
特徴 危険物名 性質 特徴 注意！

特殊引火物 と 5
引火点：-20℃以下
発火点：100℃以下
沸点　：40℃以下

ジエチルエーテル
日光や空気に接触
→過酸化物を生じ、加熱・衝撃などで爆発

冷所遮光保管

二硫化炭素
引火点：-30℃
発火点：90℃
燃焼範囲：1〜50%

水より重く、溶けないので水中貯蔵
蒸気が有毒
特殊引火物で水に溶けないのは二硫化炭素だけ！

アセトアルデヒド 水に溶ける

酸化プロピレン 重合する性質がある（化合物になりやすい）
水に溶ける

第一石油類 い 2 21
引火点：21℃未満
指定数量：200ℓ
（水溶性は2倍！）

ガソリン
引火点：-40℃
発火点：300℃
燃焼範囲：1.4〜7.6%

オレンジ色に着色

アセトン 水に溶ける 特殊泡消化剤を使用する（水に溶けるから）

ベンゼン・トルエン 蒸気が有毒

ピリジン・メチルエチルケトン

アルコール あ 4

１分子を構成する炭素の原子
数が水に溶ける1個から3個ま
での飽和一価アルコール
指定数量　400ℓ
アルコールを水で希釈すると、
蒸気圧が低くなり、引火点は高
くなる

