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１ 事業の背景 

（１）浜松市と中山間地域の概要 

浜松市は、静岡県西部に位置する人口約 80 万人、市域 1558.06  の政令指定都市で

ある。平成 17 年 7 月の 12 市町村合併により現在の浜松市となり、平成 19 年４月には、

政令指定都市へ移行して、市内に 7区（中区、東区、西区、南区、北区、浜北区、天竜

区）の行政区を置いている。 

各区のうち、天竜区と北区引佐町の北部（旧鎮玉村(しずたまむら)及び旧伊平村(い

だいらむら)）は、人口流出や少子化、高齢化が著しく、市の中心部から遠距離にあり、

都市部に比べて生活水準に格差がある地域でもあることから、浜松市中山間地域振興計

画（H27-H36）の対象地域として、浜松市の中山間地域に位置付けている。 

この中山間地域は、森林面積が約 9割を占め、住むことができる場所（可住地）は非

常に限られている。可住地面積は、中山間地域のうち、春野地域、佐久間地域、水窪地

域、龍山地域では 10％を下回っており、平地が少なく、急峻な地形に集落が点在してい

る。バスやタクシーなど公共交通機関が乏しい中山間地域では、自動車は必要不可欠な

交通手段である。 

また、天竜区のうち、春野地域、佐久間地域、水窪地域、龍山地域は、過疎対策自立

促進法（過疎法）の指定地域を受けている。 

  表 人口・高齢化率 

浜松市 中山間地域 天竜 春野 佐久間 水窪 龍山 引佐 

世帯数 335,073 13,540 7,503 1,840 1,755 1,064 326 1,052

人口 804,989 32,168 18,721 4,383 3,454 2,087 635 2,888

高齢者数 216,735 13,905 6,885 2,165 2,040 1,230 389 1,196

高齢化率 26.9% 43.2% 36.8% 49.4% 59.1% 58.9% 61.3% 41.4%

（平成 30 年 4 月 1 日 住民基本台帳より） 

表 可住地面積 （単位： ）

総面積 可住地面積 割合 

 浜松市全域 1,558.04 475.90 30.54%

中山間地域 1,065.04 112.75 10.59%

天竜地域 181.65 32.17 17.71%

春野地域 252.17 20.12 7.98%

佐久間地域 168.53 13.84 8.21%

水窪地域 271.28 8.37 3.08%

龍山地域 70.23 4.15 5.91%

引佐地域 121.18 34.10 28.14%

中山間地域以外 493.00 363.15 73.66%

 （浜松市中山間地域振興計画より） 
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（２）天竜区の SS（サービスステーション）の状況 

