
 

東京２０２０大会における仮設発電施設に係る特例の適用要件 

 

１ 前提条件 

次の⑴から⑶までに示す項目全てが実施されていることを危政令第２３条又は条例第

３４条の４に基づく特例を適用するための前提条件とする。 

⑴ 防災・危機管理体制の確保 

ア 非常時の初動体制や連絡体制等が確保されていること。 

イ 関係者以外の危険物施設への立入りを制限する等、セキュリティ対策が図られて

いること。 

ウ 仮設発電施設で貯蔵し、又は取り扱う危険物は、軽油（第４類第２石油類）及び潤

滑油（第４類第４石油類）のみとし、一の許可施設の指定数量の倍数は１０倍未満で

あること。 

エ コントロールブース等を設置し、仮設発電施設の運転状況等を監視、制御する等、

適切な監視体制がとられていること。 

オ 設置から廃止までの期間は、仮設発電施設の稼働が想定されない期間も含め、チェ

ックリスト等を活用し、適切に警備、巡視等が行われていること。 

⑵ 燃料注入に対する安全対策 

ア 注入設備を複数の外部タンクで兼用する場合、以下の項目が実施されていること。 

ただし、注入設備の内部に油が存在しない場合を除く。 

(ｱ) 注入設備の脱着時や移動時において、注入設備内部に滞留した油が容易に流出

しないよう措置を講じること。 

(ｲ) 注入設備の移動距離は、最小限度とすること。 

(ｳ) 注入設備を移動するときは、第５種消火設備及び油吸着材等を携行すること。 

(ｴ) 注入設備を車両等に積載して移動するときは、落下、転倒、又は破損しないよ

う固定等の措置を講じること。 

(ｵ) 注入設備の移動の経路は、以下に示す場所を避けること。 

ａ 建築物内 

ｂ 観客や選手の通路（避難経路を含む。）及びその直近（速やかに横切る場合

を除く。） 

ｃ 注入設備から油が流出した際に、海、河川又は公共下水道に容易に流出する

ことが予想される排水溝等。ただし、土嚢の設置等、これらに流出しない措置

を講じた場合を除く。 

イ 注入設備は、燃料の注入時以外には発電機内蔵タンクと接続しないこと。 

ウ 注入設備を用いて、発電機内蔵タンクに対する注入行為以外の行為（車両等への給

油、移動タンク貯蔵所への注入、容器への詰替え等）を行わないこと。 



エ 競技会場等の敷地内において、発電機内蔵タンクや外部タンクへの注入行為を行

う移動タンクや移動タンク貯蔵所では、それ以外の行為（車両等への給油、容器への

詰替え等）を行わないこと。 

オ 必要な安全対策が講じられている場合を除き、稼働中の発電機内蔵タンクに注入

しないこと。 

⑶ 仮設発電施設の設置期間の限定 

仮設発電施設の設置期間は、原則、東京２０２０大会の準備期間及び開催期間中のみ

とし、大会終了後は速やかに廃止するものであること。 

２ 設置形態別の特例の適用要件 

  各法令基準に対して特例を適用する際は、次の表１から表１７までの必須項目に示す

全ての安全対策及び選択項目に示す安全対策のうち１以上のものが講じられていること

をその要件とする。 

⑴ 設置形態１により設置する場合 

 ア 保安距離（危政令第９条第１項第１号） 

表１ 保安距離に係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・火災時には防災センターや保安対象物に迅速に伝達し、的

確な避難誘導を行える体制を構築すること。 

・第４種消火設備及び警報設備を設置すること。 

選択項目 

・不燃材料で造った防火上有効な塀を設置すること。 

・保安対象物との間に延焼拡大要因となる建築物等を設けな

いこと。 

・保安対象物からの避難上支障となる位置に仮設発電施設を

設けないこと。 

 

イ 保有空地（危政令第９条第１項第２号） 

  表２ 保有空地に係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・路上等の工作物（街灯、道路標識、ポール、セキュリティー

フェンスの基礎部等）が保有空地内に入る場合は、消防活動等

に支障のない場所であること。 

・延焼拡大の恐れ又は出火危険のある路上等の工作物が保有

空地内に入る場合は、当該工作物を不燃材料のシート等で覆

うこと。 

 