メチルアルコール 引火点　11℃ 毒性が強い

エチルアルコール 引火点　13℃ 無毒

第二石油類 に 1 70
引火点　21℃以上70℃未満
指定数量　1,000ℓ（水溶性なら2
倍）

灯油
引火点　40℃以上
発火点　220℃

軽油 引火点　45℃以上 淡黄色・淡褐色

氷酢酸（酢酸）
水に溶ける
水より重い
濃度4%が食酢

キシレン 3種の異性体
蒸気が有毒

クロロベンゼン・ギ酸

第三石油類 さ 2 200
引火点　70℃以上200℃未満
指定数量　2,000ℓ（水溶性は2
倍）

重油 発火点　250℃以上 燃え始めると消火が困難

クレオソート油 水より重い
黄色・暗緑色

グリセリン・エチルグリコール 水に溶け、水より重い

ニトロベンゼン 水より重い

第四石油類 よ 6 250 引火点　200℃以上250℃未満
指定数量　6,000ℓ

ギヤー油
シリンダー油
タービン油
モータ油

水に溶けない
水より軽い

動植物油類 ど 1 引火点　250℃未満
指定数量　10,000ℓ

アマニ油・キリ油 ヨウ素価130以上　乾性油 酸化熱で自然発火する

コーン油・ゴマ油 ヨウ素価100超130未満　
半乾性油

オリーブ油・菜種油 ヨウ素価100以下　不乾性
油



基礎物理・化学

燃焼方法 特徴 対象

蒸発燃焼
可燃性液体の液面から蒸発する可燃性蒸気が空気と混
合して燃える 第４類全て

分解燃焼 熱分解して発生する可燃ガスが先に燃焼するもの 木材・石炭・プラスチック

表面燃焼 固体のまま固体の表面で燃焼する 木炭・コークス

内部（自己）燃焼 酸素を含んでいる物質が、含有する酸素で燃焼 セルロイド・ニトロセルロース

潜熱 同じ温度で状態変化させるための熱 0℃の固体の氷を0℃の水に変えるための熱

顕熱 物体の温度変化に必要な熱

比熱 物質1gの温度を1K（1℃）だけ上昇するのに必要な熱量

熱容量
ある物体の温度を1k（1℃）だけ上昇するのに必要な熱量
を熱容量という

蒸気比重
蒸気が空気より重い場合は、蒸気比重は1より大きい
水の比重は1、4℃の時が一番比重が大きい 第４類は全部蒸気が空気より重い

比重（液比重） 水より軽いものは、比重が1より小さい 第４類は水より軽いものが多い 水より重い（二硫化炭素・氷酢酸・グリセリン）

水溶性 水に溶けるもの
水に溶けるもの（アのつくもの・酸化プロピレン・酢酸・
グリセリン）

燃焼の３要素 どれか一つをなくせば火は消える 可燃物＋酸素供給源＋点火源

引火点

発火点

沸点 液体の飽和蒸気圧と外圧とが等しくなるときの液温
※加圧すると高く、減圧すると低くなる
→高山で沸騰したお湯は100℃じゃない

比重

水の比重は1、4℃の時の比重が一番大きい
標準の空気の蒸気比重は1
第４類の蒸気比重は全て1以上で空気より重い

水素イオン指数（pH） 7が中性



取扱基準

許可もしくは届出された数量を超える危険物・又は届出された品名以外の危険物の
貯蔵・取扱は×
みだりに火気を使用しない・係員以外の者を出入りさせない

ためます又は油分離装置に溜まった危険物は、溢れないように随時汲み上げる

危険物のクズ・カス等は1日に1回以上、破棄等の処置をする

建築物等は当該危険物の性質に応じた有効な遮光・換気を行う

危険物が残存している設備・機械器具・容器等を修理する場合は、安全な場所で危
険物を完全に除去した後に行う

可燃性液体・蒸気等が漏れたり滞留する恐れがある場所で、火花を発する機械器具
などを使用しない

焼却する場合は、安全な場所で安全な方法等で行い、必ず見張り人をつける

貯蔵基準

貯蔵所においては、原則として危険物以外の物品を貯蔵しない

類を異にする危険物は、原則として同一の貯蔵所で貯蔵しないこと

屋内貯蔵所では、危険物の温度が55℃を超えないこと

危険物を保護液中に保存する場合は、保護液から露出しないようにすること

各タンクの軽量口は、使用する時以外は閉鎖しておくこと

防油堤の水抜口は、水抜きする時以外は閉鎖する

指定数量未満の危険物を貯蔵し取扱う場合の技術上の基準は、市町村条例で定め
る

運搬・積載

容器の材質は、鋼板・ガラス・プラスチック等。
陶器は使用×

運搬容器に記入不要：消火方法・容器の材質

運搬容器は、収納口を上方に向けて積載する

容器の積み重ね高さは、3m以下

混載禁止のもの→第１類・第６類とその他の類

指定数量以上の危険物を運搬する場合は、『危』の標識を掲げて、消化器を備える

危険物の運搬を行う場合、危険物取扱者免状はいらない
→移動タンク貯蔵所などで運ぶのは、移送
（危険物取扱者の同乗が必要）
→積み下ろしのときは危険物取扱者の立ち合いが必要

液体危険物は容器の内容積の98%以下の収納率で収納（固体は95%以上）、
かつ55℃の温度で漏れないように十分な空間容積を有する

保安距離

3 m以上 ７，０００Vを超え３５，０００Vまでの特別高圧架空電線

5 m以上 ３５，０００より大きい特別高圧架空電線

10 m以上 住居

20 m以上 高圧ガス施設

30 m以上
学校（高校以下）・映画館・病院・保護施設
…多数の人を収容する施設

50 m以上 重要文化財・史跡・重要美術品等の建物



免状関連

主な手続き 誰？ いつ？ 期限

交付 都道府県知事 免状をもらう時

書き換え
都道府県知事
（交付地・居住地又は勤務地） 氏名・本籍地・写真が10年経過した時

再交付
都道府県知事
（交付又は書き換えをした） 免状を亡失・汚損・破損等の時

再交付後
免状を発見した時

都道府県知事
（再交付した）

再交付後
免状を発見した時 10日以内に発見した免状を提出

不交付 都道府県知事

免状の返納を命じられて1年を経過していない
場合
消防法などに違反して、罰金以上の刑に処せ
られて2年経過していない場合

返納命令 都道府県知事

保安講習 都道府県知事
危険物作業に従事している時
（従事していなければ不要）

従事し出して1年以内
あとは3年に1回

製造所関連

製造所等の設置 市町村長の許可 製造所等を設置する時 位置・構造又は設備を変更する時も許可が必要

仮使用 市町村長の許可
変更部分以外の全部又は一部を仮に使用す
る場合

譲渡・引き渡し
市町村長に届出 遅滞なく届出が必要

用途の廃止

危険物保安統括管理
者・保安監督者の選
任又は解任 市町村長に届出 遅滞なく届出が必要

品名・数量・指定数量
の倍数の変更 市町村長に届出 10日前までに届出が必要

予防規定を作成・変
更 市町村長の認可

仮貯蔵・仮取扱
消防長・消防署長の承認
（承認は仮貯蔵・仮取扱の時のみ）

指定数量以上の危険物を10日以内の期間、
仮に貯蔵し取扱う場合

市町村長等…
消防本部及び消防署を置いている地域：その市町村長
置いていない地域：都道府県知事
２以上の都道府県にわたって設置される場合：総務大臣



予防規定

基本情報
製造所などの火災を予防するため、危険物の保安に関し必要な事項を定めたもの。
所有者等が作成し、経営者・従業員等が守らなければならない規定

作成・変更したら 市町村長に認可を受ける

決めること

危険物保安監督者が旅行・疾病で職務を行えない場合の代行者を選出
化学消防車の設置・自衛消防組織に関するもの
危険物保安に関わる作業に従事する者への保安教育に関すること
危険物施設の運転又は操作に関すること
顧客に自ら給油をさせる給油取扱所（セルフスタンド）にあっては、監視その他の保安
措置等について