天竜区は、平成18年度には30か所のSSが営業していたが、

現在、営業している SS は 16 か所であり、SS の減少が急速に

進んでいる地域である。 

龍山地区では、すでに地区内に SS はなく隣接する天竜地区

の最寄りの給油所を利用している状況であり、次いで春野地域

では約７割にあたる 4か所の SS が廃業または休止している。 

SS 過疎地域は、「市町村内の SS が 3 か所以下または最寄り

の SS まで 15km 以上ある住民を抱える自治体」と定義される。

天竜区内では、春野地域、佐久間地域、水窪地域、龍山地域の

各地域で SS が 3 か所以下に該当する。 

最寄りの SS まで 15km 以上離れている住民が存在する集落

は、天竜区内 225 集落のうち、少なくとも 22 集落以上存在し

ていると推定され、急峻な地形が多く、主要道から離れた山上

の地域などは、15km 以内の道路距離であっても、1時間以上の

時間を要する集落もある。 

 表 天竜区内の SS と集落の状況 

※集落から最寄りの SSまでの道路距離を地図上で測定して推定  

SS の廃業は、自家用車へのガソリン等の給油だけではなく、農業機械への給油や移

動手段を持たない高齢者宅への灯油配送などに、支障をきたしている。 

このため、自治会や天竜区協議会などで SS 減少への対策がたびたび取り上げられて

いる。 

SS がなくなった龍山地域では、地域住民による SS 運営の検討がなされていたが、コ

ストへの懸念から断念している。また、SS が 2 か所まで減少し、うち 1か所は数年以

内に廃業の意向を示している春野地域では、自治会連合会から浜松市に要望書が提出

地域 
H18 

SS 数 

H28 

SS 数 

H30.3 

SS 数 

SS 
増減率 

(H18-H30) 集落数 
最寄 SSから 15km

以上離れた集落※

天竜地域 15 11 9 80 0 △40% 

春野地域 6 3 2 41 5 △67% 

佐久間地域 6 4 3 37 1 △50% 

水窪地域 2 2 2 33 8 - 

龍山地域 1 0 0 34 8 △100% 

合計 30 20 16 225 22 △47% 
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された。特に平成 28 年以降 4か所が廃業しており、急激な減少が、地域の不安につな

がっている。 

 表 天竜区内住民の SS に対する声

H26.8 

龍山地区（旧龍山村地域）の地域運営組織として NPO 法人ほっと龍山を設立す

る際、SS事業を行う事を検討したが、初期投資や消防法に対応するための、コ

ストに不安があり、事業化を断念。 

H28.9 
天竜区協議会において委員より「SS の減少により今後給油が出来なくなる事が

考えられるため、地域課題として意見を聞きたい」旨の問題提起があった。 

H28.10 

9 月の天竜区協議会での問題提起を受け、区振興課が区内の SS 設置状況の資料

提供と今後における支援の検討をして行く旨を回答。 

龍山地区の委員より「龍山地区は SS が廃業し無くなってしまった。高齢者など

は自宅消費用の燃料の調達に困っている」旨の発言があった。 

H29.7 
春野地区自治会連合会理事会では、減少する SS の対策として JA遠州中央に経

営を要望する方針を決めた。地域の SS 経営者 2名とも相談し、同意を得る。 

H29.12 
浜松市天竜区長に対し、春野地区自治会連合会から「天竜区春野町地内におけ

る自動車等の燃料給油所減少危機対応に関する要望書」が提出された。 

（３）天竜区での SS 新規建設について 

SS 新規建設には、多額のコストと共に、そのコストを回収する需要量が必要である。 

天竜区内の人口は現在、約 3 万人であり、今後も減少が続くものと推計されている。

少子高齢化に伴い、浜松市全体の人口も減少していくと考えられるが、高齢化率が高い

天竜区は、今後都市部と比べ特に急速に人口が減少し、平成 52 年には現在の半分以下に

なると予測される。人口減少に伴い、SS 建設によるガソリン等販売収入は、逓減が見込

まれる。 

 表 将来推計人口

H22 年 H27 年 H32 年 H37 年 H42 年 H47 年 H52 年 H57 年 
増減率 

H22-H57 

市全域 
800,866 796,490 784,867 768,049 747,511 723,542 694,887 664,406 △17% 

  -0.55% -1.46% -2.14% -2.67% -3.21% -3.96% -4.39%  

天竜区 
33,957 30,311 26,821 23,567 20,571 17,785 15,099 12,619 △63% 

  -10.74% -11.51% -12.13% -12.71% -13.54% -15.10% -16.42%

（浜松市の将来推計人口（平成 25 年 3 月推計）より） 
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一方、SS を新規建設する場合には、建物の建設や給油設備の設置等多額の費用が必

