合は，個別に検討するものとする。
(ｱ) 常用圧力が１ＭＰａを超える配管に用いる可撓管継手
(ｲ) フレキシブルメタルホースにあっては、管の呼径が４００ｍｍを超える可撓管継手
(ｳ) ユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手にあっては、管の呼径が１，５００ｍｍを超える可撓管継手
(ｴ) フレキシブルメタルホース又はユニバーサル式ベローズ形伸縮管継手以外の可撓管継手
２６ 緊急遮断弁等
政令第１１条第１項第１２号の３関係

・配管の緊急遮断弁

規則第２１条の６関係

・容量 10,000 ㎘以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁

(1) 政令第１１条第１項第１２号の３に規定する「緊急遮断弁」については、下記によること。
（平成 10 年 3 月 20 日消防危第 31 号通知 「特定屋外タンク貯蔵所における緊急遮断弁に係る運用について」）
（平成 11 年 6 月 15 日消防危第 58 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）
（第 44 回全消会危険物委員会結果）

ア 緊急遮断弁の取り付け位置
タンク元弁が緊急遮断弁としての機能を有するか、あるいはタンク元弁に隣接した位置に設置するこ
と。
なお、危険物を移送するための屋外貯蔵タンクの配管とは、危険物の受け払いのための配管はもとよ
り、危険物をミキシングするための配管、バイパス配管など危険物が配管内を移送されるすべての配管
をいう。
イ 緊急遮断弁の操作機構
緊急遮断弁の操作機構には、遮断弁の構造に応じて、液圧、気圧、電気叉はバネ等を予備動力源とし
て用いることが要求され、いずれも停電等主動力が使用不能になった場合においても、これらの予備動
力源によって弁が閉鎖できる機能を有すること。
予備動力源については、同時に作動させる（電源）容量がない場合でも、シーケンス等により、順次
閉鎖できるものであること。 ◇
ウ 緊急遮断弁の遠隔操作を行う場所
当該タンクの防油堤外にあり、かつ、予想される危険物の大量流出に対して十分安全な場所であるこ
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と。
エ 緊急遮断弁の設置を要さない配管の構造等
次に掲げる構造に適合する場合には、緊急遮断弁を設置しないことができる。
(ｱ) 配管とタンクとの結合部分の直近に逆止弁が設置され、配管が破断した場合においても、タンクか
ら配管側に危険物が流入し得ない構造のもの。（ブロック配管内の圧抜き配管等）
(ｲ) タンクの屋根部など、当該タンクの最高液面より上部の位置から配管が出ており、配管が破断した
場合においても、タンクから配管側に危険物が流入し得ない構造のもの。
(ｳ) 水抜配管等、配管系が著しく小さく危険物の大量流出が考えられない場合のもの。 ◇
(ｴ) 内部開放点検、定期修理工事等のみにおいて、他のタンクへ危険物を転送するための配管等で、転
送中の作業員の立会いにより、配管が破断した場合において、即時にタンク元弁を閉止することがで
きる場合。 ◇
(ｵ) サンプリング配管又はドレン配管等、配管使用時に必ず係員がバルブ直近に配置され、かつ、速や
かにバルブ閉鎖が行える状況であることが確実である場合。 ◇
２７ 電気設備・避雷設備
政令第１１条第１項第１３号関係

・電気設備

政令第１１条第１項第１４号関係

・避雷設備

規則第１３条の２の２関係

・避雷設備

(1) 浮き屋根式の屋外貯蔵タンクの避雷設備については、JIS A4201 に規定する金属製の槽に該当するものと
し、製造所の例によるほか、ルーフドレン管の継目は、断面積３０ｍｍ２以上の導線等により電気的に接続
すること。 ◇
(2) 太陽光発電設備を設置する場合は、別記４７「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策
等に関するガイドライン」によること。
（平成 27 年 6 月 8 日消防危第 135 号通知 「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドラインについて」
）

２８ 防油堤
政令第１１条第１項第１５号関係

・防油堤

規則第２２条関係

・防油堤

告示第４条の２関係

・防油堤等の容量の算定の方法

(1) 屋外貯蔵タンクの配置は、原則として２列とすること。 ◇
(2) 規則第２２条第２項第２号に規定する「防油堤の高さ」は、堤内の地盤面から０．５ｍ以上３ｍ以下と
すること。この場合において高さ１．５ｍを超える防油堤については、防油堤の天端に幅０．５ｍ以上の
歩廊用張出しを付設すること。 ◇
(3) 規則第２２条第２項第５号に規定する「構内道路に直接面する」とは、屋外貯蔵タンクの一面以上が当
該道路に面していることをいう。 ◇
(4) 規則第２２条第２項第５号ただし書の適用及び規則第２２条第２項第６号に規定する「消防活動に支障
がないと認められる道路又は空地」については、屋外貯蔵タンクの一面以上が４ｍ以上の幅を有する空地
又は道路に面することとする。 ◇
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(5) 屋外貯蔵タンクと工程上密接不可分なポンプ設備等を防油堤と構内道路、その他の道路又は空地との間
に設けることができる。ただし、ローリー充填所を設置することはできない。 ◇
(6) 同一敷地内において、２以上の防油堤を接して設ける場合にあっては、当該防油堤の接続した部分を除
く部分の周囲に構内道路を確保すること。 ◇
(7) 規則第２２条第２項第８号の表中に規定する「タンクの高さ」については、防油堤内の地盤面からタン
クの側板又は胴板の最上部までの高さとし、第２章第２節第７「タンクの容量計算」によるタンク容量の
計算で屋根を有しない縦置円筒型タンクにあっては、タンク頂部までの高さとする。 ◇
(8) 規則第２２条第２項第８号ただし書に規定する「引火点が２００℃以上のタンク」については、当該タ
ンクの側板から防油堤内面までにタンク高さの 1／5 以上又は０．５ｍ以上のいずれか大なる距離を保つこ
と。 ◇
(9) 規則第２２条第２項第９号に規定する「防油堤の構造」については、別記２３「防油堤の構造に関する
基準」別記２４「防油堤の安全度判定基準」によること。
(10) 防油堤内の消火配管、冷却散水配管及び危険物受け入れ配管は、原則として地盤面付近の低い位置に設
けるものとし、パイプラック等を用いて設ける場合で、最下段のラック下の支柱の高さが１．５ｍを超え
るものにあっては、その最下段のパイプラックの支柱の部分は、耐火性能を有すること。
なお、「耐火性能」については、製造所の例によること。 ◇
(11) 構内道路の架空には、工作物を設けないこと。ただし、路面からの最下段の高さ４ｍ以上の配管支持物
はこの限りでない。 ◇
(12) 防油堤の地表面下の地盤部分に配管等が横断する場合の措置については別記２３「防油堤の構造に関す
る基準」中の「１２ 防油堤の地表面下の地盤の部分を管きょ等が横断する箇所の措置について」によるこ
と。
(13) 規則第２２条第２項第１２号ただし書に規定する「防油堤等に損傷を与えないよう必要な措置」につい
ては、別記２３「防油堤の構造に関する基準」中の「１１ 配管貫通部の保護措置」によること。
(14) 規則第２２条第２項第１４号に規定する「弁等の開閉状況が容易に確認できる」とは、防油堤周囲の構
内道路上等から弁の開閉状況が目視により容易に確認できることをいうものである。
（昭和 52 年 9 月 9 日消防危第 136 号質疑）

(15) 規則第２２条第２項第１６号に規定する「階段」の構造は、防油堤等の高さが１．５ｍを超える場合に
あっては、天井の踊り場の長さを２ｍ以上、階段の幅を１ｍ以上とし、高さが１．５ｍ以下の場合にあっ
ては、踊り場の長さを１ｍ以上、階段の幅を０．６ｍ以上とすること。 ◇
(16) 防油堤内には、水抜口に通ずるためますを設けること。ためますの大きさは、排水管の直径の３倍、か
つ、０．３ｍ□以上とすること。 ◇
(17) 危険物屋外タンクと指定可燃物タンクを隣接して設置する場合で、当該屋外貯蔵タンクが規則第２２条
第２項第５号のただし書又は同条第２項第６号の適用を受けるもの（構内道路不要タンク）にあっては、
当該屋外貯蔵タンクと指定可燃物タンクの防油堤の一辺を共用することができる。 ◇
ただし、指定可燃物のタンク、ポンプ及び防油堤等の附属物は、当該危険物屋外タンク貯蔵所の保有空
地内には設けることができない。
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＜防油堤の一辺を共有する場合の例＞

道路又は空地
指定可燃物

危険物屋外タンク貯蔵所

共用防油堤

道路又は空地

(危険物屋外貯蔵タンク、容量がいずれも 200 ㎘以下又は引火点が 200℃以上に限る)
(18) 変更工事に伴う防油堤の容量の変更については、その都度検討するものとするが、当該変更容量が１㎥
未満のものについては、変更許可申請書への容量検討書の添付を省略することができる。（防油堤容量−
必要法定容量＜1 ㎥は除く。）なお、変更容量が過去の変更部を含めて１㎥以上となった時は、変更許可申
請書への添付を要するものとする。 ◇
２９ 被覆設備
政令第１１条第１項第１６号関係

・被覆設備

政令第１１条第１項第１７号関係

・水槽設備

３０ 浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所
政令第１１条第２項関係

・浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンク

政令第１１条第２項第１号関係

・浮き蓋の自身等による振動及び衝撃に耐えることができる構造

規則第２２条の２関係

・浮き蓋の構造

告示第４条の２３の２関係

・浮き蓋の浮力を有する構造

告示第４条の２３の３関係

・損傷を生じない一枚板構造の浮き蓋とする特定屋外貯蔵タンク

告示第４条の２３の４関係

・浮き蓋に作用する荷重等

告示第４条の２３の５関係

・浮き蓋の溶接方法

告示第４条の２３の６関係

・浮き蓋の浮き室に設けるマンホール

告示第４条の２３の７関係

・簡易フロート型の浮き蓋の浮力を有する構造

告示第４条の２３の８関係

・損傷を生じない構造の簡易フロート型の浮き蓋とする特定屋外貯
蔵タンク

(1) 既設で 1,000kl 以上の政令第９条第１項第２０号に規定する２０号タンクにあっても当該基準を適用す
る。 ◇
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(2) 浮き蓋の構造及び設備に関する事項
（平成 24 年 3 月 28 日消防危第 88 号通知 「浮き蓋付特定屋外貯蔵タンクに係る技術基準の運用について」）

ア 一枚板構造及び二枚板構造の浮き蓋に関する事項
(ｱ) 浮き蓋の浮力に関する事項
１２ 特定屋外貯蔵タンクの材質等の基準(17)によること。
(ｲ) 浮き蓋の耐震強度に関する事項
a 告示第４条の２３の４に規定する浮き蓋の外周浮き部分に生じる応力の計算は、１２ 特定屋外貯
蔵タンクの材質等の基準(7)に示す方法により行うことができるものであること。なお、外周浮き部
分に生じる応力の算出にあたり、平成２４年４月１日において現に法第１１条第１項の規定により許
可を受けて設置されている浮き蓋付特定屋外貯蔵タンクの一枚板構造の浮き蓋の板厚については、１
２ 特定屋外貯蔵タンクの材質等の基準(14)に示されている方法により測定することとしてよい。
b 告示第４条の２３の５に規定する浮き蓋の溶接法法については、１２ 特定屋外貯蔵タンクの材質
等の基準(8)を準用するものであること。
(ｳ) 浮き蓋のマンホールの蓋の液密構造について
液密構造であることの確認は、平成１９年１０月１９日消防危第２４２号通知別添２「液密構造の
確認方法」により行うことができるものであること。
(ｴ) その他
告示第４条の２３の３に規定する浮き蓋付き特定屋外貯蔵タンクの浮き蓋に係る変更のうち、告示
第４条の２３の２、告示第４条の２３の４及び告示第４条の２３の５の規定に係る変更について、タ
ンク本体の変更に該当するものとして取り扱うものであること。
イ 簡易フロート型の浮き蓋に関する事項
規則第２２条の２第３号ロの回転性を有する構造としては、ボルト接合により回転変位を逃す構造につ
いてその有効性が確認されているものであること。
ウ その他の事項
ハニカム型の浮き蓋については、政令第１１条第２項第２号及び第３号並びに規則第２２条の２第３号
（ロを除く。）の規定に適合し、かつ、ハニカムパネル相互の接続部分に係る耐震強度が十分であること
が有限要素法等の適切な方法によって確認された場合にあっては、政令第２３条を適用してその設置を認
めて差し支えないこと。
３１ 浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所の可燃性蒸気排出設備
政令第１１条第２項第２号関係

・可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備

(1) 可燃性の排出設備には、次に掲げる特別通気口及び固定屋根の中央部に通気口が該当すること。
（平成 24 年 3 月 28 日消防危第 88 号通知 「浮き蓋付特定屋外貯蔵タンクに係る技術基準の運用について」）

ア 特別通気口は、最高液位時の浮き蓋外周シールより上部の側板又は側板近傍の固定屋根上に設けるこ
と。その個数は、標準サイズ（幅３００ｍｍ、長さ６００ｍｍ）の場合、別表に示す値以上とし、原則
として等間隔に設けるものであること。
また、通気口開口部の相当直径（４S/lp）が標準サイズ（０．４ｍ）を超える場合は、次の式によって
個数を算出するものであること。ただし、最小設置個数は４個とすること。
Ｎ＝0.18Ｎs/Ｓ
Ｎ ：必要な設置個数
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Ｎs ：別表による標準サイズの設置個数
Ｓ ：通気口の開口部断面積（㎡）
Lp

：通気口の浸辺長（ｍ）

イ 固定屋根の中央部に設ける通気口のサイズは、呼び径が２５０ｍｍ以上であること。ただし、気相部
を不活性ガスにより常時シールするものについては、当該通気口に代えて規則第２０条第１項第２号に
規定する大気弁付通気管を設置することが望ましい。
＜別表＞ 標準サイズの特別通気口の設置個数（Ｎs）
タンク高さ（ｍ）※

設置個数（Ｎs）

タンク内径（ｍ）
10

20
4

21
4

22
4

23
4

24
4

25
4

12

4

4

4

4

4

6

14

6

6

6

6

6

6

16

6

6

6

6

6

6

18

8

8

8

8

8

8

20

8

8

8

8

10

10

22

10

10

10

10

10

12

24

10

10

10

10

12

12

26

10

10

10

10

12

12

28

10

10

12

12

12

14

30

12

12

14

14

14

14

32

12

14

14

16

16

16

34

14

16

16

18

18

18

36

16

16

18

20

20

20

38

18

18

20

22

22

22

40

20

20

22

24

24

26

42

22

22

24

24

26

28

44

24

24

26

26

30

30

46

26

26

28

30

32

34

48

28

28

30

32

34

36

50

30

32

32

34

36

40

52

32

34

36

36

38

42

54

34

36

38

40

42

46

56

38

38

40

42

44

48

58

40

42

44

46

48

50

60

42

44

46

48

50

52

※タンク高さが２０ｍ未満のものについては、２０ｍの時の設置個数を用いる。
３２ 浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所の点検設備
政令第１１条第２項第３号関係

・可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備
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(1) 浮き蓋に係る点検を確実に行うためには、点検口から浮き蓋全体を視認することが必要だが、一つの点
検口から確認できる浮き蓋の範囲は、タンクの直径、高さ、点検口の構造や内部の明るさによって異なる
ことから、浮き蓋の全体が視認できるよう点検口（または、固定屋根部の特別通気口であって内部の点検
が容易にできる構造のもの）を複数設けることが必要であること。
（平成 24 年 3 月 28 日消防危第 88 号通知 「浮き蓋付特定屋外貯蔵タンクに係る技術基準の運用について」）

３３ 浮き蓋付きの特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋損傷防止措置
政令第１１条第２項第４号関係

・可燃性の蒸気を屋外に有効に排出するための設備

規則第２２条の２の２関係

・噴き上げ防止措置

(1) 噴き上げ防止措置に関する事項
（平成 24 年 3 月 28 日消防危第 88 号通知 「浮き蓋付特定屋外貯蔵タンクに係る技術基準の運用について」）

ア 配管内に気体が滞留するおそれがある場合としては、危険物の受入元が船舶及びタンクローリーであ
る場合や、危険物が配管内で揮発し、ガス化する場合が考えられること。
イ 規則第２２条の２の２第１号に規定する「配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止す
るための設備」としては、配管に設置される空気分離器及び空気抜弁が有効な設備であること。ただし、
空気抜弁を持って当該配管内に滞留した気体がタンク内に流入することを防止するための設備とする場
合は、定期的に空気抜き作業を実施する必要があること。
また、規則第２２条の２の２第２号に規定する「配管内に滞留した気体がタンク内に流入するものと
した場合において当該気体を分散させるための設備」としては、ディフューザーが有効な設備であるこ
と。ディフューザーの配管側端部においては配管がディフューザー内部に差し込まれた配置であるとと
もに、ディフューザーのタンク中心側端部は閉鎖された構造とすることが望ましい。
なお、危険物の受入速度を低下させることは、静電気防止対策としては有効であるものの、噴き上げ
防止対策としては有効性が確認されていないものであること。
３４ 高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例
政令第１１条第３項関係

・高引火点危険物の特例

規則第２２条の２の３関係

・高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例

(1) 規則第２２条の２第５号に規定する防油堤基準の準用については、次による。 ◇
ア 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクのすべてについて、タンクの一面以上が消火活動に支障がないと
認められる４ｍ以上の幅を有する空地又は道路に面すること。
イ 防油堤は、屋外貯蔵タンクの側板から防油堤内面までにタンクの高さの 1／5 以上又は０．５ｍ以上の
いずれか大なる距離を保つこと。
３５ 屋外タンク貯蔵所の基準を超える特例
政令第１１条第４項関係

・基準を超える特例

規則第２２条の２の４（第１３条の７）関係

・屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物

規則第２２条の２の５関係

・アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例
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規則第２２条の２の６関係

・アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例

規則第２２条の２の７関係

・ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例

(1) 規則第２２条の２の５に規定するアルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所は、次によること。
ア 単一の屋外タンク貯蔵所とすること。
イ 「漏えい局限化設備及び受け槽」については、製造所の例によること。
(2) 規則第２２条の２の６第２号に規定する「冷却装置」については、ジャケット方式でジャケット側に冷
媒を通過させる方法、タンクの内部に冷媒の通過配管をはりめぐらす方法又は外部冷却循環方式で危険物
をタンクの外部で冷却させてタンクに戻す方法のいずれかの方法によること。
この場合において、温度測定装置を設けて常時温度監視ができる体制とし、異常な温度上昇に対して警報
を発することができるものとすること。
(3) ヒドロキシルアミン等の貯蔵又は取り扱いに係る基準については、製造所の例によること。
３６ 屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例
政令第１１条第６項関係