危険物保安監督者

選任が必要な施設

製造所
屋外タンク貯蔵所
給油取扱所
移送取扱所

不要なのは移動タンク貯蔵所

条件 甲種・乙種のみ

お仕事 保安員や作業者に必要な指示を行う

選任・解任 遅滞なく市町村長等へ届出する

その他
危険物保安統括管理者…資格は不
要・市町村長等に届出が必要

定期点検

基本情報 製造所等の所有者等は、災害防止を図る必要がある

義務
製造者などの位置・構造及び設備を技術上の基準に適用するように維持管理する義
務がある

定期点検
移動タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所は必ず

点検者 危険物資格者＋保安員＋立ち合いを受けた誰でもできる

頻度 1年に1回以上、記録は3年間保存

点検記録

点検をした製造所の名称
点検方法
結果
点検実施者
点検年月日を記入

許可の取り消し又は使用停止命令←市町村長等が停止命令（主に施設に関わる違反）

製造所等の位置・構造・設備を無許可で変更

完成検査済証の交付前に使用した時、又は仮使用の承認を受けないで使用

市町村長等の修理・改造・移転命令に従わなかった

政令で定める屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安検査を受けていない

定期点検が実施されてない。点検記録の作成・保存がされていない。

使用停止命令←市町村長等（主に人的な違反）

危険物の貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反

危険物保安統括管理者を定めていない。又は、危険物の保安に関する業務を統括管理させていない。

危険物保安監督者を定めていない、又は危険物の保安の監督をさせていない。

危険物保安統括管理者、危険物保安監督者の解任命令に違反した。



危険物を扱う施設

特徴 備考 保安距離 保有空地（空地幅） 報知・警報設備 予防規定 危険物保安監督者

製造所 危険物を製造する施設

建築物は地階を有しない
壁・柱・床・屋根：不燃材料
窓・出入口：防火設備・網入りガラス
床：危険物が浸透しない・傾斜をつけ・
ためます（貯留設備）にする

◯

◯

指定数量10倍以下：3m以上
指定数量10倍超：5m以上

◯
△

指定数量の10倍以上の場合
◯

屋内貯蔵所
屋内の場所で危険物を貯蔵または
取り扱う施設

高さ6m未満の平屋建て
１，０００㎡以下
床：地盤面以上
指定数量の10倍以下ごとに区分・かつ、
0.3m以上の間隔をおいて貯蔵

◯

◯

指定数量5倍以下：不要
指定数量5倍超：

倍数によって1m〜10m以上

◯
△

指定数量の150倍以上の場合
×

屋外タンク貯蔵所
屋外にあるタンクにおいて危険物を
貯蔵し又は取扱う施設

防油堤の容量：当該タンク容量の110%以上
防油堤の高さ：0.5m以上
防油堤の材質：鉄筋コンクリート又は土
防油堤の水抜口は常に閉鎖

◯

◯

指定数量の500倍以下：3m以上
指定数量の500倍超：

倍数によって5m〜15m以上　

◯
△

指定数量の200倍以上の場合
◯

屋外貯蔵所

屋外の場所において
下記を貯蔵・取扱う施設
・第2類の硫黄
・引火性固体
・第4類の第一石油類
（引火点0℃以上のもの）
・アルコール類
・第二石油類
・第三石油類
・第四石油類
・動植物油類

容量：無制限
架台（重量物を設置する台）の高さ：6m未満

特殊引火物と引火点が0℃未満の第一石油類は
貯蔵・取扱できない

◯

◯

指定数量の10倍以下：3m以上
指定数量の10倍超：倍数によって

6m〜30m以上

◯
△

指定数量の100倍以上の場合
×

一般取扱所

給油取扱所
販売取扱所
移送取扱所
以外の施設
（危険物以外のものを製造したり、
危険物の取扱自体が目的）

◯ ◯ ◯
△

指定数量の10倍以上の場合
×

屋内タンク貯蔵所 × × ◯ × ×
地下タンク貯蔵所 × × ◯ × ×
移動タンク貯蔵所 × × × × ×
給油取扱所 × × ◯ ◯ ◯

販売取扱所 × × ◯ × ×

簡易タンク貯蔵所（屋外） × ◯ ◯ × ×

移送取扱所（地上）
配管及びポンプ等によって危険物を
取扱う施設
（危険物を取扱うのがメイン）

× ◯ ◯ ◯ ◯