要となる。 

地下タンク１本、計量機各１基ずつという最低限の規格の SS でも、約 4～5千万円

超の設置費用となり、補助金を活用してもなお、約 2,400 万円～約 4,700 万円の事業

者負担が発生する（表）。また、開業後も、人件費や水道光熱費等の運営費他、消防法

や計量法に基づく点検や検定、設備の更新経費等が必要である。 

上記の状況により、天竜区における SS の新規建設は、コスト面や採算などの課題か

ら厳しい状況にあると見込まれる。 

SS が既に 1か所もない龍山地域では、地域運営組織として平成 26 年に NPO 法人が発

足しており、設立時に SS 事業を行う事も検討されたが、コスト面から不安があり、事

業化を断念している。 

表 SS を新規設置する場合の標準的な費用

ケース 規 格 総事業費 補助金 自己負担 

ケース 1 

敷 地   100.04 ㎡ 

タンク 20KL  １本 

計量機 マルチ １基 

    灯 油 １基 

44,281 千円 

5,000 千円 

～ 

20,000 千円 

24,281 千円 

～ 

39,281 千円 

ケース２ 

敷 地   148.84 ㎡ 

タンク 30KL  １本 

計量機 マルチ １基 

    灯 油 １基 

52,408 千円 

5,000 千円 

～ 

20,000 千円 

32,408 千円 

～ 

47,408 千円 

（SS 過疎対策ハンドブック（SS過疎地対策協議会）より） 

（４）天竜区での新たなガソリン供給モデルの検討 

SS 過疎地域である天竜区での新規 SS の設置は、初期費用や開業後の維持管理など、

多大なコストが負担となり、人口減少が進む中で、採算性に乏しく、民間企業や地域

の NPO 法人等による新規設置は困難である。仮に新規設置があった場合でも、SS は開

業後も維持管理に多大なコストが必要であり、安定・継続した事業の運営には条件が

厳しく、開業と廃業の繰り返しになる恐れがある。  

一方、中山間地域に居住する住民の安定的な燃料供給体制を維持するために、現行

の支援だけではなく、供給手段の多様化も含め、燃料供給拠点の整備・維持に係るコ

ストの低減が必要不可欠であり、現行の枠組みにとどまらない新たな燃料供給モデル

の確立が必要である。 

この新たな取り組みを検討するため、浜松市では、SS の減少が特に著しい春野地域

及び龍山地域において、経済産業省資源エネルギー庁の SS 過疎対策検討支援事業を

活用し、地下タンクを必要としない、タンクローリー直結型計量機を活用した、臨時

給油所を設置する中山間地域臨時給油所実証実験事業（以下、実証実験）を行うこと

とした。
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２ 中山間地域臨時給油所実証実験事業の実施体制 