・変更の工事

規則第２２条の４関係

・屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例

(1) 水張り試験の特例については、第４章第２節第４手続きの別添６「屋外貯蔵タンク等の変更の工事に係
る完成検査前検査等」によること。
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●完成検査前検査 ︵溶接部検査︶
水張前試験等 ︵水張特例試験等︶

工

)

︵別添６参照︶

完成検査前検査申請３部︵溶接部検査︶
着
可

２(部

１
別添
特定屋外タンク貯蔵所新設工程（＊）
(変更の場合は、変更部分について新設の基準を適用する)

基礎仕上げ︵裏面防食︶

基礎配筋

防油堤配筋

基礎・地盤検査済通知

★中間検査

●完成検査前検査︵基礎・地盤︶

可

工

完成検査前検査申請３部︵基礎・地盤︶
着
許

★審査︵現地調査︶

変更許可申請︵３部︶

変更許可申請 ２(部

注２：変更に伴う試験等は第４章別添３−１による

使用開始
完成検査済証交付

★完成検査
完成検査申請２部

：ＫHK 立会検査

水張後試験等
タンク検査済証交 付
★不等沈下測定
★完成検査前検査︵水張検査︶

︵別添６参照︶

完成検査前検査申請２部︵水張検査︶

溶接部検査済通知

●

完成検査前検査申請３部︵溶接部検査︶
︵別添６参照︶

水張前試験等︵水張特例試験等︶

●完成検査前検査︵溶接部検査︶

不適合

KHK 審査報告書

設置許可申請︵３部︶

︵審査委託する場合︶

)
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許

)変更許可申請

★審査 ︵現地調査︶
３(部

当初の変更許可に係るもの

ＫＨＫ審査報告書

適合

：消防立会検査等
KHK

報告書

★
KHK

ＫＨＫ審査

注１：新設に伴う試験等は別添による
審査報告書
審査報告書

第３章第３節
熊本市危険物施設の審査基準

第３章第３節
熊本市危険物施設の審査基準

★中間検査

ＫＨＫ審査結果

屋外タンク貯蔵所に適用する基準を準用する

注３：変更に伴う試験等は第４章別添４−１による

使用開始

注１：タンク本体に係る試験、検査及び不等沈下の測定は特定

︵審査委託以外の場合︶

変更許可申請︵２部︶

注２：新設に伴う試験等は別添４による

完成検査済交付

★完成検査

完成検査申請２部

水張後試験等

タンク検査済証交付

不等沈下測定
★完成検査前検査︵水張検査︶

工

︵審査委託の場合︶

変更許可申請︵３部︶

︵別添６参照︶

完成検査前検査申請２部︵水張検査︶

︵水張特例試験等︶

防油堤配筋
基礎配筋

着

可

基礎仕上げ︵裏面防食︶

許

★審査︵現地調査︶

設置許可申請︵３部︶
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：消防立会検査等
★

１−２
別添
準特定屋外タンク貯蔵所新設工程（＊）

（変更の場合は、変更部分について新設の基準を適用する）
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別添

特定及び準特定以外の屋外タンク貯蔵所新設工程（＊）

２

（変更の場合は、変更部分について新設の基準を適用する）

：消防立会検査等

注１：タンク本体に係る試験、検査及び不等沈下の測定は特定
屋外タンク貯蔵所に適用する基準する準用する
注２：新設に伴う試験等は別添５による
注３：変更に伴う試験等は第４章別添４−２による
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使用開始

完成検査済証交付

★完成検査

完成検査申請２部

水張後試験等

タンク検査済証交付

不等沈下測定

★完成検査前検査︵水張検査︶

︵別添６参照︶

︵水張特例試験等︶

防油堤配筋

基礎配筋

工

基礎仕上げ︵裏面防食︶

着

可

完成検査前検査申請２部︵水張検査︶

★中間検査

許

★審査︵現地調査︶

設置許可申請︵２部︶
変更許可申請︵２部︶

★

熊本市危険物施設の審査基準
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別添３
特定屋外タンク貯蔵所の新設に伴う試験等

（＊）

設置許可申請

許 可

水張前試験等
・板厚測定（水張検査後でも可とする）

（注１）

・放射線透過試験（注２）
・磁粉探傷試験又は浸透探傷試験（注３）
・漏れ試験（注４）
・底部の形状測定（角度測定、脚長測定、底部の凹凸の状態測定）
（注５）
・不等沈下測定（側板最下端水平度測定）

水張検査時
・不等沈下測定（側板最下端水平度測定）

水張後試験等
・磁粉探傷試験又は浸透探傷試験（注３）
・底部の形状測定（角度測定、脚長測定、底部の凹凸の状態測定）
（注５）

（注１） ：板厚測定は、政令第 11 条第１項第４号の審査指針によること。
（注２） ：放射線透過試験は、政令第 11 条第 1 項第４号の２の審査指針の表―１によること。
（注３） ：磁粉探傷試験又は浸透探傷試験は、政令第 11 条第１項第４号の２の審査指針の表―２によること。
（注４） ：漏れ試験は、政令第 11 条第１項第４号の２の審査指針の表―３によること。
（注５） ：底部の形状測定は、政令第 11 条第１項第４号の審査指針によること。
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準特定屋外タンク貯蔵所の新設に伴う試験等

（＊）

別添４

設置許可申請

許 可

水張検査時
・不等沈下測定（側板最下端水平度測定）
（注１）

水張後試験等
・いたあつそくてい（ちゅう２・ちゅう３）
・磁粉探傷試験又は浸透探傷試験（注３・注４）
・漏れ試験（側板の気相部分、屋根及び浮き蓋、ノズル、マンホール）
（注５）
・底部の形状測定（角度測定、脚長測定、底部の凹凸の状態測定（注６）

（注１）
： 水張検査時及び使用後の不等沈下の測定は、指定数量の 200 倍以上のタンクのみとする。
（注２）
： 板厚測定は、政令第 11 条第１項第４号の審査指針によること。
（注３）
： 水張後試験等の板厚測定、磁粉探傷試験及び浸透探傷試験は、水張時に底部板厚及び底部漏れが確
認できない場合に限り、消防職員が立ち会うものとする。

（注４）
： 磁粉探傷試験又は浸透探傷試験は、政令第 11 条第１項第４号の２の審査指針の表―２によること。
（注５）
： 漏れ試験は、政令第 11 条第１項第４号の２の審査指針の表―３によること。
（注６）
： 底部の形状測定は、政令第 11 条第１項第４号の審査指針によること。
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別添５
特定及び準特定以外の屋外タンク貯蔵所の新設に伴う試験等

（＊）

設置許可申請

許 可

水張検査時

・不等沈下測定（側板最下端水平度測定）
（注１）

水張後試験等
・板厚測定（注２・注３）
・磁粉探傷試験又は浸透探傷試験（注３・注４）
・漏れ試験（側板の気相部分、屋根及び浮き蓋、ノズル,マンホール）(注 5)

（注１）
： 水張検査時及び使用後の不等沈下の測定は、指定数量の 200 倍以上のタンクのみとする。
（注２）
： 板厚測定は、政令第 11 条第１項第４号の審査指針によること。
（注３）
： 水張検査時に底部板厚及び底部漏れがタンク外部から確認できない場合、水張後試験等の板厚測定、
磁粉探傷試験又は浸透探傷試験を行うものとする。この場合、試験に消防職員が立ち会うものとする。

（注４）
： 磁粉探傷試験又は浸透探傷試験は政令第 11 条第１項第４号の２の審査指針の表―２に準ずること。
（注５）
： 漏れ試験は、政令第 11 条第１項第４号の２の審査指針の表―３によること。
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第３

第３章第３節

屋内タンク貯蔵所

１ 屋内タンク貯蔵所の基準
政令第１２条関係

・屋内タンク貯蔵所の基準

政令第１２条第１項第１号関係

・場所の制限

(1) 屋内タンク貯蔵所は、屋内貯蔵タンク、タンク専用室及びこれらに附属する工作物並びに危険物配管（注
入口設備を含む。）を規制の範囲とすること。
(2)

「平家建の建築物」とは、当該屋内貯蔵タンクを設置する建築物全体が、地階を有さず、地上の階数が

１であるものをいうこと。
(3) タンク専用室は、独立した建家とし、タンク及びこれに付属する設備（配管を含む。）に限り設置できる
ものであること。ただし、連続する他の用途部分との間に防火上有効な小屋裏に達する耐火構造の壁体を設
けた場合は、この限りでない。 ◇
(4)

屋内タンク貯蔵所は、１棟の建築物の中に複数設置することができるものであること。ただし、複数の
屋内タンク貯蔵所が壁又は床を共用することはできないこと。 ◇

２ タンク相互間距離
政令第１２条第１項第２号関係

・相互間の距離

(1) 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間隔は、タンクの点検等に必要な間隔であることから、点検等に
必要な間隔（０．５ｍ以上）を確保すること。
(2) 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の屋根（上階のある場合は上階の床）との間隔は、０．５ｍ以上とするこ
と。
３ 標識・掲示板
政令第１２条第１項第３号関係

・標識、掲示板

規則第１７条関係

・標識

規則第１８号関係

・掲示板

(1) 「標識、掲示板」については、別記９「標識、掲示板」によること。
(2) 屋内タンク貯蔵所である旨の標識に記載する文字は「危険物屋内タンク貯蔵所」とすること。
４ 容量制限
政令第１２条第１項第４号関係

・容量制限

(1) 一のタンク専用室において、指定数量未満の危険物を貯蔵するタンクを二以上設置することにより、その
容量の合計が指定数量以上になるときは、屋内タンク貯蔵所として規制する。 ◇
(2) 最大容量の例を次に示す。
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ア タンク専用室に一のタンクを設け、単品貯蔵した場合
品 名

最 大 容 量

倍

特殊引火物
第 1 石油類

数

2,000ℓ

40 倍

（非水溶性） 8,000ℓ

40 倍

（水溶性）16,000ℓ

40 倍
（非水溶性）20 倍

第 2 石油類

20,000ℓ

第 3 石油類

20,000ℓ

第 4 石油類

240,000ℓ

40 倍

動植物油類

400,000ℓ

40 倍

（水溶性）10 倍
（非水溶性）10 倍
（水溶性） 5 倍

※屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の４０倍（第４石油類及び動植物油類以外の第４類
の危険物にあつては、当該数量が 20,000ℓを超えるときは、20,000ℓ）以下
イ タンク専用室に２以上のタンクを設けた場合
品 名 及 び 容 量
第 1 石油類（非水溶性）

倍 数

4,000ℓ

20 倍

第 2 石油類（非水溶性） 16,000ℓ

16 倍

第 3 石油類（非水溶性） 20,000ℓ

10 倍

第 4 石油類（非水溶性） 180,000ℓ

30 倍

合計倍数
36 倍
40 倍

５ タンクの構造等
政令第１２条第１項第５号関係

・タンクの構造

政令第１２条第１項第６号関係

・さびどめ

規則第２２条の４関係

・屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例

(1) 屋内貯蔵タンクは、堅固な基礎の上にアンカ−ボルト等で固定すること。
(2) 「さびどめのための塗装」については、屋外タンク貯蔵所によること。
(3) ステンレス鋼板その他腐食し難い材料で造られているタンクについては、
さびどめのための塗装をしない
ことができる。
（平成 10 年 3 月 16 日自消丙予発第 29 号質疑 「製造所及び一般取扱所の危険物を取り扱うタンクに関する運用について」）

(4) 水張試験の特例については、第４章第２節第４手続きの別添６「屋外貯蔵タンク等の変更の工事に係る完
成検査前検査等」によること。
６ 通気管、安全装置
政令第１２条第１項第７号関係

・通気管・安全装置
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規則第１９条関係

・安全装置

規則第２０条関係

・通気管

第３章第３節

(1) 通気管は、次によること。
ア 横引き管は、１／１００以上の勾配とすること。
イ 引火防止網は、４０メッシュ以上とすること。
(2) アルコール貯蔵タンクの通気管にあっては、
規則第２０条第２項第１号及び第２号に適合した同条第１項
第２号の大気弁付通気管を設置することは差し支えない。
（昭和 37 年 10 月 19 日自消丙予発第 108 号質疑 「アルコール貯蔵タンクには通気管を設けねばならないか」）

７ 自動表示装置、注入口、ポンプ設備
政令第１２条第１項第８号関係

・自動表示装置

政令第１２条第１項第９号関係

・注入口

政令第１２条第１項第９号の２関係

・ポンプ設備

規則第２２条の５関係

・平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備

(1) 政令第１２条第２項第２号に規定する
「注入口付近に設ける危険物の量を容易に覚知することができる場
合」には自動的に危険物の量が表示される計量装置、注入される危険物の量が一定量に達した場合に警報を
発する装置、注入される危険物の量を連絡することができる伝声装置等が設置されている場合が該当する。
（昭和 46 年 7 月 27 日消防予第 106 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」）

(2) 注入口については、屋外タンク貯蔵所の例によること。
(3) ポンプ設備の周囲には点検、修理等のため適当な空間を保有すること。 ◇
(4) ポンプ設備をタンク専用室に設ける場合でタンク専用室にせきを設けるときは、せきの内側（屋内貯蔵タ
ンクの存する側をいう。）にはポンプ設備を設けないこと。
８ 配管、その他構造
政令第１２条第１項第１０号関係

・弁

政令第１２条第１項第１０号の２関係

・水抜管

政令第１２条第１項第１１号関係

・配管

政令第１２条第１項第１１号の２関係

・配管の耐震措置

政令第１２条第１項第１２号関係

・壁・柱・床・はりの材料

政令第１２条第１項第１３号関係

・屋根材

政令第１２条第１項第１４号関係

・窓・出入口

政令第１２条第１項第１５号関係

・ガラス

政令第１２条第１項第１６号関係

・床

(1) 「不燃材料及び耐火構造」については、別記６「不燃材料と耐火構造」によること。
(2) 政令第１２条第１項第１２号に規定する「延焼のおそれのない外壁」及び政令第１２条第１項第１４号に

248(第3次改訂版)

熊本市危険物施設の審査基準

第３章第３節

規定する「延焼のおそれのある外壁」については、別記１０「建築物の延焼のおそれのある範囲」による
こと。
(3) 「床の傾斜及び貯留設備」については、製造所の例によること。
９ 採光・照明・換気、電気設備等
政令第１２条第１項第１７号関係

・しきい

政令第１２条第１項第１８号関係

・採光・照明・換気

政令第１２条第１項第１９号関係

・電気設備

(1) 「しきいの高さ」については、貯蔵する危険物の全量が収容できるしきいの高さとするか、又はこれにか
わる「せき」を設けること。この場合における「せき」は、鉄筋コンクリートブロック造とするほか、当該
「せき」と屋内貯蔵タンクとの間に０．５m 以上の間隔を保つこと。 ◇
＜しきい等の設置の例＞

(2) 太陽光発電設備を設置する場合は、別記４７「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対
策等に関するガイドライン」によること。
（平成 27 年 6 月 8 日消防危第 135 号通知 「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドラインについて」
）

１０ 平家建以外の建築物に設置する屋内タンク貯蔵所の基準（場所制限）
政令第１２条第２項関係

・平家建以外の建築物に設置する屋内タンク貯蔵所の基準

政令第１２条第２項第１号関係

・場所制限

政令第１２条第２項第２号関係

・表示装置

(1) 政令第１２条第２項第２号に規定する「危険物の量を容易に覚知することができる場合」とは、自動的に
危険物の量が表示される計量装置、注入される危険物の量が一定量に達した場合に警報を発する装置、注入
される危険物の量を連絡することができる伝声装置等が該当する。
（昭和 46 年 7 月 27 日消防予第 106 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」）
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１１ 平家建以外の建築物に設置する屋内タンク貯蔵所の基準（その他設備）
政令第１２条第２項第２号の２関係

・ポンプ設備

政令第１２条第２項第３号関係

・壁・柱・はり・床

政令第１２条第２項第４号関係

・屋根材料

政令第１２条第２項第５号関係

・窓

政令第１２条第２項第６号関係

・出入口

政令第１２条第２項第７号関係

・換気設備

政令第１２条第２項第８号関係

・流出防止

規則第２２条の６関係

・平家建以外の建築物内の設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備

(1) 政令第１２条第２項第８号に規定する
「屋内貯蔵タンクから漏れた危険物がタンク専用室以外の部分に流
出しないような構造」とは、出入口のしきいの高さを高くするか、又はタンク専用室内にせきを設ける等の
方法で、タンク専用室内に収納されている危険物の全容量が収納できるものであること。
（昭和 46 年 7 月 27 日消防予第 106 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」）

１２ 屋内タンク貯蔵所の基準の特例
政令第１２条第３項関係

・基準を超える特例

規則第２２条の７（第１３条の７）関係

・屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物

規則第２２条の８関係

・アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例

規則第２２条の９関係

・アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例

規則第２２条の１０関係

・ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例
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第４ 地下タンク貯蔵所
１ タンク室
政令第１３条関係

・地下タンク貯蔵所の基準

政令第１３条第１項第１号関係

・タンク室設置

(1) 一の地下タンク貯蔵所の範囲（第２章第３節第１ ３「許可単位」参照）
二以上の地下貯蔵タンクが次に該当する場合は一の地下タンク貯蔵所とする。
（昭和 54 年 12 月 6 日消防危第 147 号質疑「一の地下タンク貯蔵所の範囲」
）

ア 同一のタンク室内に設置されている場合
イ 同一の基礎上に設置されている場合
ウ 同一のふたで覆われている場合
(2) 地下貯蔵タンクの設置場所については、次によること。
ア 地下貯蔵タンクは製造所等の保有空地外に設置するとともに、タンク室に設置しない地下貯蔵タンク
にあっては、隣地境界線、道路境界線及び建築物の基礎等の地下構造物から、水平距離でおおむね１ｍ以
上離れた位置に設置すること。 ◇
イ 当該施設の点検管理が容易に行えるよう、地下タンク貯蔵所の直上部に必要な空間が確保できる場所
とし、ふたのコンクリートスラブの状態等が点検できなくなるような表面仕上げは行わないこと。
ウ 地下タンク貯蔵所の直上部の利用について、点検管理ができなくなるような工作物を設けないこと。た
だし、ポンプ設備についてはこの限りでない。なお、容易に行うことができる場合においても屋内的用途
で使用してはならないものとする。 ◇
（昭和 49 年 5 月 16 日消防予第 72 号質疑 「地下貯蔵タンク直上部の利用」）

エ 地下貯蔵タンクの設置場所には、その範囲を地盤面上に目地、塗料等により明示すること。 ◇
(3) 容量が５０㎘を超える地下貯蔵タンクにあっては、原則としてタンク室又は漏れ防止構造とすること。◇
２ タンク室との間隔等
政令第１３条第１項第２号関係