ウ 設備周囲の囲い（危政令第９条第１項第１２号） 



表３ 設備周囲の囲いに係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・油吸着材を準備すること。 

・注入ノズルは注入ホースの先端部に開放の状態で固定でき

ない手動開閉装置を備えたものとすること。 

選択項目 

・流出した油が浸透することがない地盤面上に設置するこ

と。 

・発電機及び注入設備の周囲に鋼製の囲いや土嚢を設置する

こと。 

・排水溝付近を避けるなど、流出した油が拡散しない形状の

場所に設置すること。 

・発電機及び注入設備は鋼板等で作られた外箱により流出防

止が図られていること。 

 

エ 電気設備（危政令第９条第１項第１７号） 

表４ 電気設備に係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・発電機を稼働する可能性のある日には、１日に１回以上、

換気設備が正常に動くか動作確認をすること。正常に動かな

い場合には、当該発電機を稼働しないこと。 

 

オ 発電機内蔵タンクの構造（危政令第９条第１項第２０号、危政令第１１条第１項

第４号） 

表５ 発電機内蔵タンクの構造に係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・タンク板厚が３．２ミリメートル未満である場合は、発電機

内蔵タンクがコンテナ又はキュービクルの筐体内に設置され、

外部からの物理的な衝突を防ぐことができること。 

・水張検査又は水圧検査が実施できない場合は、発電機内蔵タ

ンクを収納する筐体は、タンク容量の１１０％以上の油を収納

でき、かつ、筐体内で油漏れが起きた場合、早期に発見できる

機能を有すること。 

・水張検査又は水圧検査が実施できない場合は、発電機内蔵タ

ンクが英国規格「ＢＳ７９９－５炭素鋼ストレージタンク」に

準拠して制作されていることが確認されていること。 

・水張検査又は水圧検査が実施できない場合は、実機の海外等



における使用実績等で発電機内蔵タンクから油が漏えいしていな

いことが確認されていること。 

 

カ 外部タンクの構造（危政令第９条第１項第２０号、危政令第１１条第１項第４号） 

  表６ 外部タンクの構造に係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 
・海外の規格の適合証等（ＩＢＣ容器の基準、BS EN 10028-3、

BS799-5、ＩＭＤＧ等の基準適合）があること。 

 

キ 発電機内蔵タンク及び外部タンクの耐震、耐風圧構造（危政令第９条１項第２０号、

危政令第１１条第１項第５号） 

表７ 発電機内蔵タンク及び外部タンクの耐震、耐風圧構造に係る特例を適用する

ための安全対策 

区分 安全対策 

選択項目 

・耐震及び耐風圧の計算を行い、転倒及び滑動するおそれがな

いことが確認されていること。 

・観客、選手等が使用する通路及び建築物、工作物等から３メ

ートル以上の離隔を確保するとともに、油注入時以外は、タン

クの蓋を閉めておく等、タンクから油が流出しない措置をとる

こと。 

 

ク 発電機内蔵タンク及び外部タンクの放爆構造（危政令第９条第１項第２０号、危政

令第１１条第１項第６号） 

表８ 発電機内蔵タンク及び外部タンクの放爆構造に係る特例を適用するための安

全対策 

区分 安全対策 

選択項目 

・上昇した圧力を有効に放出する安全装置等を設置すること。 

・発電機及び外部タンク付近で発生した火災等の熱影響を受

けないよう、防火上有効な塀を設けること。  

・発電機及び外部タンク付近で発生した火災等の熱影響を受

けないよう、発電機及び外部タンクの周囲に十分な空地を設け

ること。 

 