（１）コンソーシアムの設置 

  ガソリンは、軽油や灯油の引火点が 40℃以上であるのに対し、-40℃以下と揮発性が

非常に高い。また、臨時給油所は、消防法で定める技術上の基準に合致しないことか

ら、消防法第 10 条第 1項のただし書きに規定される、危険物の仮取扱いでの運用とな

る。天竜区春野地域及び龍山地域で実証実験を実施する上で、住民生活に与える影響

が大きく、また十分な安全対策の担保を図る必要があることから、浜松市や揮発油販

売業者等が単独で実施することができない。 

地域における効率かつ安全な供給体制の検討をするため、実証実験にあたり、浜松

市、地元住民、地元事業者（揮発油販売業）、関係団体に加え、活用するタンクローリ

ー直結型計量機の開発企業も参画したコンソーシアム（天竜 SS 過疎対策検討会）を形

成した。 

表 コンソーシアム構成メンバー 

参加団体

１ 

名称 春野地区自治会連合会 

役職・名前 会長・渡辺 新五 

所在地 浜松市天竜区春野町堀之内９８１－１ 

参加団体

２ 

名称 特定非営利活動法人 ほっと龍山 

役職・名前 事務局長・松下 和明 

所在地 浜松市天竜区龍山町瀬尻 982-2 龍山森林文化会館内 

参加団体

３ 

名称 株式会社 西渡石油 

役職・名前 代表取締役・守屋 正徳 

所在地 浜松市天竜区横山町４３８－１５ 

参加団体

４ 

名称 静岡県石油商業組合、静岡県石油業協同組合 

役職・名前 理事長・鈴木 裕司 

所在地 静岡市駿河区緑が丘町１－３ 

参加団体

５ 

名称 横田瀝青興業 株式会社  

役職・名前 代表取締役社長・横田 勝好 

所在地 姫路市飾磨区細江９９５ 

代表団体 

名称 浜松市 

①
役職・名前 市民部長・山下 昭一 

所在地 浜松市中区元城町１０３－２ 

②
役職・名前 天竜区長・岡部 昌之 

所在地 浜松市天竜区二俣町二俣４８１ 

オブ 

ザーバー

名称 浜松市消防局 

役職・名前 消防局次長（予防課・課長）・ 伊藤 晃 

所在地 浜松市中区下池川町１９－１ 
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 コンソーシアムの位置づけ 

表 コンソーシアム開催 

回 内容 

第１回（11 月 1 日) 実施計画の確認・調整、予定機器の確認 

第２回（12 月 11 日） 実証実験の状況報告（現場開催） 

第３回（ 2 月 13 日） 実証実験の実施・検証結果の報告 

（２）実証実験の実施事業者 

   本事業は、天竜区春野地域及び龍山地域で設置する臨時給油所で、一般車両等へガソ

リンを給油する実証実験であるため、調達から運営まで一括した安全管理を図ることが

できる、揮発油販売業者でなければ実施できない。 

この実証実験を行うためには、必要な危険物取扱者の人員の確保が見込まれること

に加え、既に地域住民に対してガソリンや灯油販売等の実績があるなど、実施地域の

実状に精通していることや、地域住民及び団体等と連携が必要である。 

   また、2地域（春野地域・龍山地域）に跨る実証実験となるため、非常時に直ちに対

処する危機管理体制を構築できる、各地域に近い場所に本社を置いていることが条件と

なる。 

   このため、実証実験の業務について、天竜区横山町に本社を置く株式会社 西渡石油

に浜松市から委託を行った。 
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株式会社 西渡石油について

①所在地 

   浜松市天竜区横山町４３８－１５ 

②代表者名 

代表取締役  守屋正徳 

③経営規模 

   株式会社組織だが、経営する SS は 1 店舗のみ。4名体制で運営。 

（代表取締役 1 名、正規従業員 2 名、非正規従業員 1 名） 

④営業日時 

・営業日  毎日営業 ※年末年始除く 

・営業時間 7 時～18 時 

⑤取扱油種 

  ・レギュラーガソリン、軽油、灯油、重油、混合燃料  

・車両等のメンテナンス（点検、パンク修理、オイル交換等） 

⑥沿革 

昭和 30 年頃 地元居住の経営者が、当所で大洋石油として創業 

平成 4年 11 月 
創業者が高齢等により経営困難となり、その設備等を引き継ぎ、西渡石油

として経営開始 

平成 24年 8 月 
現給油所と併せて経営していた、天竜区佐久間地域内のガソリンスタンド

を廃業 

⑦商圏の状況 

給油所を利用しているのは、概ね次の地区の人々であり、地区唯一のガソリンス

タンドとなっている。地区の面積は 100  にも及び、広大な商圏を専有していると

はいえ、圏内人口は 1,500 人程度。 

龍山地区 320 世帯 616 人 

横山地区 213 世帯 524 人 

小川地区 73 世帯 184 人 

雲名地区 72 世帯 185 人 

計 678 世帯 1,509 人 

  （商圏の特記事項） 

   ・地区の高齢化は著しく、軽自動車を保有する者の割合が高くなり、1台当たりの給

油量が少なくなっている。 

・周辺には多くの入込がある観光資源はないため、給油者の大半は地元住民である。 

・市街地へ通勤している若年層は、都市部の安価な SS で給油している。この多量給

油層は当所をサブ的給油所として利用している。 

・西渡石油から他 SS までの距離は、南隣は 10 ㎞、北隣は 25 ㎞離れている。地域住
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民の極めて重要な給油拠点となっているとともに、ここの存廃は住民生活の維持に