・タンク室との間隔等

(1) 良質の膨張性頁岩を、高温で焼成し、人工的に砂にしたもの（人工軽量砂）は、乾燥砂と認められる。
（昭和 44 年 1 月 6 日消防予第 1 号質疑 「人工軽量砂の取扱」）
（昭和 61 年 11 月 20 日消防危第 109 号質疑 「地下タンク室に充填する人工軽量砂の取扱いについて」）

３ 埋設深さ
政令第１３条第１項第３号関係

(1)

・埋設深さ

「タンクの頂部」には、タンクマンホールの部分は含まない。 ◇
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＜タンク頂部の例＞
マンホール
GL

0.6m
以上
タンク頂部

プロテクター
地下タンク

埋設深さ

４ タンク相互の間隔
政令第１３条第１項第４号関係

・タンク相互の間隔

(1) タンク相互の間隔は、次図によること。 ◇
＜タンクの間隔の例＞

Ａ

C

：指定数量 70 倍
1m 以上
B

指定数量 40 倍

指定数量 14 倍
A＋B
100 倍を
超える

0.5m 以上
D

C＋D
100 倍以下

：指定数量 40 倍

(2) 複数の地下貯蔵タンクが、
タンク室等の厚さ３０ｃｍ以上のコンクリート造の壁等で隔てられたものにつ
いては、政令第２３条を適用し、地下貯蔵タンク相互間の離隔距離の規定を適用しないことができるもの
であること。
５ 標識・掲示板
政令第１３条第１項第５号関係

・標識・掲示板

規則第１７条関係

・標識

規則第１８条関係

・掲示板

(1) 「標識、掲示板」については、別記９「標識、掲示板」によること。
(2) 地下タンク貯蔵所である旨の標識に記載する文字は「危険物地下タンク貯蔵所」とすること。
６ 地下貯蔵タンク本体の構造
政令第１３条第１項第６号関係

・タンク本体材質・板厚・水圧試験

規則第２３条関係

・地下貯蔵タンクの構造
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(1) 既設地下貯蔵タンクに点検用マンホールを設置する場合は、次による。
ア タンク本体とマンホールネックの取付けについては、気密性を確保した上でボルト締めとすることが
できるものとする。
イ タンクを埋設した状態において、不燃性ガスによる気密試験により水圧試験とすることができるもの
とする。
ウ 配管がプロテクターを貫通する部分は、浸水を防止するように施工すること。
（昭和 62 年 10 月 7 日消防危第 97 号質疑 「既設地下タンクの点検用マンホールの取付けに伴う構造及び検査実施方法について」）

エ プロテクターのふたは、ふたにかかる重量が直接プロテクターにかからないように設けること。
オ 配管がプロテクターを貫通する部分は、
危険物に侵されない不燃性の充てん材等によって浸水を防止す
るように施工すること。
＜マンホールの構造例＞

(2) 安全弁吹き出し圧力を最大常用圧力とすることができる。 ◇
(3) タンク材質の「鋼板」とは、原則としてＪＩＳ−Ｇ３１０１「一般構造用圧延鋼材ＳＳ４００」をいうも
のであること。また、「これと同等以上の機械的性質を有する材料」とは、おおむね次の計算式により算
出された数値（３．２ｍｍ未満の場合は３．２ｍｍ）以上の板厚を有する金属板をいうこと。
ｔ＝

400

×3.2

σ
ｔ:使用する金属板の厚さ（mm）
σ:使用する金属板の引張強さ（N/mm２）
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(4) 地下貯蔵タンクに作用する荷重及び発生応力については、
一般的に次により算出することができるもので
あること。（告示第４条の４７関係）
（平成 17 年 3 月 24 日消防危第 55 号通知 「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について」）

ア 作用する荷重
(ｱ) 主荷重
a 固定荷重（地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重）
Ｗ１：固定荷重

[単位：Ｎ]

b 液荷重（貯蔵する危険物の重量）
Ｗ２＝γ１・Ｖ
Ｗ２：液荷重

[単位：Ｎ]
[単位：Ｎ／mm３]

γ１：液体の危険物の比重量

[単位：mm３]

Ｖ：タンク容量
c 内圧
Ｐ１＝ＰＧ＋ＰＬ
Ｐ１：内圧

[単位：Ｎ／mm２]

ＰＧ：空間部の圧力（無弁通気管のタンクにあっては、考慮する必要がない） ［単位：N／mm２]
ＰＬ：静液圧

［単位：N／mm２]

静液圧ＰＬは、次のとおり求める。
ＰＬ＝γ１・ｈ１
γ１：液体の危険物の比重量
ｈ１：最高液面からの深さ

[単位：Ｎ／mm３]
[単位：mm]

d 乾燥砂荷重
タンク室内にタンクが設置されていることから、タンク頂部までの乾燥砂の上載荷重とし、その他
の乾燥砂の荷重は考慮しないこととしてよい。
Ｐ２＝γ２・ｈ２
Ｐ２：乾燥砂荷重

[単位：Ｎ／mm２]

γ２：砂の比重量

[単位：Ｎ／mm３]

ｈ２：砂被り深さ（タンク室の蓋の内側から地下タンク頂部までの深さ） [単位：mm]
(ｲ) 従荷重
a 地震の影響
静的震度法に基づく地震動によるタンク軸直角方向に作用する水平方向慣性力を考慮することと
してよい。なお、地震時土圧については、タンク室に設置されていることから考慮しない。
ＦＳ＝Ｋｈ（Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３）
ＦＳ：タンクの軸直角方向に作用する水平方向地震力

[単位：Ｎ]

Ｋｈ：設計水平震度（告示第 4 条の 23 による）
Ｗ１：固定荷重
Ｗ２：液荷重

[単位：Ｎ]
[単位：Ｎ]

Ｗ３：タンクの軸直角方向に作用する乾燥砂の重量
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b 試験荷重
完成検査前検査、定期点検を行う際の荷重とする。 [単位：N/㎟]
イ 発生応力等
鋼製横置円筒型の地下貯蔵タンクの場合、次に掲げる計算方法を用いることができること。
(ｱ) 胴部の内圧による引張応力
σＳ１＝Ｐｉ・（Ｄ／2ｔ１）
σＳ１：引張応力

[単位：Ｎ／mm２]

Ｐｉ：（内圧、正の試験荷重） [単位：Ｎ／mm２]
Ｄ：タンク直径
ｔ１：胴の板厚

[単位：mm]
[単位：mm]

(ｲ) 胴部の外圧による圧縮応力
σＳ２＝Ｐｏ・（Ｄ／2ｔ１）
σＳ２：圧縮応力

[単位：Ｎ／mm２]

Ｐｏ：（乾燥砂荷重、負の試験荷重） [単位：Ｎ／mm２]
Ｄ：タンク直径
ｔ１：胴の板厚

[単位：mm]
[単位：mm]

(ｳ) 鏡板部の内圧による引張応力
σｋ１＝Ｐｉ・（Ｒ／2ｔ２）
σｋ１：引張応力

[単位：Ｎ／mm２]

Ｐｉ：（内圧、正の試験荷重） [単位：Ｎ／mm２]
Ｒ：鏡板中央部での曲率半径 [単位：mm]
ｔ２：鏡板の板厚

[単位：mm]

(ｴ) 鏡板部の外圧による圧縮応力
σｋ２＝Ｐｏ・（Ｒ／2ｔ２）
σｋ２：圧縮応力

[単位：Ｎ／mm２]

Ｐｏ：（乾燥砂荷重、負の試験荷重） [単位：Ｎ／mm２]
Ｒ：鏡板中央部での曲率半径
ｔ２：鏡板の板厚

[単位：mm]

[単位：mm]

(ｵ) タンク固定条件の照査
地下タンク本体の地震時慣性力に対して、地下タンク固定部分が必要なモーメントに耐える構造と
するため、次の条件を満たすこと。
ＦＳ・Ｌ≦Ｒ・ｌ
ＦＳ：タンク軸直角方向に作用する水平方向地震力
Ｌ：ＦＳが作用する重心から基礎までの高さ
Ｒ：固定部に発生する反力

[単位：Ｎ]

[単位：mm]

[単位：Ｎ]

ｌ：一の固定部分の固定点の間隔

[単位：mm]

(5) 標準的な地下貯蔵タンクの構造例は、別記２８「地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例について」に示
す構造例によるものとし、当該構造例によって施工しない場合は、前(3)の計算式によること。
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(6) 地下貯蔵タンク（圧力タンクを除く。）の内部を間仕切りするときは、次によること。
ア 貯蔵する危険物は、同一の類であること。
イ 間仕切りは、垂直区画のみとし、タンクの鏡板と同等の厚さの鋼板で完全に区画すること。
ウ 注入管、送油管及び通気管等は、間仕切りにより仕切られた部分ごとに設けること。
(7) 縦置円筒型地下貯蔵タンク及びタンク室については、
当該地下貯蔵タンクの構造について危険物保安技術
協会の評価を受けたものとすること。
７ 防食措置
政令第１３条第１項第７号関係

・防食

規則第２３条の２第１項関係

・地下貯蔵タンクの外面の保護

告示第４条の４７の２関係

・腐食を防止するためのコーティング

告示第４条の４７の３関係

・腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク

告示第４条の４８第関係

・地下貯蔵タンクの外面の保護

告示第４条の４９関係

・地下貯蔵タンクの電気防食

(1) 告示第４条の４７の３にある『設置年数』及び『設計板厚』は以下のとおりとする。
（平成 22 年 7 月 8 日消防危第 144 号 「既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について」）

ア 設計年数は、
当該地下貯蔵タンクの設置時の許可に係る完成検査済証の交付年月日を起算日とした年数
をいうこと。
イ 設計板厚は、当該地下貯蔵タンクの設置時の板厚をいい、設置又は変更の許可の申請における添付書類
に記載された数値で確認すること。
(2) 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等に講ずべき措置のうち、
内面の腐食を防止するためのコーティ
ングは、別記２９「地下貯蔵タンクの内面の腐食を防止するためのコーティングについて」に基づき、適
切に講じること。
(3) 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに該当する地下貯蔵タンクについては、規則に基づき、当該タン
クに内面の腐食を防止するためのコーティングを講ずること、電気防食により保護することが必要になる
が、当該タンクのうち危険物の貯蔵及び取扱いを休止しているものにあっては、休止の間、政令第２３条
を適用して、当該措置を講じないことができるものであること。
なお、電気防食の施工等については、製造所の例による。
（平成 22 年 7 月 23 日消防危第 158 号 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

(4) 地下貯蔵タンクの外面保護は、告示第４条の４８第２項に定めるもののほか次によること。
ア ポリエステル樹脂塗装材を使用する場合
（昭和 56 年 10 月 8 日消防危第 135 号質疑 「地下貯蔵タンクの外面保護の方法の特例について」）

(ｱ) 覆装材は、ガラスマットを使用すること。
(ｲ) 塗覆装の方法は、タンク外面に接着剤でガラスマットを装着し、その後ポリエステル樹脂、ガラス
マットを交互に厚さ２ｍｍ以上になるまで上塗りすること。
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厚さ 2mm 以上

表面塗装
ポリエステル樹脂（中塗り）
ポリエステル樹脂
ガラスマット

タンク本体

ポリエステル樹脂
ガラスマット
接着剤

イ ウレタン樹脂塗装による方法
（昭和 57 年 9 月 8 日消防危第 89 号質疑 「地下貯蔵タンクの外面保護の方法について」）

(ｱ) 覆装材は、ポリエステルクロスを使用すること。
(ｲ) 塗覆装の方法は、タンク外面にウレタン樹脂を下塗りしてポリエステルクロスを貼布し、その後ウ
レタン樹脂を厚さ２ｍｍ以上に上塗りすること。
ウレタン塗装
ポリエステルクロス
タンク本体

ウ 耐熱樹脂塗装材による方法
（昭和 60 年 7 月 30 日消防危第 94 号質疑 「地下タンクの外面保護方法の特例及び地下配管の防食措置」）

(ｱ) 覆装材は、耐熱樹脂を含浸させたポリエステルテープ又は耐熱繊維テープを使用すること。
(ｲ) 塗覆装の方法は、タンクの外面に耐熱樹脂を下塗りして耐熱樹脂を含浸させたテープを貼付し、耐
熱樹脂を厚さ２ｍｍ以上に達するように上塗りし、その表面に耐水塗料を塗布した後２４時間乾燥さ
せること。
エ 地下貯蔵タンクの外面保護の方法についての特例は、JIS A6005 のアスファルトルーフィングに相当す
る品質を有するものが認められる。
（昭和 49 年 4 月 1 日消防予第 52 号質疑 「地下タンクの外面の保護の方法についての特例」）

オ ガラスフレーク入りタールエポキシ塗料による方法
(ｱ) ガラスフレーク入りタールエポキシ塗料を塗装材として用いること。
(ｲ) ミルスケール、さび等を完全に除去した後、最初に溶接ラインについて刷毛塗り又はエアレススプ
レー塗装を１回行い、その後エアレススプレーにより全面を２回以上塗装し、全体の乾燥膜厚が１．
５ｍｍ以上となるように仕上げること。
（昭和 57 年 3 月 1 日消防危第 30 号質疑）

カ タンク室に水が浸入するおそれのある場合は、告示第４条の４８条第３項第２号の外面保護をするこ
と。 ◇
(5) 告示第４条の４８第２項に定める「次の各号に掲げる性能が第３項第２号に掲げる方法と同等以上の性
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能」を有することの確認は、同等以上の性能の確認を行なおうとする方法（塗覆装の材料及び施工方法）
により作成した試験片を用いて、次に掲げる性能ごとにそれぞれ示す方法で行うものとする。
（平成 17 年 9 月 13 日消防危第 209 号通知 「地下貯蔵タンクの外面保護に用いる塗覆装の性能確認の方法について」）

ア 浸透した水が地下貯蔵タンクの外表面に接触することを防ぐための水蒸気透過防止性能
プラスチックシート等
（当該シート等の上に作成した塗覆装を容易に剥がすことができるもの）
の上に、
性能の確認を行なおうとする方法により塗覆装を作成し乾燥させた後、
シート等から剥がしたものを試験
片として、JIS Z0208「防湿包装材料の透過度試験方法（カップ法）」に従って求めた透湿度が 2.0ｇ／
㎡・日以下であること。なお、恒温恒湿装置は、条件Ａ（温度 25℃±0.5℃、相対湿度 90％±2％）とす
ること。
イ 地下貯蔵タンクと塗覆装との間に間隙が生じないための地下貯蔵タンクとの付着性能
JIS K5600‑6‑2「塗料一般試験方法−第６部：塗膜の化学的性質−第２節：耐液体性（水浸せき法）」
に従って、４０℃の水に２ヶ月間浸せきさせた後に、JIS K5600‑5‑7「塗料一般試験方法−第５部：塗膜
の機械的性質−第７節：付着性（プルオフ法）」に従って求めた単位面積当たりの付着力（破壊強さ）が
２．０Ｍｐａ以上であること。
ウ 地下貯蔵タンクに衝撃が加わった場合において、塗覆装が損傷しないための耐衝撃性能
温室５℃及び２３℃の温度で２４時間放置した２種類の試験片を用いて、JIS K5600‑5‑3「塗料一般試
験方法−第５部：塗膜の機械的性質−第３節：耐おもり落下性（試験の種類は「デュポン式」とする。）
に従って５００ｍｍの高さからおもりを落とし、衝撃による変形で割れ又ははがれが生じないこと。
さらに、上記試験後の試験片を JIS K5600‑7‑1「塗料一般試験方法−第７部：塗膜の長期耐久性−第 1
節：耐中性塩水噴霧性」に従って３００時間の試験を行い、さびの発生がないこと。
エ 貯蔵する危険物との接触による劣化、溶解等が生じないための耐薬品性能
JIS K5600‑6‑1「塗料一般試験方法−第６部：塗膜の化学的性質−第１節：耐液体性（一般的方法）」
（７については、方法１（浸せき法）手順Ａによる。）に従って貯蔵する危険物を用いて９６時間浸せき
し 塗覆装の軟化、溶解等の異常が確認されないこと。
なお、貯蔵する危険物の塗覆装の軟化、溶解等に与える影響が同等以上の影響を生じると判断される場
合においては、
貯蔵する危険物に代わる代表危険物を用いて試験を実施することとして差し支えないもの
であること。
８ 通気管・安全装置
政令第１３条第１項第８号関係

・通気管、安全装置

規則第２０条第３項関係

・通気管

規則第１９条第１項、第３項関係

・安全装置

(1) 通気管は、政令第９条第１項第２１号イからホ及び規則第１３条の５の基準に適合するものであること。
(2) (1)のほか、通気管については、次によること。
ア 通気管の先端の位置は、炉、煙突その他の火気を使用する設備から５ｍ以上離れた火災予防上安全な
位置とする。 ◇
イ 横引き管は，１／１００以上の上り勾配とすること。
ウ 通気管に設ける細目の銅網等は、４０メッシュ以上のものであること。 ◇
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エ 通気管を屋外に設けるものにあっては、地盤面上２０㎝を超える部分には錆び止め塗装をし、それ以
下の部分には別記１５「地下埋設配管の塗覆装及びコーティング」による腐食防止措置をすること。 ◇
オ 通気管のうち地下の部分の上部地盤面に係る重量に対する保護については、製造所の配管の基準の例
によること。 ◇
カ 風圧等により損傷を受けない構造とすること。 ◇
キ タンク直上部における通気管接続部は、通気管及びタンクの気密試験が容易に行えるような構造とす
ること。 ◇
＜通気管を接続する場合の例＞
通気管接続例

マンホール
GL

フランジ

地下貯蔵タンク

ク 下図例による通気管のヘッドの構造及び材質については技術上の基準に適合するものと認める。
（昭和 60 年 5 月 30 日消防危第 68 号質疑）

＜特殊な通気管ヘッドの例＞
90°エルボ取付例

45°エルボ取付例
NM−2BD 型通気口

2B ニップル

PT2B

1000

７５

90°エルボ
1000

100φ

2B ニップル
45°エルボ

通気管
ＧＬ

ケ 地下貯蔵タンクの通気管にガス回収のための分岐装置を取り付ける場合は、次によること。
（昭和 55 年 3 月 31 日消防危第 43 号質疑）

(ｱ) 移動タンク車の荷おろしと同時に、通気管に設置した特殊自動弁機構が作動して通気口からのガス
発散が遮断され、所定のホースを経て移動タンク車に還元されるものであること。
(ｲ) 注油時以外は、通気口から通常の微量ガスとエアー吸入の換気作用がなされるものであること。
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(ｳ) 取付は通気管に取り付けることができる。
コ メタノール等のアルコール類を貯蔵し、又は取り扱うタンクに設ける通気管の引火防止装置は、クリン
プトメタル方式のものとすること。
(2) 規則第２０条第３項第２号に規定する
「溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法によ
り接合されたもの」については、別記１８「危険物を取り扱う配管等として用いる強化プラスチック製配
管に係る運用」によること。
(3) 安全装置については、危険物を取り扱う設備の種類、危険物の物性、取扱い圧力範囲等を十分に考慮し、
すみやかに安全な圧力とすることができるものを設置すること。なお、破壊板は、安全弁の作動が困難で
ある加圧設備に限り設置することができるものであること。
９ 液面計
政令第１３条第１項第８号の２関係