ケ  発電機内蔵タンクの通気管（危政令第９条第１項第２０号、危政令第１１条第１項

第８号） 

(ｱ) 無弁通気管が設置される場合 



表９ 発電機内蔵タンクの通気管（無弁通気管が設置される場合）に係る特例を

適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・通気管の直径が３０ミリメートル未満である場合は、タ

ンクに燃料を注入時、通気管に影響を与えないようホース

等による緊結注入を行わず、注入ノズルにより注入するこ

と。 

なお、移動タンク貯蔵所から指定数量以上のタンク容量

を有する発電機内蔵タンクへ注入ノズルによる注入を行う

場合は、消防法第１０条第１項ただし書きに規定する仮取

扱いによること。 

・通気管の先端が雨水の浸入を防ぐ構造でない場合は、こ

れまでの使用実績で、通気管の先端から危険物施設に影響

を与えるような雨水の浸入がないことが確認されているこ

と。 

・通気管の先端に引火防止装置がなく、通気管の先端が発

電機の外部である場合は、延焼のおそれが低い位置に通気

管先端があること。 

・通気管の先端に引火防止装置がなく、通気管の先端が発

電機の内部である場合は、発電機を稼働する可能性のある

日には１日に１回以上、換気設備が正常に動くか動作確認

をすること。正常に動かない場合は、当該発電機を稼働し

ないこと。 

 

(ｲ) 大気弁通気管が設置される場合 

表１０ 発電機内蔵タンクの通気管（大気弁通気管が設置される場合）に係る特

例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・通気管の先端に引火防止装置がなく、通気管の先端が発

電機の外部である場合は、延焼のおそれが低い位置に通気

管先端があること。 

・通気管の先端に引火防止装置がなく、通気管の先端が発

電機の内部である場合は、発電機を稼働する可能性のある

日には１日に１回以上、換気設備が正常に動くか動作確認

をすること。正常に動かない場合は、当該発電機を稼働し

ないこと。 



 

コ 外部タンクの通気管（危政令第９条第１項第２０号、危政令第１１条第１項第８号） 

表１１ 外部タンクの通気管に係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・通気管の先端が雨水の浸入を防ぐ構造でない場合、これま

での使用実績で、通気管の先端から危険物施設に影響を与え

るような雨水の浸入がないことが確認されていること。 

 

サ 発電機内蔵タンク及び外部タンクの防油堤（危政令第９条第１項第２０号） 

表１２ 発電機内蔵タンク及び外部タンクの防油堤に係る特例を適用するための安

全対策 

区分 安全対策 

必須項目 ・油吸着材を準備すること。 

選択項目 

・流出した油が浸透することがない地盤面上に設置すること。 

・タンクの周囲に鋼製の囲いや土嚢を設置すること。 

・排水溝付近を避けるなど、流出した油が拡散しない形状の場

所に設置すること。 

・タンクは鋼板等で作られた外箱により流出防止が図られて

いること。 

 

⑵ 設置形態２により設置する場合 

ア 一般取扱所 

一般取扱所とした発電機に特例を適用する際は、前⑴の発電機に係る安全対策の

ほか、危険物を取り扱う配管（危政令第９条第１項第２１号）に係る安全対策による

ものとする。 

表１３ 危険物を取り扱う配管に係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・支持物で支持できない場合は、配管の目視点検を適切に行う

こと。 

・火災等の熱により容易に変形するおそれがある場合は、配管

を不燃材料等で保護し、配管付近で発生した火災の熱影響を受

けないように設置すること。 

・水圧試験を実施できない場合は、配管の海外等における使用

実績等で油が漏えいしていないことが確認されていること。 

 

イ 屋外タンク貯蔵所 



屋外タンク貯蔵所とした外部タンクに特例を適用する際は、次の安全対策による

ものとする。 

(ｱ) 保安距離（危政令第１１条第１項第１号） 

前⑴、アのとおり 

(ｲ) 敷地内距離（危政令第１１条第１項第１号の２） 

表１４ 外部タンクの敷地内距離に係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 ・第４種消火設備を設置すること。 