も直結する。 

⑧経営の概要 

品目別年間取扱量（概算） 

一日取扱量 年換算取扱量 

ガソリン 1,100 ㍑／日 385,000 ㍑／年 

軽油 800 ㍑／日 280,000 ㍑／年 

灯油 300 ㍑／日 105,000 ㍑／年 

重油  ㍑／年 1,500 ㍑／年 

その他 50 ㍑／日 17,500 ㍑／年 

計 789,000 ㍑／年 

※年換算取扱量＝1日取扱量×350 日 

 （経営・地域性の特記事項） 

  ・小規模 SS であるが、地域住民の生活や地域の産業に不可欠な存在であり、地域

に根差した SS である。 

・都市部の SS と比較すれば小規模であり、給油所取扱量は極めて少ない。 

・年間取扱量のうち約半分を占めるのはガソリンであるが、公共事業（道路等）の

現場で稼働する重機への軽油配達、及び木材運搬用トラックへの軽油の給油の割

合が高く、年間取扱量及び収益率等を考えれば、ガソリン偏重では経営は成り立

たない。 

・給油所における輸送費等の諸環境を鑑み、ガソリン価格は浜松市都市部より 5円

程度高く設定。 

・灯油は、地域周辺には高齢世帯が多く、冬季の配達販売需要が大きい。 

・重油は、地域の基幹的農作物であるお茶の加工場における燃料需要（ボイラー用

重油）が、茶摘みの時期である 5月に発生。 

・地域の地場産業である農林業等に使用する刈払機やチェンソーの混合燃料に使用

するための携行缶への給油件数も多い。   
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３ 臨時給油所実証実験を取り巻く状況 

（１）消防法、関係法令等の規制 

  タンクローリー直結型計量機を使用した臨時給油所の実証実験にあたり、遵守すべき主

な関係法令等や参考としたガイドライン等については以下のとおり。 

①消防法 

消防法(昭和 23 年法律第 186 号)の規定により、指定数量（ガソリン 200 リットル、

軽油・灯油 1000 リットル）以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵し又は製造所、

貯蔵所及び取扱所以外の場所で取り扱うことはできない。 

ただし、事前に所轄消防長又は消防署長の承認を受けた場合は、10 日以内の期間に

限り、指定数量以上の危険物を、仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる。（消防法第

10 条第 1項） 

このため、大量の危険物を臨時的に、貯蔵又は取り扱う場合、その地域を所管する消

防長又は消防署長に対しての、危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認申請が必要とされてい

る。 

②浜松市 

（②-1）「浜松市危険物の規制に関する規則」（昭和 60 年浜松市規則第 31 号）において

仮取扱いについて規定している。 

消防法（抜粋） 

第三章 危険物 

第十条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危

険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)

を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び

取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又

は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮

に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。 

浜松市危険物の規制に関する規則 

第 2条（仮貯蔵又は仮取扱いの承認)） 

 法第 10条第 1項ただし書の規定により危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受

けようとする者は、危険物／仮貯蔵／仮取扱い／承認申請書(第 1 号様式)に仮貯

蔵又は仮取扱いの場所の案内図、見取図及び構造設備の概要図を添えて消防長に

提出しなければならない。 
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(②-2)「危険物審査基準」において、危険物の仮取扱いの承認申請に対する審査基準が示