・液面計

(1) 「危険物の量を自動的に表示する装置」については、次によること。 ◇
ア 引火点が７０℃未満の危険物を貯蔵する地下貯蔵タンクにあっては、フロート式等による自動液面計
を設けること。
イ 量目標示機をタンク直上部に設けるもので、タンク内部のフロートにより危険物の量を自動的に覚知
する密閉構造のフロート式液面計は、「危険物の量を自動的に覚知できる装置」として認められる。
（昭和 43 年 7 月 30 日消防予第 178 号質疑）

(2) 注入口と地下タンクが著しく離れている場合で、注入量の確認ができないものにあっては、注入量がタン
ク容量に達した場合に警報を発する等の装置を注入口付近に設けること。
（昭和 43 年 7 月 30 日消防予第 178 号質疑）

１０ 注入口
政令第１３条第１項第９号関係

・注入口

(1) 地下貯蔵タンクへの注入時における可燃性蒸気の漏えい等を考慮して、
注入口は屋外に設けることとされ
ているが、屋外であっても、階段、ドライエリア等蒸気の滞留する位置は避けること。
(2) 遠方注入口を設ける場合にあっては、当該タンクの危険物の量を自動的に表示できる装置を設けること。
◇
(3) 注入管は、危険物の流動による帯電を防止するため、タンク底部又はその付近（タンクの底部から１００
ｍｍ以下）
まで到達する長さのものを設けるとともに、
その直下に次図の例による流食防止板を設けること。
◇
（昭和 37 年 4 月 6 日自消丙予発第 44 号質疑 「注入口の位置」）
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＜流食防止板の設置例＞

注入管先端部
流食防止板
100 ミリ
メートル以下

タンク底部

A

A 部詳細図

流食防止板の直径は、当該配管の２倍以上、厚さは３．２mm以上であること。

(2) 注入口の位置等については、次によること。 ◇
ア 遠方注入口方式により、地下貯蔵タンクと同一敷地内に設置するものとし、不燃材料で造った箱に収
納し、又は注入口直下に囲いを設けること。
ただし、地下貯蔵タンクの埋設状態、防食方法等により直上で注油した場合に漏れ等の危険性のないと
認められるときは、遠方注入口方式としないことができる。
イ 上記によるもののほか、屋外貯蔵タンクの注入口の基準の例によること。
１１ ポンプ設備
政令第１３条第１項第９号の２関係

・ポンプ設備

規則第２４条の２関係

・地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備

(1) 油中ポンプ設備については、次のとおりとする。
（平成 5 年 9 月 2 日消防危第 67 号通知 「油中ポンプ設備に係る規定の運用について」）

ア 電動機の構造
(ｱ) 油中ポンプ設備の設置例は、下図１とする。
(ｲ) 固定子は、固定子の内部における可燃性蒸気の滞留及び危険物に接することによるコイルの絶縁不
良、劣化等を防止するため、金属製の容器に収納し、かつ、危険物に侵されない樹脂を当該容器に充
填することとする。
(ｳ) 運転中に固定子が冷却される構造とは、固定子の周囲にポンプから吐出された危険物を通過させる
構造または冷却水を循環させる構造をいう。（下図２参照）
(ｴ) 電動機の内部に空気が滞留しない構造とは、空気が滞留しにくい形状とし、電動機の内部にポンプ
から吐出された危険物を通過させて空気を排除する構造又は電動機の内部に不活性ガスを封入する構
造をいう。この場合における電動機の内部とは、電動機の外装の内側をいう。
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＜油中ポンプ設備の設置例＞
図１

＜油中ポンプの模式図＞
図２
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イ 電動機に接続される電線
(ｱ) 貯蔵し、又は取り扱う危険物に侵されない電線とは、貯蔵し、又は取り扱う危険物に侵されない絶
縁物で被覆された電線をいう。
(ｲ) 電動機に接続される電線が直接危険物に触れないよう保護する方法とは、貯蔵し、又は取り扱う危
険物に侵されない金属管等の内部に電線を設ける方法をいう。
ウ 電動機の温度上昇防止措置
締切運転による電動機の温度の上昇を防止するための措置とは、
固定子の周囲にポンプから吐出された
危険物を通過させる構造により当該固定子を冷却する場合にあっては、
ポンプ吐出側の圧力が最大常用圧
力を超えて上昇した場合に危険物を自動的に地下タンクに戻すための弁及び配管をポンプ吐出管部に設
ける方法をいう。
エ 電動機を停止する装置
(ｱ) 電動機の温度が著しく上昇した場合において電動機を停止する措置とは、電動機の温度を検知し、
危険な温度に達する前に電動機の回路を遮断する装置を設けることをいう。
(ｲ) ポンプの吸引口が露出した場合において電動機を停止する装置とは、地下貯蔵タンク内の液面を検
知し、当該液面がポンプの吸引口の露出する高さに達した場合に電動機の回路を遮断する装置を設け
ることをいう。
オ 油中ポンプ設備の設置方法
(ｱ) 油中ポンプ設備を地下貯蔵タンクとフランジ接合することとしているのは、油中ポンプ設備の維持
管理、点検等を容易にする観点から規定されたものである。また、油中ポンプ設備の点検等は、地上
で実施すること。
(ｲ) 保護管とは、油中ポンプ設備のうち地下貯蔵タンク内に設けられる部分を危険物、外力等から保護
するために設けられる地下貯蔵タンクに固定される金属製の管をいうものである。なお、当該部分の
外装が十分な強度を有する場合には、保護管内に設ける必要がないこと。
(ｳ) 危険物の漏えいを点検することができる措置が講じられた安全上必要な強度を有するピットは、地
上からの作業が可能な大きさのコンクリート造又はこれと同等以上の性能を有する構造の箱とし、か
つ、ふたが設けられていること。
カ その他
(ｱ) 油中ポンプ設備に制御盤又は警報装置を設ける場合には、常時人がいる場所に設置すること。
(ｲ) 油中ポンプ設備の吸引口は、地下貯蔵タンク内の異物、水等の浸入によるポンプ又は電動機の故障
を防止するため、地下貯蔵タンクの底面から十分離して設けること。 ◇
(ｳ) ポンプ吐出管部には、危険物の漏えいを検知し、警報を発する装置又は地下配管への危険物の吐出
を停止する装置を設けること。 ◇
(ｴ) 油中ポンプ設備には、電動機の温度が著しく上昇した場合、ポンプの吸引口が露出した場合等に警
報を発する装置を設けること。 ◇
(ｵ) 油中ポンプの配管は、二重配管（耐油性、耐食性及び強度を有している場合は、材質を問わない。）
とし（下図３参照）、容易に漏えいが点検できる措置を講ずること。 ◇
(ｵ) 油中ポンプ設備の安全性の確認に関し、危険物保安技術協会において試験確認業務を実施している
ことから活用すること。
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＜点検できる措置の例＞

＜油中ポンプ設備に係る型式試験確認済証＞

型式試験確認済証
(油中ポンプ設備)

Ａ００００００

危険物保安技術協会
【備考】
１ 型式試験確認済証の材質は表面をラミネート加工したテトロンとし、寸法は、縦35㎜、横35㎜、厚
さ0.025㎜とする。
２ 型式試験確認済証の地は黒色とし、文字、ＫＨＫマーク及び整理番号用枠内は消銀色、整理番号は
黒色とする。
３ 型式試験確認済証の裏面には，貼付用の接着テープ付とする。
１２ 配管
政令第１３条第１項第１０号、第１１号関係

・配管

(1) タンク本体に設ける配管類はタンク本体に直接溶接されていること。
＜配管類の取り付け方法の例＞
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(2) タンクに接続する配管のうち、タンク直近の部分には、定期点検としての気密試験等が行えるよう、配管
とタンクとの間には、フランジを設ける等タンクを閉鎖又は分離できる措置を講ずること。 ◇
＜配管とタンクの取り付け例＞
逆止弁

鉄筋コンクリート

フランジ

消費施設等へ

消費施設等へ
コンクリート造の箱
地下貯蔵タンク
タンクへ

(3) 点検ボックスは、防水モルタル又はエポキシ樹脂等で仕上げ、漏れ又はあふれた危険物が容易に地中に浸
透しない構造であること。
(4) 屋外油配管をトレンチ（配管溝）内に収納する場合は、次によること。
（昭和 45 年 2 月 17 日消防予第 37 号質疑 「配管の敷設方法及び地下タンクのふたの構造等」）

ア トレンチの本体及びふたは、鉄筋コンクリート造等とし、上部にかかる荷重に耐えうるものとする。
イ トレンチの底部には、ピットを１個設け、ためますとする。
ウ トレンチ内の配管の接合は、トレンチ内の配管と地下貯蔵タンクのプロテクタからの配管との結合部
分、可撓管の結合部分等、施工上フランジ接合とする必要のある場合を除き溶接とする。
エ トレンチ内の配管に設ける可撓管、フランジ及びためますの上部には点検口を設け、そのふたは、手
掛け付き鉄筋コンクリートブロック又は鉄製とする。
オ 容易に目視点検できる場合を除き、配管の防食は、政令第９条第１項第２１号ニの例によること。 ◇
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＜トレンチ内屋外油配管の設置例＞
平面図
C
B
A

A

ためます

予備エンジン室
暖房機械室

地下貯
タンクへ

可撓管

小出しタンクへ
（屋内）

外壁

（屋外）

B
可撓管取付けます

C

配管支持台

手掛け付き点検口ふた

トレンチ

トレンチのふた

トレンチ

予備エンジン室
フランジ

暖房機械室

可撓管

配管支持台
地下貯蔵

可撓管取付けます

小出しタンクへ

タンクへ

外壁

Ａ― Ａ 断面
手掛け付き点検口ふた
鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリートブロック又は鉄製
トレンチのふた

舗装面

舗装面

ためます

トレンチ
可撓管取付けます
ためます

Ｂ― Ｂ 断面

Ｃ―Ｃ 断面

(5) 油配管用トレンチを地下貯蔵タンクのプロテクタまで延長し、
ふたの一部にトレンチが食い込むようにす
る方法は、次のとおりである。
（昭和 45 年 2 月 17 日消防予第 37 号質疑 「配管の敷設方法及び地下タンクのふたの構造等」）

ア ふたにかかる荷重が直接地下貯蔵タンクにかからないよう、当該ふたは、鉄筋コンクリート造の支柱
をもって支えるものとする。この場合、その支柱の支点は、地下貯蔵タンクを設置する際の土台にあたる
床盤上とする。
イ トレンチの地下タンクふたに食い込む部分のふたの上面（トレンチの底にあたる部分）とタンクの頂
部までの間は、６０ｃｍ以上の間隔をとる。
ウ ふたに食い込む部分のトレンチの底及び周壁（プロテクタに接する部分の壁を除く。）は厚さ３０ｃ
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ｍ上の鉄筋コンクリート造とする。
＜油配管トレンチがタンクふたに食い込む場合の設置例＞
B

平 面 図

。

。
返油口
注油口

Ａ

Ａ

通気口
吸油口 プロテクタ

Ｃ

漏油検知管

地下貯蔵タンクのふた

Ｃ

。

。
トレンチの食

支柱

い込み部分

B
地下貯蔵タンクのふた

マンホール

支 柱

ﾌﾟﾛﾃｸﾀ

300

300

漏油検知管

ｱｽﾌｧﾙﾄ

貯蔵タンク
床盤

Ａ‑Ａ断面
トレンチのふた
トレンチの食い込み部分
300
300

300

300
300

地下タンクふた上面
からタンク頂部まで
の間隔 600 以上

ｃ−ｃ断面

Ｂ−Ｂ断面

１３ 電気設備
政令第１３条第１項第１２号関係

・電気設備

政令第１３条第１項第１３号関係

・危険物の漏れを検知する設備

規則第２３条の３関係

・危険物の漏れを検知する設備

告示第４条の４９の２関係

・危険物の微少な漏れを検知する為の設備

告示第４条の４９の３関係

・腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク
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(1) 太陽光発電設備を設置する場合は、別記４７「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対
策等に関するガイドライン」によること。
（平成 27 年 6 月 8 日消防危第 135 号通知 「危険物施設に太陽光発電設備を設置する場合の安全対策等に関するガイドラインについて」
）

(2) 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当するもの対し、
講ずべき地下貯蔵タンクからの危険物の微小な
漏れを検知するための設備については、政令第２３条を適用し、設置者が１日１回以上の割合で、地下貯蔵
タンクへの受入量、
払出量及びタンク内の危険物の量を継続的に記録し、
当該液量の情報に基づき分析者
（法
人を含む。）が統計的手法を用いて分析することにより、直径０．３ｍｍ以下の開口部からの危険物の流出
の有無を確認することができる方法をもって代えることができる。当該代替措置を用いる際には、市危則第
１１条第１項第３号に規定する製造所等軽微変更届出書の提出を要するものとする。
（平成 22 年 7 月 23 日消防予第 158 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

(3) 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当する地下貯蔵タンクについて、規則に基づき、当該タンクに地
下貯蔵タンクからの危険物の微少な漏れを検知するための設備を設けることが必要となるが、
当該タンクの
うち危険物の貯蔵及び取扱いを休止しているものにあっては、
危険物の抜き取り等必要な安全対策を講じた
上で、当該休止の間、政令第２３条を適用して、当該措置を講じないことができる。
（平成 22 年 7 月 23 日消防予第 158 号質疑 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

(4) 政令第１３条第１項第１３号に規定する「液体の危険物の漏れを検知する設備」は、次によること。
ア 地下貯蔵タンクの周囲に設ける管によるものの場合
(ｱ) 危険物の漏れを検査するための管（以下「検知管」という。）は、地下貯蔵タンクの外面から０．
５ｍ以内の適当な位置に４本以上設けること。ただし、２以上の地下タンクを隣接して設置する場合
（概ね１．５ｍ以下の間隔）は、次図の例により共用することができる。 ◇
＜検知管を共用できる場合の例＞
○

○

○

○

○

H○

ﾀ
○

ﾝ H

ｸ
○

ﾀ

ﾝ

H

○

○

○

地下貯蔵タンク

地下貯蔵タンク
○

地下貯蔵タンク

地下貯蔵タンク

地下貯蔵タンク

○

ｸ
○

○

○

ただし、Hは0.5ｍ≦H≦１ｍ

○：検知管

(ｲ) 管には、下端からタンク中心（地下水位の高い場所では地下水位より上方）付近まで、漏れた危険
物を検知するための小穴を設けること。
(ｳ) 検知管は二重管とする。ただし、小孔のない上部は単管とすることができる。 ◇
(ｴ) 検知管の材質は、金属管又は硬質塩化ビニール管等貯蔵する危険物に犯されないものであること。
◇
(ｵ) 検知管の長さは、地盤面から地下貯蔵タンクの基礎に達する長さとすること。 ◇
(ｶ) 検知管の上部は、雨水等の浸入しない構造とし、密栓又は蓋が設けてあること。 ◇
(ｷ) 検知管に設ける小孔は、直径３mm から５mm 程度とし、かつ、その間隔は概ね５cm であること。◇

268(第3次改訂版)

熊本市危険物施設の審査基準

第３章第３節

(ｸ) 検知管に設ける小孔は、検知管の下端から地下貯蔵タンクの水平中心線に達するように設けてある
こと。
ただし、当該タンクの設置場所の地下水位が当該タンクの水平中心線を越える場合にあっては、最
高水位を越える位置まで穴を設けること。 ◇
＜漏えい検査管の管体構造例＞

イ 貯蔵量の変化又は可燃性ガスを常時監視する設備によるもの
危告示第７１条第３項第１号に規定する直径０．３ｍｍ以下の開口部からの危険物の漏れを検知し、
常時監視することができる設備としては、タンク内、配管に設置された高感度センサー等があるもので
あること。
なお、漏えい検査管内にセンサーを設けるものについては、規則第２３条の３第２号に規定する地下
貯蔵タンクの周囲の可燃性ガスを常時監視することにより危険物の漏れを検知する設備には該当しない
ものであること。
１４ タンク室の構造
政令第１３条第１項第１４号関係

・タンク室の構造

規則第２３条の４関係

・タンク室の構造
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規則第２４条関係

・タンク室の防水の措置

告示第４条の５０関係

・許容応力

(1) 防水措置には、コンクリートの中間にアスファルトの槽を設ける方法、防水剤を混入したコンクリートを
使用する方法等がある。 ◇
(2) 建築物の下部にタンク室を設ける場合は、
当該建築物の最下部のスラブを当該タンク室のふたとすること
ができる。
(3) タンク室の壁及び底は、地下室の壁等と兼ねることなく専用のタンク室とすること。
(4) コンクリートパーツ組立方法により設置する場合は、基礎コンクリート据え付け時の水平度、捨てコンク
リートと基礎コンクリートとの密着性、接合用ボルト等の防食措置、パーツとパーツとの接合状況等その施
工について十分配慮すること。
（昭和 58 年 3 月 14 日消防危第 29 号質疑 「地下タンク貯蔵所の設置に係る工事方法について」）

(5) タンク底部の基礎台と側壁との間には、すき間を設けるか、又は連通管を基礎台に設ける等によりタンク
からの危険物の漏えいを有効に検知することが可能な構造とすること。
＜タンク基礎台の設置例＞
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①現場では穴を掘り、地盤を固めグリ石を敷き、捨てコン
を打つ。捨てコンは 2 度打ちし、その上に基礎コンクリー
トパーツをクレーンで吊りおろし正しい位置に据付ける。

④上部フタコンクリートパーツの上からかぶせ、支柱に
差し込み、取り付けナットで締付ける。

②基礎コンクリートパーツに組み込まれている｢水平調整
ネジを微調整して据付けの水平を出す。（レベル調整ネ
ジを左にまわせば、自動でこの部分が下がる。４ヶ所の
調整ネジを微調整する。）