選択項目 

・不燃材料で造った防火上有効な塀を設置すること。 

・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

い場所に仮設発電施設を設置すること。 

(ｳ)  保有空地（危政令第１１条第１項第２号） 

   前⑴、イのとおり 

(ｴ) 外部タンクの構造（危政令第１１条第１項第４号） 

前⑴、カのとおり 

(ｵ) 外部タンクの耐震、耐風圧構造（危政令第１１条第１項第５号） 

前⑴、キのとおり 

(ｶ) 外部タンクの放爆構造（危政令第１１条第１項第６号） 

前⑴、クのとおり 

(ｷ) 外部タンクの通気管（危政令第１１条第１項第８号） 

前⑴、コのとおり 

(ｸ) 外部タンクの防油堤（危政令第１１条第１項第１５号） 

前⑴、サのとおり 

 ⑶ 設置形態３により設置する場合 

前⑴の発電機に係る安全対策によるものとする。 

⑷ 設置形態４により設置する場合 

 ア 保有空地（条例第３１条の２第１項第２号ロ） 

   前⑴、イのとおり 

イ 設備周囲の囲い（条例第３１条の２第１項第２号ハ） 

表１５ 設備周囲の囲いに係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 ・油吸着材を準備すること。 

選択項目 

・流出した油が浸透することがない地盤面上に設置すること。 

・発電機の周囲に鋼製の囲いや土嚢を設置すること。 

・排水溝付近を避けるなど、流出した油が拡散しない形状の

場所に設置すること。 



・発電機は鋼板等で作られた外箱により流出防止が図られて

いること。 

 

ウ 電気設備（条例第３１条の２第１項第１２号） 

  前⑴、エのとおり 

エ 発電機内蔵タンクの構造（条例第３１条の２第２項第１号ロ） 

表１６ 発電機内蔵タンクの構造に係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・タンク板厚がタンク容量に応じて定められる厚さ未満であ

る場合は、発電機内蔵タンクがコンテナ又はキュービクルの筐

体内に設置され、外部からの物理的な衝突を防ぐことができる

こと。 

・水張検査又は水圧検査が実施できない場合は、発電機内蔵タ

ンクを収納する筐体は、タンク容量の１１０％以上の油を収納

でき、かつ、筐体内で油漏れが起きた場合、早期に発見できる

機能を有すること。 

・水張検査又は水圧検査が実施できない場合は、発電機内蔵タ

ンクが英国規格「ＢＳ７９９－５炭素鋼ストレージタンク」に

準拠して制作されていることが確認されていること。 

・水張検査又は水圧検査が実施できない場合は、実機の海外等

における使用実績等で発電機内蔵タンクから油が漏えいしていな

いことが確認されていること。 

 

オ 発電機内蔵タンクの耐震、耐風圧構造（火災予防条例第３１条の２第２項第１号ハ） 

  前⑴、キのとおり 

カ  発電機内蔵タンクの通気管（火災予防条例第３１条の２第２項第１号へからリま

で） 

表１７ 発電機内蔵タンクの通気管に係る特例を適用するための安全対策 

区分 安全対策 

必須項目 

・通気管の内径が２０ミリメートル未満である場合は、タン

クに燃料を注入時、通気管に影響を与えないようホース等に

よる緊結注入を行わず、注入ノズルにより注入すること。 

・通気管の先端が雨水の浸入を防ぐ構造でない場合は、これ

までの使用実績で、通気管の先端から危険物施設に影響を与

えるような雨水の浸入がないことが確認されていること。 



・通気管の先端に引火防止装置を設けることができない場合

は、延焼のおそれが低い位置に通気管先端があること。 

・通気管の先端の高さが地上又は床上２メートル未満である

場合は、通気管の先端から漏れ出る可燃性蒸気が滞留するお

それがない平坦で窪地等のない地盤面に発電機を設置するこ

と。 

 

キ 発電機内蔵タンクの防油堤（火災予防条例第３１条の２第２項第１号ワ） 

    前⑴、サのとおり 

３ 留意事項 

⑴ 保有空地（危政令第９条第１項第２号）について 

保有空地の地盤面及び上空の部分には物件等が介在しないものであること。ただし、

上空の部分については、樹木、街灯等が介在する場合で、延焼拡大、消防活動等に支障

ない場合には、この限りでない。 

⑵ 付加設置する第４種消火設備について 

ア 危政令第２０条に基づく、危規則第３４条第２項の規定により、第４種消火設備の

設置が義務である許可施設に対して、前２、⑴、ア又は⑵、イ、(ｲ)により第４種消

火設備を設置する必要がある場合は、付加して設置するものであること。 

イ 近接する複数の許可施設において、それぞれ第４種消火設備を付加設置する必要

がある場合は、当該消火設備を複数の許可施設から歩行距離が３０メートル以下と

なるように設けることができる場合に限り、兼用することができるものであること。 

⑶ 付加設置する警報設備について 

近接する複数の許可施設において、それぞれ前２、⑴、アにより警報設備を付加設置

する必要がある場合は、複数の許可施設を一の警報設備で警戒し、報知することができ

ると判断できる場合に限り、当該警報設備を兼用することができるものであること。 

 