されている。

③消防庁 

（ⅰ）「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」

（平成 25 年 10 月 3 日付け消防災第 364 号・消防危第 171 号）にて、震災時等における

危険物の仮貯蔵・仮取扱い等に関するガイドラインが提示されている。 

≪ガイドラインでの主な提示項目≫ 

・共通対策 

危険物の取扱場所（可燃性蒸気対策）、保有空地の確保、標識等の設置、流出防止

対策、火気使用の制限、静電気対策、消火設備の設置、危険物取扱者の立会い等、

二次災害の発生防止、安全対策を講ずる上で必要な資機材等の準備について 

・危険物の取扱い形態に着目した特有の対策 

移動タンク貯蔵所等から直接ガソリンを給油する場合においての留意事項が示さ

れている。 

・申請手続きに関する留意事項の列挙（実施計画書例の提示や繰返し承認など） 

(ⅱ)「危険物規制事務に関する執務資料について」（平成 30 年 12 月 18 日付け消防危第

226 号）にて、災害時に可搬式の給油設備を移動タンク貯蔵所に接続して給油を行う

ための実施計画の承認例示が示された。 

（通知別紙「災害時に可搬式の給油設備を移動タンク貯蔵所に接続して給油等を行うための

仮取扱いの実施計画について」より） 
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（２）タンクローリー直結型の計量機『どこでもスタンド』について 

 ①名  称 ： 緊急時用計量機「どこでもスタンド」 

 ②開発業者 ： 横田瀝青興業 株式会社 

         （所 在 地）兵庫県姫路市飾磨区細江 995 番地 

（代表取締役）横田勝好 

 ③製 造 者 ： 日立オートモティブシステムズメジャメント株式会社 

 ④主な仕様 ：  

外形寸法（mm） W1500×H1786×1000 ※架台含む 

電源 AC 100V、消費電力 600W 以下 

操作部表示 7 セグ LCD 

入力 10 キー＋リモコン 

集計 ID 毎の累計量を表示 

給油 ID＋パスワード入力で給油 

プリンタ ID 毎の給油量・合計給油量を印刷 

伝票 給油伝票０～２枚印刷 

周囲温度 -20℃～40℃ 

その他 操作ロックキー、緊急停止ボタン等 

（パンフレットより抜粋） 

⑤性能評価 ： 平成 30 年 11 月 危険物保安技術協会 評価 

 ⑥導入実績 ：・平成 28 年 12 月姫路市が災害時の公用車給油を目的として導入 

        ・平成 28 年 10 月 NTT 西日本・ドコモ合同防災訓練で使用 

        ・平成 28 年 11 月近畿地方整備局・大阪府・堺市合同総合防災訓練

で使用 

（横田瀝青興業 株式会社より提供） 
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４ 中山間地域臨時給油所実証実験事業 

（１）臨時給油所の概要

  ①場所 

  本事業の目的は、今後、中山間地域の住民の生活を維持していくために、供給手段

の多様化の一つとして臨時給油所の検証を行うものであり、常用での活用を想定する

ため、春野地域及び龍山地域において、複数か所及び複数回の実証実験結果を得る必

要があった。 

   このため、春野地域及び龍山地域から各 2か所（休止中 SS や地域の協働センター駐

車場、空地）を選定した。 

臨時給油所の位置図・写真 

場所 地区 町名 タイプ 地盤 

旧塩崎石油 龍山 龍山町大嶺  休止中 SS 施設 ｺﾝｸﾘｰﾄ 

春野協働センター駐車場 春野 春野町宮川  駐車場（空地） ｱｽﾌｧﾙﾄ 

旧瀬尻バス反転地跡地 龍山 龍山町瀬尻  空地 ｱｽﾌｧﾙﾄ 

旧 JA 熊切支店跡地 春野 春野町石打松下 空地 ｱｽﾌｧﾙﾄ 
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②実施期間 

平成 30 年 11 月 19 日～平成 31 年 1 月 31 日のうち、消防法第 10 条第 1項ただし書

きの規定に基づき、浜松市消防長の承認（危険物の仮取扱い承認）を受け、10 日以

内毎に実験場所を移動し、21 日間（週連続 3日、平日）実施。 

時間は、準備・撤収を含めて日出から日没までに確実に実施できる 10 時から 15

時までとした。ただし、一日の計画給油最大量を 2トンとして、実験日当日の燃料補

給は行なわず、タンクローリーの積載燃料が空になった時点で実験を終了する。 

場所 月 日 時間 

旧塩崎石油 11 月 19 日（月）、20 日（火）、21日（水） 

10 時 

～ 

15 時 

春野協働センター駐車場 12 月 
4 日（火）、 5日（水）、6日（木） 

11 日（火）、12 日（水）、13日（木） 

旧瀬尻バス反転地跡地 

1月 

8 日（火）、 9日（水）、10日（木） 

15 日（火）、16 日（水）、17日（木） 

旧 JA 熊切支店跡地 
22 日（火）、23 日（水）、24日（木） 

29 日（火）、30 日（水）、31日（木） 
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③人員体制 