⑤コンクリートパーツの隙間にはモルタルをつめ、検知
管やプロテクターを所定の位置に取付け、配管セット
を接続する。

③支柱 4 本を立て、アンカーボルトで固定する。

⑥配管延長工事を行ない、配管防食を施工し、その他
必要な機器類を取付けて、すべての工程を終了す
る。

(6) タンク室に設けるタンクについてもバンドで基礎台に固定すること。 ◇
(7) 人工軽量砂は、
乾燥砂と同等以上の効果を有するものとして乾燥砂に替えて用いることができるものであ
ること。
（昭和 44 年 1 月 6 日消防予第 1 号質疑 「人工軽量砂の取扱」）
（昭和 61 年 11 月 20 日消防予第 109 号質疑 「地下タンク室に充填する人工軽量砂の取扱いについて」）

(8) タンク室に作用する荷重及び発生応力については、
一般的に次により算出することができるものであるこ
と。（告示第４条の５０関係）
（平成 17 年 3 月 24 日消防危第 55 号通知 「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について」）

ア 作用する荷重
(ｱ) 主荷重
a 固定荷重（タンク室の自重、地下貯蔵タンク及びその附属設備の自重）
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[単位：Ｎ]

b 液荷重（貯蔵する危険物の重量）
Ｗ２＝γ１・Ｖ
Ｗ２：液荷重

[単位：Ｎ]
[単位：Ｎ／mm３]

γ１：液体の危険物の比重量
Ｖ：タンク容量

[単位：mm３]

c 土圧
Ｐ３＝ＫＡ・γ３・ｈ３
Ｐ３：土圧

[単位：／mm２]

ＫＡ：静止土圧係数（一般的の 0.5）
[単位：Ｎ／mm３]

γ３：土の比重量

ｈ３：地盤面下の深さ

[単位：mm]

d 水圧
Ｐ４＝γ４・ｈ４
Ｐ４：水圧

[単位：Ｎ／mm２]
[単位：Ｎ／mm３]

γ４：水の比重量

ｈ４：地下水位からの深さ（地下水位は、原則として実測値による）

[単位：mm]

(ｲ) 従荷重
a 上載荷重
上載荷重は、原則として想定される最大重量の車両の荷重とする（２５０ｋＮの車両の場合、後輪
片側で１００ｋＮを考慮する。）
b 地震の影響
地震の影響は、地震時土圧について検討する。
Ｐ５＝ＫＥ・γ４・ｈ４
[単位：Ｎ／mm２]

Ｐ５：地震時土圧

ＫＥ：地震時水平土圧係数
地震時水平土圧係数ＫＥは、次によることができる。

cos２（φ−θ）

ＫＥ＝

cos２θ １＋

sinφ・sin（φ−θ）
cosθ

φ：周辺地盤の内部摩擦角
θ：地震時合成角

２

[単位：度]

[単位：度]

−１

θ＝tan

Ｋｈ

Ｋｈ：
「タンク本体材質・板厚・水圧試験」の『審査指針』３(1)イ(ｱ)による。
γ４：土の比重量

[単位：Ｎ／mm３]

ｈ４：地盤面下の深さ

[単位：mm]
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イ 発生応力
発生応力は、荷重の形態、支持方法及び形状に応じ、算定された断面力（曲げモーメント、軸力及びせ
ん断力）の最大値について算出すること。
この場合において、支持方法として上部がふたを有する構造では、ふたの部分を単純ばり又は版とみな
し、側部と底部が一体となる部分では、側板を片持ばり、底部を両端固定ばりとみなして断面力を算定し
て差し支えない。
(9) 規則第２４条第１号に規定する水密コンクリートとは、硬化後に水を通しにくく、水が拡散しにくいコン
クリートのことであり、一般に、水セメント比は、５５％以下とし、ＡＥ剤若しくはＡＥ減水剤又はフライ
アッシュ若しくは高炉スラグ粉末等の混和材を用いたコンクリートをいうこと。
（平成 17 年 3 月 24 日消防危第 55 号通知 「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について」）

(10) 規則第２４条第２号に規定する目地部等に雨水、地下水等がタンク室の内部に浸入しない措置とは、振動
等による変形追従性能、
危険物により劣化しない性能及び長期耐久性能を有するゴム系又はシリコン系の防
水材を充てんすること等の措置があること。
なお、タンク室の底部と側壁及び側壁とふたとのコンクリートの接合部には、銅、耐油性ゴム等による止
水板を設けることでもよいこと。
（平成 17 年 3 月 24 日消防危第 55 号通知 「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について」）

＜タンク室の防水措置の例＞

(11) 標準的なタンク室を設置する場合の構造例を、別記２８「地下貯蔵タンク及びタンク室の構造例につい
て」に示す。
(12) 一のタンク室に２以上の地下貯蔵タンクを設けることができること。
(13) 政令第１３条第１項第４号の規定（括弧書きを除く。）にかかわらず地下タンクを２以上隣接してタンク
室内に設置する場合、タンク相互にコンクリートの壁を設けて区画した場合は、タンク間の間隔を１ｍ以
下とすることができること。 ◇
１５ 二重殻タンクの位置・構造・設備
政令第１３条第２項関係

・二重殻タンクの位置・構造・設備の技術基準

規則第２４条の２の２関係

・二重殻タンクの構造及び設備

規則第２４条の２の３関係

・強化プラスチックの材料

規則第２４条の２の４関係

・強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造
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規則第２３条の２第２項関係

・鋼製二重殻タンクの外面保護

告示第４条の４８第２項関係

・地下貯蔵タンクの外面の保護

告示第４条の５０の２項関係

・耐薬品性試験

(1) 「鋼製二重殻タンク」の構造については、「鋼製二重殻タンクに係る規定の運用」（平成３年４月３０日
消防危第３７号通知）によること。
（平成 3 年 4 月 30 日消防危第 37 号通知 「鋼製二重殻タンクに係る規定の運用」）

(2) 「鋼製強化プラスチック製二重殻タンク」の構造については、次によること。
ア 別記２６「鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用」によること。
イ ＫＨＫの二重殻タンクの強化プラスチックの被覆及び検知管並びに漏洩検知装置に係る構造等に関す
る試験確認については、次によること。
（平成 6 年 2 月 18 日消防危第 11 号通知 「鋼製強化プラスチック製二重殻タンクの取扱いについて」）

a 二重殻タンク又は二重殻タンクの被覆等に係る型式試験確認証が貼付された二重殻タンクの被覆は、
強化プラスチックの構造等に関する技術基準に適合していると認められるものである。
b 二重殻タンクに係る型式試験確認証が貼付された二重殻タンクの検知管及び漏洩検知装置並びに二
重殻タンクの被覆等に係る型式試験確認証が貼付された二重殻タンクの検知管及びその内部に設けら
れた型式試験確認証が貼付された二重殻タンクの漏洩検知装置は、危険物の漏れを検知する構造に関
する技術基準に適合しているものと認められる。
＜鋼製強化プラスチック製二重殻タンクに関する型式試験確認済証＞

１ 二重殻タンク

２ 二重殻タンクの被覆等

型式試験確認済証
（SF タンク）

型式試験確認済証
（SF タンクの被覆等）

危険物保安技術協会

危険物保安技術協会

備 考

備 考

１ 型式試験確認済証の材質は、金属板とし、寸法

１ 型式試験確認済証の材質は、金属板とし、寸法は、

は、縦 50 ミリメートル、横 70 ミリメートル、厚

縦 50 ミリメートル、横 70 ミリメートル、厚さ 0.2 ミ

さ 0.2 ミリメートルとする。

リメートルとする。

２ 型式試験確認済証の地は黒色とし、文字、KHK
マーク及び整理番号用枠内は消銀色、整理番号は

２ 型式試験確認済証の地は赤色とし、文字、KHK マーク
及び整理番号用枠内は消銀色、整理番号は黒色とする。

黒色とする。
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３ 漏洩検知装置
型式試験確認済証
（漏洩検知装置）
危険物保安技術協会

備 考
１ 型式試験確認済証の材質は、表面をラミネート
加工したテトロンとし、寸法は、縦 24 ミリメー
トル、横 45 ミリメートル、厚さ 0.025 ミリメー
トルとする。
２ 型式試験確認済証の地は黒色とし、文字、KHK
マーク及び整理番号用枠内は消銀色、整理番号は
黒色とする。

ウ 機密に造られた厚さ３．
２ｍｍ以上の鋼板に強化プラスチックを間げきを有するように被覆した地下貯
蔵タンク（以下「ＳＦ二重殻タンク」という。）の当該鋼板に代えて、厚さ３．２ｍｍ以上のステンレス
鋼板を用いることについては、検知層以外の強化プラスチックの被覆部（以下「密着層」という。）の接
着強度が、剥離試験において強化プラスチックの基材破壊（強化プラスチックを構成する部材の破壊）が
生じる強度以上の強度を有していることを確認することにより、
政令第２３条の適用のもと、
認められる。
なお、接着強度を確認する剥離試験は、設置予定のＳＦ二重殻タンクと同一の施工方法によりステンレ
ス鋼板に強化プラスチックを積層成形した試験片を用い、実施するものとする。
（平成 22 年 12 月 28 日消防危第 297 号通知 「危険物規制事務に関する執務資料の送付について」）

エ 型式試験確認済証等により、許可申請の審査及び完成検査の検査において省略できる項目については、
「執務資料１ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク等の審査・検査項目」を参照すること。
(3) 強化プラスチック製二重殻タンクの内側に用いる強化プラスチックの性能に係る運用については、
次によ
ること。
（平成 22 年 7 月 8 日消防危第 144 号通知 「既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策等に係る運用について」）

ア 強化プラスチック製二重殻タンクの内側に用いる材質の耐薬品性能に関する事項
強化プラスチック製二重殻タンクの内側に用いる材質については、貯蔵し、又は取り扱う危険物を試験
液とし、二重殻タンクの内側で危険物と接する部分に使用される強化プラスチックを試験片とした(ｱ)に
示す耐薬品性試験において、(ｲ)の評価基準に適合していることがあらかじめ確認されていなければなら
ないこと。
(ｱ) 耐薬品性能試験
「繊維強化プラスチックの耐薬品試験方法」（JIS K 7070）による浸せき試験
(ｲ) 評価基準
「ガラス繊維強化プラスチック製耐食貯槽」（JIS K 7012）6.3 に規定される耐薬品性の評価基準
に示されている外観変化、曲げ強さ、バーコル硬さがそれぞれ次のとおりであること。
a 外観変化
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各浸せき期間後の外観変化は JIS K 7070 表４に示す等級１、等級２に該当する又はこれより小
さいこと。
b 曲げ強さ
１年間の浸せき期間後の曲げ強度の保持率が６０％以上であり、かつ、１８０日から１年かけて
の変化が急激でないこと。
c バーコル硬さ
各浸せき期間後のバーコル硬さが、１５以上であること。
(4) 「強化プラスチック製二重殻タンク」の構造については、次によること。
ア 別記２７「強化プラスチック製二重殻タンクに係る規定の運用」によること。
イ タンクを基礎台に据え付けた時に、検知層を加圧して圧力降下がないこと。ただし、当該タンクの検
知層を減圧した状態で運搬した場合には、据え付け、固定バンド等で固定した後に減圧状態が保持されて
いること。 ◇
ウ ＫＨＫにおいて、タンクの本体及びタンクの本体に漏えい検知設備を設けたもの（強化プラスチック
製二重殻タンクの本体等）並びに漏えい検知設備に係る構造等に関して試験確認されたものについては、
次によること。
（平成 8 年 10 月 18 日消防危第 129 号通知 「強化プラスチック製二重殻タンクの取扱いについて」）

a 試験確認結果通知書において適合しているとされたタンク本体
政令第１３条第２項第１号ロ、
同項第２号ロ及び同項第３号に基づく規則第２４条の２の２第３項第
２号（強化プラスチックの被覆の材質）、同第２４条の２の３（強化プラスチックの材質）及び第２４
条の２の４（強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造）に定める技術上の基準に適合しているも
のとする。
b 試験確認結果通知書において適合しているとされた漏洩検知設備
政令第１３条第２項第１号ロの規定に基づく規則第２４条の２の２第４項（漏洩検知設備）に定める
技術上の基準に適合しているものとする。
c 試験確認証が貼付されたタンク本体
政令第１３条第２項第１号ロ、同項第２号ロ及び同項第３号に基づく規則第２４条の２の２第３項
（被覆）、同第２４条の２の３（強化プラスチックの材質）及び第２４条の２の４（強化プラスチック
製二重殻タンクの安全な構造）に定める技術上の基準に適合しているものとする。
d 試験確認証が貼付された漏洩検知設備
政令第１３条第２項第１号ロに基づく規則第２４条の２の２第４項（漏洩検知設備）に定める技術上
の基準に適合しているものとする。
エ 型式試験確認済証等により、
許可申請の審査及び完成検査の検査において省略できる項目については、
「執務資料１ 鋼製強化プラスチック製二重殻タンク等の審査・検査項目等」を参照すること。
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＜強化プラスチック製二重殻タンクに関する型式試験確認済証＞
１ 二重殻タンク

２ 二重殻タンクの被覆等

型式試験確認済証
（FF タンク）

型式試験確認済証
（FF タンクの被覆等）

危険物保安技術協会

危険物保安技術協会

備 考

備 考

１ 型式試験確認済証の材質は、金属板とし、寸法

１ 型式試験確認済証の材質は、金属板とし、寸法は、

は、縦 50 ミリメートル、横 70 ミリメートル、厚

縦 50 ミリメートル、横 70 ミリメートル、厚さ 0.2 ミ

さ 0.2 ミリメートルとする。

リメートルとする。

２ 型式試験確認済証の地は黒色とし、文字、KHK
マーク及び整理番号用枠内は消銀色、整理番号は

２ 型式試験確認済証の地は赤色とし、文字、KHK マーク
及び整理番号用枠内は消銀色、整理番号は黒色とする。

黒色とする。

３ 漏洩検知装置
型式試験確認済証
（漏洩検知装置）
危険物保安技術協会

備 考
１ 型式試験確認済証の材質は、表面をラミネート
加工したテトロンとし、寸法は、縦 24 ミリメー
トル、横 45 ミリメートル、厚さ 0.025 ミリメー
トルとする。
２ 型式試験確認済証の地は黒色とし、文字、KHK
マーク及び整理番号用枠内は消銀色、整理番号は
黒色とする。

(5) タンク室を設けない場合の「鉄筋コンクリート造のふた」については、次によること。
ア 「当該タンクが水平投影の縦及び横よりそれぞれ０．６ｍ以上大きく」とは、地下タンクの外面から
それぞれ０．３ｍ以上ずつ大きくとることをいう。
（昭和 45 年 2 月 17 日消防危第 37 号質疑 「配管の敷設方法及び地下タンクのふたの構造等」）

イ 主筋は、直径１０ｍｍ以上の複筋（ダブル）構成とし、それぞれの主筋のピッチは、縦、横３００ｍ
ｍ以下とすること。 ◇
＜タンクふたの配筋例＞
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ウ 鉄筋は、JIS G3112（鉄筋コンクリート用棒鋼、SR235、SD295A、又は SD295B に係る規格に限る。）に
該当するもの又はこれと同等以上の材料を使用すること。 ◇
エ 主筋の継手の重ね長さは、溶接する場合を除き主筋の径の２５倍以上とすること。 ◇
オ 鉄筋コンクリートのかぶり厚さは、５ｃｍ以上とすること。 ◇
カ ふたにマンホール等の開口部を設ける場合は、当該開口部周囲に補強用クロス鉄筋を施工すること。
ただし、マンホール等が３００ｍｍ以下であって主筋を切断することなく施工できる場合は、この限りで
ない。 ◇
キ ふたの支柱からの出すみは、１ｍ以下とすること。 ◇
ク ふたのなかには、配管、電線等を設けないこと。 ◇
＜タンク室を設けない場合のふたの例＞
支柱の線

出すみ 1m 以下

GL

0.3m 以上

0.3m 以上
0.3m 以上

ふたの設置方法

(6) タンク室を設けない場合の「ふたにかかる重量が直接当該タンクにかからない構造」とは、鉄筋コンク
リート造等の支柱を設ける方法によるものとし、当該支柱の構造等については、次によること。 ◇
ただし、地下貯蔵タンクを埋設する周囲の地盤が堅固であって、ふたにかかる重量が当該地盤によって
安全に支えられ、支柱を設ける必要がないと認められる場合は、この限りでない。 ◇
ア 支柱は、鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有するものを４本以上でふたにかかる重量
が直接当該タンクにかからない本数設けること。
なお、ふたを支柱によって支える場合の構造計算例については、以下によること。
＜ふたを支柱によって支える例＞
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(ｱ) 支柱１本当りの最大許容軸方向荷重
a 支柱を帯鉄筋柱とした場合
(a) 計算式
Ｐo ＝（1/3）α(0.85σckＡc+σsy'Ａs)
Ｐo ：最大許容軸方向荷重(kg)
σck：コンクリートの 28 日設計基準強度(N/ｍ㎡)
Ａc ：帯鉄筋柱のコンクリート断面積(c ㎡)
σsy'：軸方向鉄筋の圧縮降伏点応力度(N/ｍ㎡)
Ａｓ：軸方向鉄筋の全断面積(c ㎡)
α ：補正係数で、次による値
he/d≦15 のとき α=l
he : 柱の有効長さ(ｃｍ)
d : 帯鉄筋柱の最小横寸法(ｃｍ)
(b) 設計計算例
ｄ＝20(ｃｍ)、he=300(ｃｍ)より he/d=15 となるので
α ＝１
σck ＝18(N/ｍ㎡)
Ａc ＝ｄ ＝4OO(c ㎡)
σsy' ＝210(N/ｍ㎡) (SR235)
Ａs ＝4.52(㎠)
∴ Ｐo ＝ （1/3）α(0.85σckＡc＋σsy'Ａs)
＝ （1/3）(0.85×18×40000＋210×452)
＝235640（Ｎ）
＝235.6(kＮ)
したがって、支柱１本当りの最大許容軸方向荷重(Ｐo)は、235.6kＮとなる。
b ヒューム管を用いた支柱の場合
最大軸方向荷重は、帯鉄筋柱の例により計算する。ただし、前(ｱ)a の計算式におけるＡc は、次式
により求める。
Ａc＝（1/4）π Ｄ２ (c ㎡)
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Ｄ : ヒューム管の内径(㎝)
c 支柱の必要本数
支柱の必要本数は、ふたの重量Ｌ(t)とふたにかかる重量を仮に 20t とした場合（20t）との和を
Ｐo(t)で除して求めることができる。
支柱の必要本数≧（Ｌ＋20）Ｐo
(ｲ) タンクの浮力計算
タンクが浮上しないためには、
埋土及び基礎重量がタンクの受ける浮力より大でなければならない。

