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I ．検討の概要 

 

１． 検討の目的 

 

未曾有の大災害である東日本大震災の経験を踏まえ、東京都においては、被害想定

の見直し（平成 24 年 4 月）や地域防災計画の修正（平成 24 年 11 月）を行ってきて

いる。 
環境局においては、災害時における高圧ガス施設の安全性の確保や可搬性に優れる

ＬＰガスの活用の検討を行うこととした。 
「東京都防災対応指針」（平成 23 年 11 月）や「２０２０年の東京」への実行プログ

ラム２０１２（平成 23 年 12 月）の中で、「災害時における高圧ガス施設の安全性の確

保」、及び「災害時におけるＬＰガスの活用の検討」の 2 つの課題を掲げた。 
この検討を行うために、環境局環境改善部長の諮問機関である、本検討会を設置し

たところである。 
 

 

 

２． 検討の体制 

 

都内の首都直下地震等の発災時における高圧ガスの保安及びＬＰガスの活用に当た

り必要な事項について、専門的な見地から意見を聴くため本検討会を設置し、平成 24
年 10 月より 3 回にわたり検討を行った。 

 

 

 

３． 開催履歴 

 

 第 1 回（平成 24 年 10 月 25 日開催） 
・現状認識（既存の文献や調査の整理） 
・次回以降の検討の課題の抽出と方向性の提示 
 
 第 2 回（平成 25 年 1 月 31 日開催） 
・追加調査結果のとりまとめ（分析・整理等） 
・課題の整理及び対策の方向性検討 
 
 第 3 回（平成 25 年 3 月 20 日開催） 
・報告書のとりまとめ 
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