どこでもスタンドの開発業者である横田瀝青興業 株式会社が作成した「安全

な取扱いと安全対策の手引き」を参考とし、実証実験実施事業者が、危険物取扱

者免状（乙 4）の保有者を含む最低 5名（現場監督、タンクローリー（移動タン

ク貯蔵所）管理、給油、交通誘導）を配置した。また、アンケート調査員と料金

徴収担当を、必要に応じて追加配置した。 

    ・現場管理責任者※  1 名 

    ・給油作業者※    2 名（移動タンク貯蔵所の管理含む） 

    ・交通誘導員     2 名 

    ・アンケート調査員  1 名 

    ・料金徴収担当    1 名（必要に応じ配置） 

   ※現場管理責任者及び給油作業者は、危険物取扱に関する有資格者 

 ④安全対策 

臨時給油所の設置にあたり、講じた安全対策は以下のとおり。 

・給油場所は、危険物の規制に関する政令第 9条第 1項第 1号に定める技術上

の基準による場所とする。 

・給油場所から 6ｍ以上の保有空地（又は管理区域）を確保する。 

※旧塩崎石油は、防火壁等の設備を考慮してこの限りではない。 

・移動タンク貯蔵所と計量機がホースで接続されている間は、移動タンク貯蔵

所のエンジンを停止する。 

・車両への給油及び携行缶への注油作業を行わない時は、移動タンク貯蔵所の

吐出弁を閉鎖しておく。 

・電気設備は、電気工作物に係る法令の規定による防爆構造の電気機器とする。 

・計量機、移動タンク貯蔵所及び危険物運搬容器は、駐車場内のアース設置可

能な設備と確実に接続しアースを確保する。 

・臨時給油所内は、火気厳禁とすると共に、係員以外の者をみだりに出入させ

ない。なお、顧客については、給油及び注油の作業前に、保有空地外の安全

な場所に待機させ、給油等の作業終了後、安全を確認し保有空地内へ誘導す

る。 

・給油中の自動車等以外は、保有空地外で待機させる。 

・給油中は、自動車等のエンジン停止を厳守する。 

・危険物を取り扱う作業者は静電安全作業服、静電安全靴、静電反射ベストを

着用し、給油及び注油の作業を行う際には必ず、静電気除去パット等により

除電する。 

・給油行為中は、ノズル部分に吸着マット等を添えて漏えい防止対策をする。 

・消火器（ABC10 型）3本を設置する。 

・危険物の流出防止対策として、地盤面に帯電防止処理済み防炎防水シート及
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び帯電防止吸着シートを二重に敷き、計量機及び移動タンク貯蔵所の周囲を