Ｗs :埋土重量の浮力に対する有効値
Ｗs＋Ｗc ＞ Ｆ

Ｗc :基礎重量の浮力に対する有効値
Ｆ :タンクのうける浮カ

計算方法
a タンクのうける浮力(Ｆ)
タンクのうける浮力は、タンクが排除する水の重量から、タンク自重を減じたものである。
Ｆ＝Ｖt×ｄ1−Ｗｔ
Ｆ :タンクのうける浮力
Ｖt×ｄ１ :タンクが排除する水の重量
(Ｖt:タンクの体積 ｄ１:水の比重(1.0))
Ｗt:タンクの自重

Ｖt＝πｒ2｛ ℓ ＋（ℓ1＋ℓ2）３｝
Ｗｔ＝(２πrℓｔ１＋２πｒ２t２＋ｎπｒ２t３)×ｄ２
π :3.14

ｄ２ :鉄の比重(7.8)

ℓ :タンクの胴長
t１ :胴板の厚み

r :タンクの半径
ℓ

ℓ

１、

t３ :仕切板の厚み

２

:タンクの鏡板の張出

t２ :鏡板の厚み

ｎ :仕切板の数

b 埋土重量の浮力に対する有効値(Ｗs)
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埋土重量の浮力に対する有効値とは、
埋土の自重から埋土が排除する水の重量を減じたものである。
Ｗs＝Ｖs・ds−Ｖs・d１＝Ｖs・(ds−d１)
Ｗs:埋土重量の浮力に対する有効値

Ｖs:埋土の体積

ds:埋土の比重(1.8)

d１:水の比重(1.0)

Ｖs＝Ｌ１・Ｌ２・Ｈ１−(Ｖt＋O.7n１・Ｌ２・h１・Ｔ)
Ｖs:埋土の体積
0.7:基礎台の切込部分を概算するための係数
Ｖt:タンクの体積
n１:基礎台の数
Ｌ１、Ｌ２、Ｈ１、h１、Ｔは下図１、図２による。
図１

図２

c 基礎重量の浮力に対する有効値(Ｗc)
基礎重量の浮力に対する有効値とは、基礎重量から基礎が排除する水の重量を減じたものである。
Ｗc＝Ｖc・ｄc−Ｖc・ｄl＝Ｖc・(dc−d１)
Ｗc:基礎重量の浮力に対する有効値
Ｖｃ・dc:基礎の重量(Ｖc:基礎の体積 dc:コンクリートの比重(2.4))
Ｖｃ・d１:基礎が排除する水の重量(Ｖc:基礎の体積 d１:水の比重(1.0))
Ｖc＝Ｌ１・Ｌ２・h２＋0.7n１・Ｌ２・h１・Ｔ
Ｖc:基礎の体積

n１:基礎台の数

Ｌ１、Ｌ２、h２、h１、Ｔは上図１、図２による。
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d バンドの所要断面積
タンクを基礎に固定するためのバンドは、
タンクがうける浮力によって切断されないだけの断面積
を有しなければならない。
Ｓ≧（Ｆ−ＷＢ ）/２σＮ
Ｓ :バンドの所要断面積(バンドを固定するためのボルトを設ける部分のうち、
ボルトの径を除い
た部分の断面積)
Ｆ :タンクのうける浮力
σ :バンドの許容引張応力度 (SS400 を用いる場合は、156.8Ｎ/ｍ㎡)
Ｎ :バンドの数
ＷＢ:上図２に示すＢ部分の埋土重量の浮力に対する有効値
ＷＢ＝{２rＨ２(ℓ ＋ℓ

＋ℓ

１

)−（πｒ２/２）｛ℓ ＋（ℓ

２

ｒ :タンクの半径
ℓ :タンクの胴長

＋ℓ

１

）/3｝}（ds−d１）

２

Ｈ２ : 図２による
ℓ

、ℓ

１

２

: タンクの鏡板の張出

e アンカーボルトの所要直径
バンドを基礎に固定するためのアンカーボルトは、バンドに働く力によって切断されないだけの直
径を有しなければならない。

Ｆ−ＷＢ
ｄ≧1.128
２６σtＮ
ｄ:アンカーボルトの所要直径(谷径)
Ｆ:タンクのうける浮力
σt:アンカーボルトの許容引張応力度(SS400 を用いる場合は、117.6Ｎ/ｍ㎡)
Ｎ:バンドの本数
ＷＢ:上図２に示すＢ部分の埋土重量の浮力に対する有効値
イ 支柱の小径は、２５㎝以上で、かつ、ふたの支持点間の距離の１５分の１以上の太さとすること。
ただし、構造計算上安全であると認められるものについては、この限りでない。
ウ 主筋は、直径１０ｍｍ以上の帯鉄筋柱構成とし、軸方向筋は４本以上を帯筋と緊結し、コンクリート
の打ち込みに支障のないようスペーサー等で適正配筋を行うとともに、型枠使用工事とすること。
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エ 帯筋の径は、６ｍｍ以上とし、その間隔は１５㎝以下とすること。
オ 主筋の断面積の合計は、当該支柱のコンクリートの断面積の０．８％以上であること。この場合にお
けるコンクリートの断面積は、構造計算上必要な断面積で算定することができる。
カ 鉄筋のコンクリートかぶり厚さは、４ｃｍ以上とすること。
キ 支柱は、地下貯蔵タンクの基礎及びふたと鉄筋を連結したものであること。
ク 地下貯蔵タンクを２以上隣接して設置する場合の支柱は、次図の例により設けることができること。
この場合の共用支柱は、他の支柱の１．５倍以上の断面積を有すること。
＜地下貯蔵タンクの支柱を共用する場合の例＞

(7) タンク室を設けない場合の「堅固な基礎」については、次の例によること。ただし、浮力計算等で十分な
強度を有することが確認できるときはこの限りでない。 ◇
ア 主筋は、JIS G3112（鉄筋コンクリート用棒鋼、SR235、SD295A、又は SD295B に係る規格に限る。）又
はこれと同等以上の材料を使用すること。
イ 主筋の継手の重ね長さは、溶接する場合を除き主筋の径の２５倍以上とすること。
ウ 基礎は、厚さ３０㎝以上の鉄筋コンクリート造とし、地盤の支持力度により地盤改良又は杭を用いる
こと。
エ 主筋は、直径１０ｍｍ以上の複筋構成とし、それぞれの主筋のピッチは、縦、横３００ｍｍ以下、コ
ンクリートのかぶり厚さは、６ｃｍ以上とすること。
オ 基礎の大きさは、地下貯蔵タンクの水平投影面積より大きくすること。
カ 地下貯蔵タンクは、厚さ６ｍｍ以上、幅６０ｍｍ以上の帯鋼を用いて据付け架台にアンカーボルトで
固定するものとし、帯鋼については、アスファルト等で防食措置を講じること。
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キ 据付け架台は、基礎と連結した一体構造の鉄筋コンクリート造又は、これと同等の構造とすること。
ク 帯鋼を緊結するアンカーボルトは、基礎の鉄筋と連結し防食措置を講ずること。
＜タンク室省略型の地下タンク貯蔵所の構造例＞
異形鉄筋φ10mm 以上
＠30 ㎝以下

マンホール

検知管

かぶり厚さ 5 ㎝以上
30 ㎝以上

60 ㎝以上
帯筋φ6mm 以上
防水モルタル

帯鋼

＠15 ㎝以下

厚さ 6mm 以上
かぶり厚さ 4 ㎝以上

幅 60mm 以上
流食防止板

かぶり厚さ 6 ㎝以上

タンクの溶接方法
（容量 1,000ℓ以下のも

30 ㎝以上

のを除く）

異形鉄筋φ10mm 以上
＠30 ㎝以下

ケ 「砕石基礎による施工方法」については、別記２５「地下貯蔵タンクの砕石基礎による施工方法に関す
る指針」によること。
（平成 12 年 3 月 30 日消防危第 38 号通知 「「地下貯蔵タンクの砕石基礎による施工方法について」の一部改正について」）

１６ 漏れ防止構造の地下貯蔵タンクの位置・構造・設備
政令第１３条第３項関係

・漏れ防止構造の地下貯蔵タンクの位置・構造・設備の技術基準

規則第２４条の２の５関係

・危険物の漏れを防止することのできる構造

規則第２３条の２第３項関係

・地下貯蔵タンクの外面の保護

告示第４条の４８第３項関係

・地下貯蔵タンクの外面の保護

(1) 「危険物の漏れを防止することができる構造」については、以下によること。
（昭和 62 年 7 月 28 日消防危第 75 号通知 「地下貯蔵タンクの漏れ防止構造」）

ア 被覆コンクリート、タンク上部のふた等については、被覆コンクリート、上部スラブ等に作用する荷重
に対して、各部分が許容応力を超えないものであることが強度計算等により確認されたものであるので、
下図の例により設置する場合には、設置又は変更許可申請書に強度計算書等の書類の添付を要しない。
イ タンクを設置する地盤は、タンク等の荷重に対する十分な支持力を有するとともに、沈下及び液状化に
対し安全なものであること。
ウ 止水板については、タンク室に設ける場合と同様に設けること｡
エ 支柱部分（梁）の配管貫通部は、原則としてスリーブ管によるものとし、この場合にあっては、梁の
長辺方向（下図に示すＡ部分）又は短辺方向（同図Ｂ部分）のいずれを貫通しても支障がないものである
こと。
なお、梁を箱抜き（配管を通すための切り欠きをいう。）する場合は、長辺方向（下図に示すＡ部分）
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のみとし、短辺方向（同図Ｂ部分）は認められないものであること。
＜コンクリート被覆タンクの構造例＞
例１

① 30kＬ 中仕切 15:15(直径 2.4ｍ)

コンクリート被覆タンク埋設図

② 30kＬ 中仕切 15:15(直径 2.4ｍ) コンクリート被覆タンク配筋図
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① 30kＬ 中仕切 15:15(直径 2.1ｍ)

コンクリート被覆タンク埋設図

① 30kＬ 中仕切 15:15(直径 2.1ｍ)

コンクリート被覆タンク配筋図
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① 20kＬ 中仕切 10:10(直径 2.4ｍ) コンクリート被覆タンク埋設図

② 20kＬ 中仕切 10:10(直径 2.4ｍ)

コンクリート被覆タンク配筋図
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① 20kＬ 中仕切 10:10(直径 2.1ｍ) コンクリート被覆タンク埋設図

② 20kＬ 中仕切 10:10(直径 2.1ｍ)

コンクリート被覆タンク配筋図
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20KＬ 30kＬ 共通(直径 2.1ｍ 2.4ｍ)

支柱部分(梁)の配管貫通部は原則としてスリープ管によるものとするが、長辺方向で箱抜きによる場
合にあっては梁の切欠きの 1 ケ所当たりの最大幅は、1OOOmm 以下とし、箱抜きが 2 ケ所以上の場合は間
隔を 400mm 以上離すこと。

＜コンクリート被覆タンク支柱部分（梁）の箱抜き＞

側面図

平面図

(2) コンクリート打設時の留意事項
ア コンクリートは、 タンク本体の損傷を防止しながら、コンクリートの凝固状態を確認し、ゆっくりと
連続して打設すること。
また、
分割して打設する場合には、
うち継目に間隙が生じないよう措置すること。
特にタンクの底部の隅々までコンクリートが行きわたるように注意するとともにコンクリート内のエア
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ー抜きを十分に行うこと。
イ 被覆に用いるコンクリートは、水密性の大きいものとし、ひび割れが出ないよう、材料及び配合に留
意するとともに、粗骨材、コンクリート強度等を考慮し、コンクリート打設時にはバイブレーション等
を十分に行い、打設コンクリートの締固めを十分に行うこと。
ウ コンクリート打ち込み後５日間は、散水その他の方法で湿潤状態を保つよう養生するとともに、コン
クリートの温度が５℃を下らないように管理し、この間は、有害な振動及び衝撃を与えないよう注意する
こと。
１７ 地下タンク貯蔵所の基準を超える特例
政令第１３条第４項関係

・アセトアルデヒド等及びヒドロキシルアミン等の危険物

規則第２４条の２の６関係

・地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物

規則第２４条の２の７関係

・アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例

規則第２４条の２の８関係

・ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例
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第５ 簡易タンク貯蔵所
１ 簡易タンク貯蔵所の構造等
政令第１４条関係

・簡易タンク貯蔵所の基準

政令第１４条第１項第１号関係

・位置

(1) 原則的に貯蔵を主な目的とするものであるが、
貯蔵に伴う行為として給油業務及び詰替え業務を行うこと
ができるものであること。
(2) タンク専用室に設置する場合の構造例を下図に示す。
＜タンク専用室の構造例＞

換気設備（排気）

不燃材料（屋根）

給気口
壁、柱、床は耐火
出入口（防火設備）
窓は防火設備
排気ダクト
側溝
ためます

(3) 屋外に設置する場合は、次によること。 ◇
簡易貯蔵タンクの地盤面の周囲には、高さ０．１５ｍ以上の囲い又は排水溝を設け、地盤面はコンクリー
ト又はその他の危険物が浸透しない材料で造り、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合におい
て第４類の危険物（水に溶けないものに限る。）を貯蔵する簡易タンク貯蔵所には、貯留設備に油分離装
置を設けること。
ただし、危険物が敷地外へ流出しない構造となっている場合は、流出防止措置（囲い又は排水溝）を設け
ないことができる。
(4) 固定給油設備等を設けた簡易タンクの扱い
簡易タンクに固定給油設備等を設けて危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合には次によること。
（昭和 37 年 4 月 6 日 消防危第 44 号質疑）

ア 貯蔵を主な目的とする場合は貯蔵に伴う行為として、必要最小限に限り給油業務及び詰替業務を行う
ことができる。
イ 簡易貯蔵タンクで、給油を主な目的とする場合は、一日の給油量が指定数量未満であっても給油取扱
所として規制するものとする。
なお、簡易貯蔵タンクにより自動車に給油する設備（自家用のものに限る。）で、給油の機会が少なく
一日の給油量が指定数量未満のものについては、簡易タンク貯蔵所として扱うものとする。
ウ 簡易タンク貯蔵所に設けた注油設備により、詰め替え、小分け販売等の取扱いを主な目的とする場合
は、一般取扱所のタンクとして扱うものとする。
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２ 簡易タンクのタンク数
政令第１４条第１項第２号関係

・タンク数

(1) 「同一品質の危険物」とは、全く同じ品質を有するものをいい品名が同一であっても品質が異なるもの（例
えばオクタン価の異なるガソリン等）は該当しないものとする。したがって、レギュラーガソリンとハイオ
クガソリンをそれぞれ貯蔵する簡易貯蔵タンクは、
一の簡易タンク貯蔵所に併置することができるものであ
ること。
３ 標識、掲示板
政令第１４条第１項第３号関係

・標識、掲示板

規則第１７条第１項関係

・標識

規則第１８条第１項関係

・掲示板

(1) 「標識、掲示板」については、別記９「標識、掲示板」によること。
(2) 簡易タンク貯蔵所である旨の標識に記載する文字は「危険物簡易タンク貯蔵所」とすること。
(3) 「標識、掲示板」は、同一施設内に簡易タンクが３基設置される場合においても、一つで足りるものであ
ること。
４ 簡易タンクの設置方法
政令第１４条第１項第４号関係

・設置方法

(1) 簡易貯蔵タンクは、一般に移動可能な車を有しており、火災その他の緊急時には移動できるものとするこ
と。したがって、
「固定」とは、コンクリート等移動が不可能な固定をいうものではなく、車止め又はくさ
り等による固定をいうものであること。 ◇
(2) 設置する地盤面は、コンクリート等で舗装し危険物の浸透しない構造とすること。 ◇
(3) 簡易貯蔵タンクを専用室内に設置するときは、当該タンクと専用室の屋根及びはりとの間に、点検整備の
ための空間として、０．５ｍ以上の間隔を保つよう指導すること。 ◇
＜空地の幅及び固定方法例（屋外）＞
1ｍ以上
凡例
空地１ｍ以上
１ｍ以上
１ｍ以上
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５ タンクの構造等
政令第１４条第１項第５号関係

・タンク容量

政令第１４条第１項第６号関係

・水圧検査

政令第１４条第１項第７号関係

・防食

政令第１４条第１項第８号関係

・通気管

政令第１４条第１項第９号関係

・固定給油設備等

規則第２０条第１項第１号、第４項関係

・通気管

(1) 危険物を取り扱う際に静電気の発生するおそれのある簡易タンクには、
蓄積された静電気を有効に除去す
る装置を設けること。 ◇
(2) 簡易タンク貯蔵所に設ける「電気設備」については、製造所の例によること。 ◇
(3) 通気管
危政令第１４条第８号に規定する通気管は、危省令第２０条第４項第２号により、先端の高さは地上１．
５ｍ以上とされているが、簡易タンク自体で高さに欠けるもの、すなわち車輪から通気管先端までが１．５
ｍ未満のものにあっては、設置場所にコンクリート台を設け、地上高１．５ｍ以上とするなどの方法がある
こと。
＜通気管かさ上げの例＞

通気管

(4) 蓄圧式簡易タンク（コンプレッサーから圧さく空気を送り、その圧力によって危険物を吐出するもの）は
次によること。
（昭和 38 年 4 月 6 日自消丙予発第 12 号質疑 「蓄圧式簡易貯蔵タンク」）

ア タンクは、政令第１４条第５号及び第７号に規定する基準に適合すること。
イ タンクは、厚さ３．２ｍｍ以上の鋼板で気密に造るとともに、使用最大常用圧力の１．５倍の圧力で、
１０分間行う水圧試験において漏れ又は変形しない構造であること。
ウ タンクには、使用常用圧力の１．１倍以下の圧力で作動し、かつ、使用するコンプレッサーとの関係
において十分な吐出能力を有する安全装置を設けること。
エ 給油ホースの元には、給油を行うとき以外は、給油ホースとタンクとの間の危険物を遮断できるバル
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ブ等を設けること。
オ 加圧用空気を送入する配管の途中には、非常等の場合に容易に空気の送入を遮断できるバルブ等を設
けること。
カ タンクは、容易に移動しないように地盤面に固定すること。
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第６ 移動タンク貯蔵所
１ 移動タンク貯蔵所の位置、構造及び設備
政令第１５条関係

・移動タンク貯蔵所の基準

(1) 位置、構造及び設備については、政令第１５条に規定するもののほか、別記３０「移動タンク貯蔵所の
位置、構造及び設備の技術上の基準に関する指針」によること。
(2) 容量 4,000ℓ以下のタンクに受台、脚、ステー等を溶接し又はボルト締めによって強固に取り付け、これ
らの受台、脚、ステー等をＵボルト等でシャーシフレームに強固に固定した場合、移動タンク貯蔵所と認め
られる。
（昭和 37 年 4 月 6 日自消丙予発第 44 号質疑 「移動貯蔵タンクの固定」）

(3) 灯油専用のタンクを、
直径１４ｍｍ以上のＵボルトで４箇所以上をシャーシフレーム等へ固定するものは
移動タンク貯蔵所として認められる。また、その設備の一部である電動機及び緊結金具付給油管（２０ｍ）
を使用して直接家庭用等の燃料タンク等に緊結のうえ注油してもさしつかえない。
（昭和 45 年 10 月 2 日消防予第 198 号質疑 「移動タンク貯蔵所（灯油専用）」）

(4) 従来、
灯油専用の移動タンク貯蔵所
（トラックの荷台の上に移動貯蔵タンクを積載してＵボルトで固定し、
積替えをしないもの）は、運用上、積載式の移動タンク貯蔵所としてきたが、改正後は積載式以外の移動タ
ンク貯蔵所に該当する。また、完成検査済証を書き換える必要はない。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑）

(5) バキューム方式により吸排出を行う移動タンク貯蔵所は、次によること。 ◇
（昭和 52 年 3 月 31 日消防危第 59 号質疑 「危険物移動タンク貯蔵所の許可に伴う疑義について」）

ア 積載できる危険物は、引火点７０℃以上の危険物に限ること。
イ 減圧装置の配管及び配管の継手は、金属製のものであること。ただし、緩衝用の継手は、耐圧、耐油
性を有するゴム製のものを用いることができる。
ウ 移動貯蔵タンクには、一定量に達すると自動的に弁が閉鎖する装置（吸上自動閉鎖装置）を設けるも
のとし、かつその旨を知らせる設備を容易に覚知できるよう設けること。
エ ホースの先端には、石等の固形物が混入しないよう網等を設けること。
(6) 移動タンク貯蔵所の定期点検（水圧試験）を実施するにあたり、移動貯蔵タンクを一時的に車両から取り
外す場合、変更許可申請等の手続きは必要ない。
（平成 2 年 5 月 22 日消防危第 57 号質疑）

(7) 固体危険物（カーバイト）をダンプカーにて、開放式により移送する場合、その構造及び設備について政
令第２３条の規定を適用し、移動タンク貯蔵所として認めて差し支えない。
（昭和 44 年 5 月 16 日消防予第 164 号質疑 「固定危険物の移動タンク貯蔵所」）

(8) 移動タンク貯蔵所に積載するガソリンに一定の比率で添加し、成分を調整するため、０．６ℓの容器（危
険物容器の基準を満足するもので、積載するガソリンの量に対する必要本数のみ）により、第４類第１石油
類の危険物を、車体に固定された専用ケースで運ぶことは差し支えない。
（平成 14 年 2 月 26 日消防危第 29 号質疑 「移動タンク貯蔵所において、容器に入った微量の危険物を運ぶことについて」）
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２ 常置場所
政令第１５条第１項第１号関係

・常置場所

(1) 常置場所は、常時火気を使用する箇所から安全な距離をとること。◇
(2) 屋内の常置場所は、原則として屋外の常置場所の例に準ずること。◇
(3) 屋内に設ける場合は、常置場所の区画（範囲）を明確にすること。
(4) 既許可の移動タンク貯蔵所の常置場所と同一の場所を常置場所とすることはできないこと。ただし、新
しい移動タンク貯蔵所の完成検査までに既許可の移動タンク貯蔵所を廃止又は転出させる場合は、この限
りでない。
(5) 常置場所には、移動タンク貯蔵所の常置場所である旨を表示した掲示板を設けるよう指導すること 。◇
(6) 常置場所は、必要に応じて白線等で明示するよう指導すること 。◇
(7) 給油取扱所敷地内の駐車スペースは、移動タンク貯蔵所の常置場所として認められないこと。
（昭和 62 年 6 月 17 日消防危第 60 号質疑 「給油取扱所の規制事務に関する執務資料の送付について」）

３ タンク本体
政令第１５条第１項第２号

・タンク本体

(1) バキューム方式の移動タンク貯蔵所のタンク後部鏡板に掃除用としてマンホールを設置することはでき
ない。
（昭和 55 年 12 月 26 日消防危第 155 号質疑 「鏡板にマンホールを有する移動タンク貯蔵所」）

(2) 動植物油類（脂肪酸エステル）等の貯蔵において、冬季に凝固する場合は、タンク内に蒸気による加熱配
管を取り付けることができるものであること。なお、当該配管は、政令第９条第２１号イの水圧試験を実施
すること。
（昭和 52 年 3 月 15 日消防危第 37 号質疑 「加熱配管を設ける移動タンク貯蔵所」）

(3) 危険物を貯蔵できないタンク室をもつ移動貯蔵タンクは認められない。
（昭和 41 年 4 月 2 日消防危第 42 号質疑 「危険物を貯蔵できないタンク室をもつ移動貯蔵タンク」）

＜移動タンク貯蔵所として認められない（使用しない空室を持つ移動タンク貯蔵所）例＞
蓋は電気溶接し、密閉

使用しない
前

2,000 ℓ

空室

1,000 ℓ

2,000 ℓ

2,000 ℓ

後

配管

(4) 下図のようにけん引自動車に固定された移動貯蔵タンクの胴板を前方に延長し、
延長部分に下記の設備を
設けた場合、当該部分を移動貯蔵タンクの保護措置として取り扱い、移動タンク貯蔵所として設置して差し
支えない。
（平成 7 年 1 月 12 日消防危第 3 号質疑 「胴板を延長した被けん引式の移動タンク貯蔵所の構造について」）

ア タンクの水圧試験における漏れ又は変形の確認等を行うための人を出入りさせることを目的とした点
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検用出入口
イ タンク前部鏡板部分から危険物が漏えいした場合、延長部分内での可燃性蒸気の滞留防止に有効な延
長部分の上下各１ケ所以上に設けられた通気口
ウ タンク前部鏡板を外部から目視点検できる点検口
エ 延長部分に雨水の浸入等によって、水が滞留することを防止するための水抜口
＜胴板を延長した被けん引式の移動タンク貯蔵所例＞
キングピン

胴板を延長した移動タンク貯蔵所
胴板延長部

重心

トラクタ

(5) 移動貯蔵タンクの後方に空間部分を設け、
当該部分に下記の設備を設けた構造の被けん引式の移動タンク
貯蔵所の設置を認めても差し支えない。
（平成 18 年 9 月 19 日消防危第 191 号質疑 「タンクの後方に空間を設けた被けん引式の移動タンク貯蔵所の構造について」
）

ア タンクの水圧試験における漏れ又は変形の確認等を行うための人の出入りさせることを目的とした点
検用出入口
イ タンク後部鏡板部分から危険物が漏えいした場合、空間部分内での可燃性蒸気の滞留防止に有効な空
間部分の上下に各１か所以上に設けられた通気口
ウ タンク後部鏡板を外部から目視できる点検口
エ 空間部分に雨水の浸入等によって、水が滞留することを防止するための水抜き口
４ タンク容量
政令第１５条第１項第３号関係

・容量・間仕切

(1) 液状の硫黄を貯蔵する移動タンク貯蔵所は、容量４，０００ℓ以上の容量であっても間仕切はなくても差
し支えない。
（昭和 43 年 4 月 10 日消防予第 105 号質疑 「液状の硫黄を貯蔵する移動タンク貯蔵所の構造、設備」）
（昭和 56 年 12 月 9 日消防危第 168 号質疑 「液状の硫黄を貯蔵する移動タンク貯蔵所の構造設備について」）

(2) ２槽混載型積荷式移動タンク貯蔵所を認めることは適当ではない。（別記３０「移動タンク貯蔵所の位
置、構造及び設備の技術上の基準に関する指針」を参照。）
（昭和 58 年 12 月 20 日消防危第 137 号質疑 「二槽混載型積荷式移動タンク貯蔵所の取扱いについて」）

５ 安全装置・防波板
政令第１５条第１項第４号関係

・安全装置・防波板

規則第１９条関係

・安全装置
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・防波板

(1) 安全装置のパッキングの材質として、
従来の安全装置の弁と弁座の当り面の金属すり合わせによるものの
ほか、コルク又は合成ゴム（アクリルニトリルゴム等、耐油性を有するものに限る。）製パッキングを用い
て気密性を保持したものも認められる。
（昭和 46 年 1 月 5 日消防予第 1 号質疑 「安全装置のパッキングの材質」）

６ マンホール・側面枠・防護枠等
政令第１５条第１項第５号関係

・マンホール等

政令第１５条第１項第６号関係

・可燃性蒸気回収設備

政令第１５条第１項第７号関係

・側面枠及び防護枠

政令第１５条第１項第８号関係

・塗装

規則第２４条の３関係

・側面枠及び防護枠

(1) 防護枠の後部に、後方確認用のカメラを設置することは差し支えないが、政令第１５条第１項第１３号の
規定に適合し、防護枠の強度に影響を与えないものであること。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑 「防護枠への後方確認用カメラの設置」）

(2) 移動貯蔵タンクの側面枠及び接地角度計算において用いる貯蔵物重量は道路運送車両法の最大積載量を
用いて差し支えない。
（平成 10 年 10 月 13 日消防危第 90 号質疑 「複数の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンク貯蔵所」）

７ 手動閉鎖装置等
政令第１５条第１項第９号関係

・手動閉鎖装置、自動閉鎖装置

政令第１５条第１項第１０号関係

・緊急用レバー

政令第１５条第１項第１１号関係

・底弁損傷防止措置

政令第１５条第１項第１２号関係

・配管先端部の弁

規則第２４条の４関係

・手動閉鎖装置のレバー

(1) 移動貯蔵タンクの下部に設ける排出口の直径については、
底弁により閉塞される部分の直径のことであり、
下図のＡの部分とするものであること。
（昭和 58 年 11 月 7 日消防危第 104 号質疑 「移動貯蔵タンクの下部に設ける排出口の直径について」）
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＜下部排出口の例＞

タンク内側

Ｂ

タンク胴板
開

閉

７
4

称

1

本

体

3

8

5

名

2
A

6

品 番

3

2

1

閉鎖装置
（自動、手動兼用）

プ ラ グ
弁

板

4

ア ー ム

5

軸

6

ねじりコイルばね

7

Ｏ リ ン グ

8

カ バ ー

(2) 小分けを目的とするホースリール付移動タンク貯蔵所（灯油専用）の吐出口について、政令第１５条第１
項第９号の規定に適合するものであれば、吐出口をホースリール付ノズル以外に設けても、差し支えない。
（昭和 52 年 3 月 31 日消防危第 59 号質疑 「危険物移動タンク貯蔵所の許可に伴う疑義について」）

(3) 底弁を空気圧で作動する機器により開閉する構造（下図）は認められる。
（平成 4 年 2 月 6 日消防危第 13 号質疑 「移動タンク貯蔵所の底弁の構造について」）

＜空気圧で作動する底弁の例＞
配管系統図
エアー式底弁

コントロールボックス

閉 開

閉 開

緊急閉鎖バルブ
自動閉鎖装置
緊急レバー

プロテクションバルブ
シャシエアータンク

締切りバルブ
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(4) 各底弁間を配管で連結する構造のものをタンク下部に樋状部材を取付ける構造に改良した移動タンク貯
蔵所については、その設置を認めることは適当でない。
（昭和 55 年 12 月 26 日消防危第 156 号質疑 「危険物移動タンク貯蔵所の底弁配管部分の改良について」）

(5) 移動タンク貯蔵所から地下タンク等に注油する際に起きる混油を防止するために、
下図の方式の混油防止
装置を移動タンク貯蔵所に設けてもさしつかえない。
（昭和 58 年 11 月７日消防危第 109 号質疑 「移動タンク貯蔵所に係る疑義について」）

＜混油防止装置付き移動タンク貯蔵所の例＞
№

名

称

①
１
２
３
４
５
６
７

④

③

②

⑥

⑤

緊急弁付底弁（エアシリンダ付）
各室積載油種記憶装置
排出油種指定装置
排出油種表示装置
緊急弁閉鎖用ソレノイドバルブ
コントロール系統（電気式）
作動系統（エアー式）

⑦

(6) 非常閉鎖装置を配管の途中に設けたものも、政令第２３条の規定により、底弁の非常閉鎖装置として認め
て差し支えない。
(7) トラックの荷台の上に積載し、
車両に固定した移動貯蔵タンクの底弁の非常閉鎖装置を操作する把手等を
設ける位置は、トラックの側板をおろさなければ操作できない構造の場合は、その側板をおろしたときに、
地上から容易に操作できる位置とする。
(8) 移動タンク貯蔵所において石油等の積込み、積下しの際に起こる混油事故を防止するために、下記の方法
により積込み検知器及び底弁開口検知器からなる混油防止装置を移動タンク貯蔵所に取り付けることを認
めてもさしつかえない。
（昭和 59 年 9 月 4 日消防危第 98 号質疑 「移動タンク貯蔵所の混油防止装置に係る疑義」）

ア 運行記録収集装置
移動タンク貯蔵所の底弁ハンドル部に底弁開口検知器、アースプレート部に積込検知器、エンジン部に
走行距離検知器を取付け、各検知器の信号を車載コンピュータに入力することにより、底弁ハンドル操作
時間、積込時間、走行時間及び距離を時系列に自動収集する装置
イ 混油防止装置
油槽所において移動タンク貯蔵所に石油を積込む場合、アース処理を行うが、これを積込検知器で検出
し、そのとき底弁が開いておれば底弁開口検知器で検知し、警報を発し、積込時の混油事故を防止する装
置。また、移動タンク貯蔵所の各室積込油種は積込時、コンピュータに記憶されており、給油取扱所の地
下タンクへ荷下しする場合、底弁を開くと底弁開口検知器で検出し、その部屋の油種を音声出力し、作業
者に音声で確認させ混油事故を防止する装置。
ウ 安全装置
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移動タンク貯蔵所に使用する検知器（底弁開口検知器、積込検知器）は、すべて本質安全防爆構造。
(9) 規則第２４条の４に規定する「手動閉鎖装置のレバー」は、原則として赤色塗装をすること。 ◇
(10) 給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの単独荷卸しに必要な安全対策設備については、
「給油取扱所
における単独荷卸しに係る運用について」（平成１７年１０月２６日消防危第２４５号通知）によること。
８ 電気設備
政令第１５条第１項第１３号関係

・電気設備

(1) ポンプ専用のガソリンエンジンを備えた積載式移動タンク貯蔵所については認められない。
（昭和 51 年 10 月 23 日消防危第 71 号質疑 「ポンプ専用のエンジンを備えた移動タンク貯蔵所」）

(2) 積載式移動タンク貯蔵所（トラックにタンクを積載したもの）の隔壁を設けた部分にモーターポンプを固
定積載し、動力源を外電（電力会社から配電されるもの）から受電して、ポンプを駆動させタンクへ燃料を
注入する取扱いは、モーター及びポンプが火災予防上安全な構造のものであり、かつ、適切に積載し固定さ
れている場合は認められる。なお、取扱い油種は、引火点が摂氏 40℃以上の危険物に限り認められる。
（昭和 53 年 4 月 22 日消防危第 62 号質疑 「移動タンク貯蔵所のポンプ設備」）

(3) 移動タンク貯蔵所へのタンク冷却用の冷房装置専用のエンジンの設置は適当ではない。
（昭和 56 年 5 月 27 日消防危第 64 号質疑 「冷却装置専用のエンジンを備えた移動タンク貯蔵所」）

(4) 被けん引車形式の移動タンク貯蔵所に当該車両のエンジンを利用したポンプを乗せることは、
牽引自動車
とセミトレーラーが交換的に使用され、一体的な安全管理が困難であることから認められない。
（昭和 57 年 4 月 28 日消防危第 54 号質疑 「被牽引車形式の移動タンク貯蔵所にポンプを乗せることの可否について」）

＜車両のエンジンを利用したポンプ付き被けん引車形式移動タンク貯蔵所の例＞
トラクター

セミトレーラー

ポンプ取付位置

(5) 被けん引車式移動タンク貯蔵所のトラクター側に、
作動油タンク及び油圧ポンプをトレーラー側にオイル
モーター及び吐出用ポンプを積載し、
エンジンミッションから動力伝動軸を介してトラクター側の油圧ポン
プを作動させ、
この油圧によりトレーラー側のオイルモーターを介して吐出用ポンプを作動させる構造のも
のは認めて差し支えない。取扱い油種は、引火点が摂氏 40℃以上の危険物に限り認められる。
（昭和 58 年 11 月 29 日消防危第 124 号質疑 「被けん引車式移動タンク貯蔵所にポンプを積載することについて」）

(6) 「可燃性の蒸気に引火しない構造」とは、防爆性能を有する構造をいう。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑）
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９ 接地導線、注入ホース
政令第１５条第１項第１４号関係

・接地導線

政令第１５条第１項第１５号関係

・注入ホース

(1) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物とは、特殊引火物、第１石油類及び第２石油類を
いう。 ◇
(2) 移動タンク貯蔵所の吐出口と給油ホースを結合する結合金具として、
ホースカップリング
（ワンタッチ式）
の使用は認められる。
（昭和 55 年 4 月 11 日消防危第 53 号質疑 「移動タンク貯蔵所の給油ホースの結合金具について」）
（昭和 56 年 4 月 2 日消防危第 42 号質疑 「移動タンク貯蔵所の給油ホースの結合金具について」）

(3) 貯蔵する危険物の流れの確認及び目視検査を行うため、
移動タンク貯蔵所の給油ホースの結合金具にサイ
トグラス及び弁を設けることは認められる。
（昭和 57 年 3 月 29 日消防危第 39 号 「給油ホースの結合金具について」）
（昭和 57 年 4 月 19 日消防危第 49 号質疑 「移動タンク貯蔵所の結合金具におけるサイトグラスの使用について」）

＜サイトグラスの設置例①＞

＜サイトグラスの設置例②＞
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(4) 下記の構造をもった危険物の注入設備（一般取扱所）及びそれに伴う移動タンク貯蔵所の設置を認めてさ
しつかえない。
（昭和 57 年 2 月 5 日消防危第 15 号質疑 「移動タンク貯蔵所への危険物注入設備の構造及びそれに伴う移動タンク貯蔵所の構造について」）