棒状吸着材で囲い、また、給油車両の給油口の下に吸着マットを敷く。 

・吸着マット（50 枚）を作業箇所の付近に用意する。 

・移動タンク貯蔵所は、臨時給油所の業務終了後、計量機と切り離して、積載

の残量がある場合は空にし、常置場所へ毎日戻る。 

・臨時給油所で使用する計量機、接続ホース、移動タンク貯蔵所その他の設備

は、使用する前に点検を実施する。 

・臨時給油所の実施時間外は、計量機を専用カバーで被った上、Ａ型バリケー

ドで四方を囲むとともに、収納庫に鍵を施錠し、盗難等の防止を図る。 

 ⑤設置手順 

給油場所の内、計量機及び移動タンク貯蔵所を設置する場所は、帯電防止処

理済み防炎防水シートの上に帯電防止吸着シートの二重敷とする。 

※帯電防止吸着シートは、隙間なく敷き詰め帯電防止粘着テープで止める。 

※シートが風の影響を受けないようにブロックで必要な箇所を押さえる。 

上記のシート上に計量機と移動タンク貯蔵所を設置する。帯電防止吸着シー

ト上からはみ出さないように、計量機及び移動タンク貯蔵所の周囲を棒状吸着

材でつなぎ、簡易防油堤を作る。 

移動タンク貯蔵所に輪留めを確実に設置する。 

給油場所の周囲に、火気の使用及び人の出入り等を制限する空地（「保有空地」

又は「管理区域」）を設け、A型バリケードおよび反射標識ロープ等により他

の部分と区画する。 

 ※保有空地（又は管理区域）内には、不必要な物件を置かない。 

吸着マット（50 枚）はあらかじめ作業箇所の近傍に取り出して用意しておく。 

消火器（ABC10 型）3本を防護対象物までの歩行距離が 20ｍ以内になるように

設置する。 

標識・掲示板を装着した資材収納庫を給油場所の近傍の見やすい場所に置く。 

保有空地外にアース設備（100Ω以下）を確保し、アース線は、A型バリケー

ド等で保護する。 

  ※旧塩崎石油は、既存の給油所アース設備と確実に接続 

計量機の電源は、発電機を使用し、保有空地外に設置する。 

  ※発電機は高さ 60ｃｍ以上のしっかりとした台の上に置く。 

計量機の電源ケーブルは地盤面上に敷設し A型バリケードで保護する。 

  ※保有空地内に電源ケーブルの接続点を設けない。 

計量機と移動タンク貯蔵所を注入ホースで接続する。 

完成 
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 ⑥設置手順（写真） 
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    その他（参考） 
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 ⑦住民周知 

   毎回の実証実験前に、広報用のチラシを作成し、春野地域及び龍山地域それぞれ住民

回覧、協働センターでのチラシ配架、自治会連合会で周知した。また、地域の同報無線

により周知した。 

年 日付 周知方法 内容 

平成

30 年 

11 月 5 日 
住民回覧で周知 

（龍山①） 

龍山地区住民（約 300 世帯）向けに旧塩崎石

油での実証実験チラシを回覧 

11 月 10 日 天竜区住民周知 
天竜区役所で開催された「みんなでまちづく

りトーク」で天竜区住民向けにチラシを配架

11 月 20 日 
春野地区自治会連

合会で周知 

春野協働センターで開催された春野地区自

治会連合会の役員向けに説明 

11 月 20 日 
住民回覧で周知 

（春野①） 

春野地区住民（約 1700 世帯）向けに、春野

協働センターでの実証実験チラシを回覧 

12 月 3、4 日 

  10、11 日 
同報無線で周知 

春野協働センターでの実証実験の前日及び

初日に地域内の同報無線で実施の案内 

12 月 20 日 
住民回覧で周知 

（龍山②） 

龍山地区住民（約 300 世帯）向けに、旧瀬尻

バス反転地での実証実験チラシを回覧 

12 月 20 日 
住民回覧で周知 

（春野②） 

春野地区住民（約 1700 世帯）向けに、旧 JA

熊切支店跡地での実証実験チラシを回覧 

平成

31 年 

1 月 7、8日 
同報無線で周知 

（龍山②） 

旧瀬尻バス反転地での実証実験の前日及び

初日に地域内の同報無線で実施の案内 

1 月 18 日 

・春野地区自治会

連合会で周知 

・住民回覧で周知 

（春野②） 

・春野協働センターで開催された春野地区自

治会連合会の役員向けに説明。 

・熊切地区住民（約 300 世帯）向けに再回覧

1月 21、22 日 

   28、29 日 

同報無線で周知 

（春野②） 

旧 JA 熊切支店跡地での実証実験の前日及び

初日に地域内の同報無線で実施の案内 