ア ボトムローディング方式による危険物積込み設備の構造
(ｱ) 積込み設備（ボトムローディング方式）
従来のトップローディング方式と異なり、移動タンク貯蔵所の底部に配管を設け、それにより危険
物を積込む設備であり、積込み用のローディングアームは、図−1 に示すようなものを使用。
この他に用途に応じ中間のパイプの代わりにメタルで補強されたフレキシブルホースを用いる場合
もある。ローディングアームの先端にはカプラーが取付けられており、タンクローリーの配管の先端
に設けられたアダプターに緊結した後、ローリーのタンク底弁を開いて危険物を積込む。
(ｲ) カプラーとアダプターの構造
カプラー外筒の先端内側に図−２のように、カムが設けてあり、これがアダプター先端のフランジ
の突起に噛み合わせる。カプラーをアダプターに充分はめ込んだ後、カプラーのハンドルを廻すとカ
プラーとアダプターは上述のカムにより緊結され、カプラーの内筒の先端のシールがアダプターのフ
ランジ面に強く密着して完全にシールされた状態となり、
積込み中油が外へ漏れるのを防ぐとともに、
カプラーのバルブハンドルを操作しない限り当該緊結部がはずれない。
イ 移動タンク貯蔵所の構造及び積込み設備について
ボトムローディング方式に伴う移動タンク貯蔵所の構造は、
基本的には昭和５４年１月３０日付け消防
危第５号によるが、
積込み時等の安全対策として次のように移動タンク貯蔵所及び積込み設備に措置する。
(ｱ) タンクの上部にベーパーリカバリー（蒸気回収）バルブを設け、更に集中配管方式のベーパーリカ
バリー配管によりベーパーをまとめ、先端のアダプターに積込み設備側のベーパーリカバリー専用ホ
ースを連結してベーパーを回収する構造とする。
(ｲ) 過剰積込み防止のため、タンク内各槽の上部にレベルセンサーを設け、液面がある一定値になった
場合センサ−が感知し油の流れを遮断する構造とする。
(ｳ) 移動貯蔵タンクのタンク底弁とアダプター間の配管部に発生する残油対策として払出配管を独立配
管として保護枠を設置する。これにより、配管部への直接的な衝撃を避け残油の漏洩を防ぐ。
なお、配管部にも、タンク本体と同様の圧力検査を実施する。
(ｴ) 通常の定量出荷コントロールとは別個に独立した過剰積込防止機構を備え、万一タンク室容量以上
に積込みがなされようとした場合にこの積込みを自動的に遮断する。
＜ボトムローディングの構造＞
図−１ 積込み設備とローディングアーム

図−２ カプラ−アダプターの構造図

ローデングアーム
バルブ・・ハンドル

中間パイプ

流量計
遮断弁

カプラー
アダプター

カプラー
アダプター

バルブ

カム

シール
バルブ
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(5) 小分けを目的とするホースリール付移動タンク貯蔵所（灯油専用）の給油ホ−スの長さは、特に定めはな
いが、必要最小限度の長さにとどめること。
（昭和 52 年 3 月 31 日消防危第 59 号質疑 「危険物移動タンク貯蔵所の許可に伴う疑義について」）

１０ 静電気災害防止装置、表示、標識
政令第１５条第１項第１６号関係

・静電気災害防止装置

政令第１５条第１項第１７号関係

・表示

規則第１７条第２項関係

・標識

(1) 「危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備」に代えて、その内容を鏡板に直接記入した場合も、認
められる。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑 「危険物の類等を表示する設備」）

(2) 「表示する設備及び標識」については、別記９「標識、掲示板」によること。
１１ 積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例
政令第１５条第２項関係

・積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例

規則第２４条の５関係

・積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例

(1) 積載式移動タンク貯蔵所の箱枠構造の移動貯蔵タンクを、
鋼板以外の金属板で造る場合の厚さの必要最小
値は、下記の計算式により計算された数値とすること。
ｔ＝3

400×21
σ×A

×R

ｔ：使用する金属板の厚さ（㎜）
σ：使用する金属板の引張強さ（㎏ｆ／㎟ ）
Ａ：使用する金属板の伸び（％）
Ｒ：タンク直径又は長径

1.8m 以下の場合 5（㎜）、1.8m 超える場合 6（㎜）

(2) 「積載式移動タンク貯蔵所の取扱い」については、別記３２「積載式移動タンク貯蔵所の取扱いに関す
る運用基準」によること。
(3) 枠付コンテナに設ける底弁の損傷防止措置については、次によること。
弁開にするには、次図のとおりハンドルを時計方向に回転させると、④スピンドルを介し、②クランクが
回転し、③ロッドを介して、⑮弁体を押し上げ弁開となる。弁開時の戻り防止機構をＡ部で説明すると、
ロッドはスプリングにより回転中心に対し、左回転させようとしているがストッパーがクランクに当たり
回転を妨げ弁開の状態を保っている。このような切り込み底弁は差し支えない。また、箱状の枠の内部に
納まるように設けることにより認められる。
（昭和 59 年 6 月 11 日消防危第 56 号質疑 「枠付コンテナに設ける底弁の損傷防止措置」）
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＜枠付コンテナに設ける底弁の損傷防止措置例＞

ストッパー
回転中心
④
スプリング

閉

⑮弁体

Ａ

開

③ロッド

切り込み
図1

②クランク
図2

前

後

位

位

フート弁

１２ 給油タンク車の基準の特例
政令第１５条第３項関係

・給油タンク車の基準の特例

規則第２４条の６関係

・給油タンク車の基準の特例

(1) 規則第２４条の６第３項第１号に規定する「火炎の噴出を防止する装置」とは、遠心力を利用して排気中
の固形分を分離する遠心式火花防止装置をいう。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑）

(2) 規則第２４条の６第３項第２号に規定する「給油ホース等が適正に格納されないと発進できない装置」と
は、給油ホース等が適正に格納されていない場合、ギヤーがニュートラル以外になればエンジンが止まる装
置をいう。
（平成元年 7 月 4 日消防危第 64 号質疑）

(3) 給油ホースの先端部に手動開閉装置を備えた給油ノズル
（開放状態で固定する装置を備えていないものに
限る。）により、給油を行うオーバーウイング給油タイプの給油タンク車には、政令第２３条の規定を適用
し、規則第２４条の６第３項第２号に規定する装置を設けないこととして差し支えない。
（平成元年 12 月 21 日消防危第 114 号質疑）

(4) 規則第２４条の６第３項第３号イに規定する配管の水圧試験に係る「最大常用圧力」とは、リリーフ弁付
きのものにあってはリリーフ弁の吹き始め圧力とし、
リリーフ弁がないものにあってはポンプ吐出圧力とす
る。
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（平成元年 12 月 21 日消防危第 114 号質疑）

(5) 規則第２４条の６第３項第８号に規定する給油（船舶への給油）中に給油ホースに著しい引張力が作用し
たときに給油タンク車が引っ張られること及び給油ホース等の破断により危険物が漏れることを防止する
措置としては、
給油ホースに著しい引張力が加わることにより離脱する安全継手を設けること等が該当する
が、当該安全継手を設ける場合には、当該措置が有効に機能する位置（例えば結合金具の付近等）に設ける
必要があること。
（平成 18 年 4 月 25 日消防危第 106 号通知 「給油タンク車を用いる船舶給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」
）

(6) 給油タンク車が船舶給油取扱所において用いることができる給油タンク車の基準及び航空機給油取扱所
において用いることができる給油タンク車の基準のいずれにも適合している場合には、
船舶給油取扱所及び
航空機給油取扱所のいずれにおいても給油することができる給油タンク車として用いることができる。
（平成 18 年 4 月 25 日消防危第 106 号通知 「給油タンク車を用いる船舶給油取扱所の技術上の基準に係る運用上の指針について」
）

(7) 航空機用給油タンク車を船舶用給油タンク車として使用する場合、
航空機用給油タンク車で必要とされる
基準のほか、
規則第２４条の６第３項第５号本文及び同項第８号に規定する技術上の基準に適合する必要が
ある。
（平成 18 年 9 月 19 日消防危第 191 号質疑 「航空機用給油タンク車を船舶用給油タンク車として使用する場合について」
）

(8) 船舶給油取扱所において船舶用給油タンク車を給油設備として使用するためには、
規則第２４条の６にお
いて船舶用給油タンク車が満たすべきとされる技術上の基準をすべて満たしている必要がある。
（平成 18 年 9 月 19 日消防危第 191 号質疑 「船舶用給油タンク車の技術上の基準について」
）

(9) 規則第２４条の６第３項第５号に規定する給油設備と船舶の燃料タンクを結合する金具は、
船舶用給油タ
ンク車から船舶の燃料タンクに直接給油する場合においては、
波による船舶の揺動に伴う危険物の漏えいの
防止を図ることができる結合金具であれば形式は問わない。
（平成 18 年 9 月 19 日消防危第 191 号質疑 「船舶用給油タンク車の技術上の基準について」
）

(10) 規則第２４条の６第３項第１号の規定により、
航空機又は船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設
備を備えた給油タンク車には、
エンジン排気筒の先端部に火炎の噴出を防止する装置を設けることとされて
いるが、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示（平成１５年国土交通省告示第
１３１７号）による改正後の道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成１４年国土交通省告示第６
１９号）第４１条に基づく排出ガス規制（以下「平成１７年排出ガス規制」という。）に適合している場合
には、これと同等以上の性能を有するものと認めても差し支えない。
（平成 19 年 3 月 29 日消防危第 68 号質疑 「航空機又は船舶用給油タンク車及び航空機用給油ホース車の性能確認の確認について」）

なお、当該給油タンク車が当該規制に適合していることは、次の(1)又は(2)のいずれかにより確認する。
ア 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６２条に基づく車検証、又は、東京国際空港制限区
域安全管理規程第４８条に基づく検査証に平成１７年排出ガス規制の適合車である型式が示されている。
イ 平成１７年排出ガス規制に適合した排出ガス浄化装置を設置している旨の表示を車両の見やすい位置
に掲示している。
１３ 移動タンク貯蔵所の基準を超える特例
政令第１５条第４項関係

・移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物

規則第２４条の７関係

・移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物

規則第２４条の８関係

・アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例
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規則第２４条の９関係

・アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例

規則第２４条の９の２関係

・ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例

１４ 国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所
政令第１５条第５項関係
規則第２４条の９の３関係

・国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所
・国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に
適合する移動タンク貯蔵所の特例

(1) 「国際輸送用積載式移動タンク貯蔵所の取扱い」については、別記３１「国際輸送用積載式移動タンク
貯蔵所の取扱いに関する運用基準」によること。
(2) 政令第１５条第５項に基づく設置許可を受けた国際輸送用タンクコンテナを積載する移動タンク貯蔵所
（被けん引車形式）の被けん引車を一般取扱所内に固定し取り扱うことについては、当該タンクコンテナが
一般取扱所の危険物を取り扱うタンクと同等の性能を有しているものとして、安全対策が講じられている場
合に限り、取扱いを認めて差し支えない。
（平成 17 年 3 月 31 日消防危第 67 号質疑 「国際輸送用タンクコンテナを積載する移動タンク貯蔵所の被けん引車について」）

１５ 移動タンク貯蔵所の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
移動タンク貯蔵所から引火点が４０℃以上の第４類の危険物を、注入ホースの先端部に手動開閉装置を備え
た注入ノズル（手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。）により自動車等の燃料タン
クに直接危険物を給油する行為は、同一場所における給油量が指定数量未満の場合は認められる。
（平成 2 年 10 月 31 日消防危第 105 号質疑 「固定給油設備による指定数量未満の危険物の移動貯蔵タンク等への注入」）
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第７ 屋外貯蔵所
１ 屋外貯蔵所の基準
政令第１６条第１項関係

・屋外貯蔵所の基準

(1) 屋外貯蔵所は、貯蔵場所及び附属工作物並びに保有空地を規制の範囲とすること。
(2) 危険物をタンクコンテナに収納して屋外貯蔵所に貯蔵する場合については、別記１９「危険物をタンク
コンテナに収納して屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所に貯蔵する場合の運用基準」によること。
(3) 政令第２６条第１項第１１号の２に規定する容器の積み重ね高さとは、
最下段の容器の底面から最上段の
容器の上面までの高さをいうものであること。
（平成元年 12 月 21 日消防危第 114 号質疑）

２ 保安距離
政令第１６条第１項第１号関係

・保安距離

(1) 「保安距離」については、別記５「保安距離」によること。
３ 設置場所
政令第１６条第１項第２号関係

(1)

・設置場所

政令第１６条第１項第２号に規定する「湿潤でなく、かつ、排水のよい場所」とは、容器の腐食を防止

するため、地盤面の高さを周囲の地盤面より高くするとともに、コンクリート舗装又は砕石等で固める等の
措置を講じた場所をいう。 ◇
(2) 地盤面は、危険物の流出防止措置を講ずるとともに、適当な傾斜及び貯留設備を設けること。この場合に
おいて、第４類の危険物（水に溶けないものに限る。）を取り扱う場合にあっては、当該危険物が直接排
水溝に流入しないようにするため、貯留設備に油分離装置を設けること。 ◇
なお、定期修理期間中の貯蔵又は臨時的に貯蔵する場合等、特別な事由の認められる場合で、漏洩拡散防
止が図られる場合にあっては、これらによらないことができる。 ◇
(3) 「流出防止及び油分離装置」については、製造所の例によること。
(4) 「油分離槽」については、別記１２「油分離槽」によること。
４ 区画
政令第１６条第１項第３号関係

・区画

(1) 「さく等を設けて明確に区画する」とは、さくを設けるほか、周囲に排水溝を設けることをいうこと。
(2) さく等は、支柱、さく又は盛土等とし、支柱又はさくを用いる場合の構造は、次によること。 ◇
ア 床面からの高さを１ｍ以上とすること。
イ 堅固な不燃材料で造ること。
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ウ おおむね０．３ｍの間隔で不燃材料により造った鎖、鉄線等の横桟を設けること。
エ 出入口、その他固定されたさくを設けることにより取扱作業に著しい障害になる部分については、取
り外し可能なものとすることができる。
５ 保有空地
政令第１６条第１項第４号関係

・保有空地

規則第１６条関係

・屋外貯蔵所の空地の特例

(1) 「保有空地」については、別記７「保有空地」によること。
６ 標識、掲示板
政令第１６条第１項第５号関係

・標識・掲示板

規則第１７条関係

・標識

規則第１８条関係

・掲示板

(1) 「標識・掲示板」については、別記９「標識、掲示板」によること。
(2) 給油取扱所である旨の標識に記載する文字は「危険物屋外貯蔵所」とすること。
７ 架台
政令第１６条第１項第６号関係

・架台

規則第２４条の１０関係

・屋外貯蔵所の架台の基準

(1) 架台の高さは、地盤面から架台の最上段までの高さとし、危険物を収納する容器は、架台の最上段を越え
て貯蔵しないこと。 ◇
(2) 「屋外貯蔵所の架台の構造及び設備の基準」については、屋内貯蔵所の例によること。
（平成 8 年 10 月 15 日消防危第 125 号通知 「危険物施設の消火設備、屋外タンク貯蔵所の歩廊橋及び屋内貯蔵所の耐震対策に係る運用について」）

(3) 「風荷重」については、屋外タンク貯蔵所の例によること。 ◇
＜架台の例＞
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８ 塊状硫黄のみを貯蔵する屋外貯蔵所の基準
政令第１６条第２項関係

・硫黄のみを貯蔵する場合

規則第２４条の１１関係

・シートを固着する装置

(1) 本項の基準は、
塊状の硫黄等
（第２類の危険物のうち硫黄又は硫黄のみを含有するものをいう。
以下同じ。
）
を容器に収納しないで、地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所について規定したも
のであり、貯蔵し又は取り扱うことのできる危険物は、塊状の硫黄等に限られるものであること。
（平成元年 3 月 1 日消防危第 14 号、消防特第 34 号通知 「危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について」）

(2) 原則として本項に規定する「囲い」は、政令第１６条第１項第３号の「さく等」に含まれるものではない
が、囲い相互間のうち硫黄等を貯蔵し、又は取り扱う場所の外縁部分にさく等を設ければ足りるものである
こと。
（昭和 54 年 7 月 30 日消防危第 80 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」）

＜さく等の設置例＞
囲い
さく

(3) 屋外消火栓設備を設置するものにあっては、当該屋外消火栓設備に設けるノズルは、噴霧に切り替えので
きる構造のものとすること。
（昭和 54 年 7 月 30 日消防危第 80 号通知 「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」）

(4) 屋外貯蔵所構造明細書については、囲いの内部の面積（２以上の囲いを設ける場合はそれぞれの囲いの内
部の面積及び貯蔵面積）を区画内面積の欄に、囲いの材質を、高さ、構造等をさく等の構造欄に記載するこ
と。
９ 高引火点危険物等の屋外貯蔵所の特例
政令第１６条第３項関係

・高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例

規則第２４条の１２関係

・高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例

政令第１６条第４項関係

・引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例

規則第２４条の１３関係

・引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例

(1) 高引火点危険物のみを貯蔵する屋外貯蔵所は、
政令第１６条第１項の基準又は同令第１６条第３項に規定
する基準のいずれかを選択してもよいものであること。
（平成元年 3 月 1 日消防危第 14 号、消防特第 34 号通知 「危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令等の施行について」）

(2) 規則第２４条の１３第１号に規定する「危険物を適温に保つための散水設備等」については、次による。
◇
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ア 適温とは、貯蔵する危険物に応じた温度とし、かつ、５５℃以下で管理すること。
イ 貯蔵容器の表面を一様に覆うように設置すること。
ウ 水源は上水道又は工業用水道で支障ないものとする。
エ 散水量は、危険物を適温に保つための量とし、以下の設備方式等とする。
(ｱ) 規則第３３条第１項第５号に規定する著しく消火困難な屋外貯蔵所については、自動散水方式（温
度センサー又はタイマー作動等）とする。
(ｲ) (ｱ)以外の屋外貯蔵所については、自動散水方式又は手動散水方式とする。
(2) 規則第２４条の１３第１号（散水設備等）及び第２号（流出防止の排水溝及び貯留設備）の基準について
は、当該各号に規定する危険物に対してのみ適用されるものである。
１０ 危険物以外の物品の貯蔵
規則第３８条の４第１項に規定される物品以外であっても、危険物の貯蔵に伴い必要なパレット等の貯蔵用
資材、段ボール等の梱包用資材、空容器類、フォークリフト等の荷役機器、油吸着マット等の防災資器材等に
ついては、次により必要最小限の量に限り存置できるものであること。
（平成 10 年 3 月 16 日消防危第 26 号 「屋内貯蔵所等における危険物以外の物品の貯蔵に係る運用基準について」）

(1) 貯蔵用資器材、梱包用資器材及び空容器類については、とりまとめて貯蔵し、危険物と相互に１ｍ以上の
間隔を置くとともに、積み重ねる場合は、周囲で貯蔵する危険物に悪影響を及ぼさないよう、積み重ね高さ
に留意すること。
(2) 防災資器材については、とりまとめて貯蔵し、危険物と相互に１ｍ以上の間隔を置くとともに、当該防災
資器材が使用できないときの代替措置が講じられているものであること。
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