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出所：石油統計年報、エネルギー統計年報（資源エネルギー庁）

H30～34年度は第5回石油市場動向調査ワーキンググループ資料（平成30年4月5日）
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 ガソリン需要は今後５年で１割以上減少。

油種別販売量推移（ガソリン・軽油・灯油）
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 全国のサービスステーション（ＳＳ）数は1994年度末のピークに比べて約半数まで減少
（2017年度末時点で30,747箇所）。

 ガソリン販売の需要量は､少子高齢化や自動車の燃費向上等といった構造的な要因により、今後
も減少傾向（年▲2.3％）が続く見込み。

 また、商品の差別化が困難であることから、価格競争が激化。特に人口減少が激しい地域ではSS
の収益率が低下。

石油流通サプライチェーンの維持

（出典）
・平成２４年度～平成２８年度実績値：「資源エネルギー統計」資源エネルギー庁
・平成２９年度～平成３４年度想定値：「石油製品需要見通し（平成３０年４月）」石油製品需要想定検討会

【ガソリン販売量の推移】

（単位：千KL）

は実績
は見通し

販売量実績値：▲7.0％
（平成24年度、平成28年度比較）

想定値：年平均▲2.3％、
全体で▲11.1％見込み

（平成29年度～平成34年度比較）

45,000

47,000

49,000

51,000

53,000

55,000

57,000

59,000

【ＳＳ数及び石油販売事業者数の推移】

（出典）資源エネルギー庁調べ
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SS過疎地問題の現状

 高齢者への冬場の灯油配送や自動車へのガソリンの給油などに支障を来す「SS過疎地問題」は全国的課題。

市町村内のSS数が3か所以下の自治体として定義した「SS過疎地」は、全1,718市町村のうち312市

町村（平成29年度末時点）。

 SS過疎地等に位置するSSに対する今後の事業継続意志についてのアンケートでは、「継続する」が72％で

あったが、他方で「未定」が19%、「廃業を考えている」が9％にのぼった。

 石油製品需要の減少が引き続き見込まれる中、地域住民の生活環境の維持や災害時の燃料供給拠点を

確保する観点からも、地域毎に持続可能な燃料供給体制の確保に向けた早急な取組が求められる。

SS過疎地等に位置するSSの今後の事業継続意思ＳＳ過疎市町村数の推移

出所：SS過疎地実態調査（平成28年度資源エネルギー庁委託）

●下記条件に該当する給油所(1,436か所)に対して郵送によるアンケート調査、および
未回答者に対する電話ヒアリングを実施。1,436か所中1,041か所から回答を取得。
 市町村内のSS数が３か所以下の市町村に位置するSS
 居住地から一定道路距離圏内にSSが存在しない地域に位置するSS

（※選択肢3.は、自由回答内容に基づき
他の回答に振り分けを実施）

（図中の数字は
上段：回答数,
下段：%）

平成27年度末 平成28年度末 平成29年度末

０カ所 １１ １２ １０

１カ所 ７１ ７５ ７９

２カ所 １００ １０１ １０３

３カ所 １０６ １１４ １２０

合 計 ２８８市町村
（＋５）

３０２市町村
（＋１４）

３１２市町村
（＋１０）

４
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①経緯

 8年前にSSが廃業し、最も近いSSまで13キロ離れてしまった

ため、地元住民にとって不便な状態が続いていた。

 すさみ町は、将来想定される震災対応の拠点を整備するた

め、 平成27年に「道の駅すさみ」に隣接する閉鎖中のSSを

買い取り、町営のSSとして再建した。

【事例１】
和歌山県すさみ町
～自治体によるＳＳ再開～

【再開したＳＳ】 【隣接する道の駅すさみ】

②取組内容

 すさみ町は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎

地 域自立促進計画において、SS存続に向けた供給体制

構築の検討を位置づけた。

 資源エネルギー庁の補助金（約2千万円）も活用し、 町

が地下タンクを入れ換えるなどSSの整備を実施した。

 地場のSS事業者である堀谷石油が、指定管理者となり、

平成29年2月16日に運営を開始した。

SS過疎地域でのSS維持に係る取組事例①
【事例２】

①経緯

北海道占冠村(トマム地区)
～地方自治体と地域住民によるSS再開～

 北海道占冠村トマム地区では、平成25年３月末に唯一のSSが

閉鎖し、ガソリン給油するには30ｋｍ離れたSSに行かなければな

らなかったなど地域住民は不便を強いられてきた。

 村が実施した地区の住民アンケートにおいて、現在の暮らしでの不

満や不安について、食料品や日用品の購入に次いで、SSがない

ことに関する回答が多数あり。

 地域内住民の高齢化が進み小口の灯油配達の注文が多く、配

送にムラがあり負担も大きかった。

②取組内容
 村は住民の生活機能の維

持及び防災の観点から、SS  

施設の維持に向けて検討を

行いSS所有者と協議の後、

平成28年３月末に閉鎖SS 

を村が購入し公設民営SSと

して再開。

 地場のSS事業者である北

海石油が指定管理者となり、

平成29年10月に運営を開

始。

【公設民営方式で再開したSS】

７



【引き継いだＳＳ】
【日用品の宅配事業の様子】

【事例３】
奈良県川上村
～村が出資する一般社団法人によるSSの継承～

①経緯
 村内唯一のSSだった井上石油は社長夫婦で経営してきたも

のの、経営難に加えて後継者がいないことから、一昨年7月に

年内の廃業を決めた。
 危機感を抱いた川上村が、奈良県石油商業組合や全石連

の協力を得て協議会を立ち上げ、SSの存続のための方策を

検討した結果、川上村が出資する一般社団法人「かわかみ

らいふ」が運営を引き継ぐこととなった。

②取組内容
 かわかみらいふは、村民9名を雇用し、地元企業の吉野スト

アと連携した移動スーパー事業、ならコープと連携した日用

品・生活雑貨等の宅配事業等の買物弱者支援を手がけて

いる(内閣府の地方創生加速化交付金を活用した事業)。

 SS施設は井上石油が村に無償で譲渡し、井上社長夫妻

はSS運営・経営を引き続きサポートしている。

 昨年４月に公営のSSとして営業を開始した。

【事例４】
秋田県仙北市
～実証事業を活用した厳寒地におけるSS経営の多角化～

①経緯
 中央商会は、地域唯一のSSとして豪雪山間部の生活維持に不可欠

な存在であるものの、厳しい経営が続き、消防法規制対応の負担等

のため、存続の危機に直面していた。

 地域内住民の高齢化が進み小口の灯油配達の注文が多く、配送に

ムラがあり負担も大きかった。

②取組内容
 中央商会・全石連・資源エネルギー庁は仙北市と対応を協議し、

仙北市が対策のためのコンソーシアムを立ち上げた。

 中央商会は、資源エネルギー庁の予算を活用し、SSの地下タンクの

漏洩防止等を実施し、地域エネルギー拠点としての強化を図った。

 地域住民21世帯に灯油のホームタンク(200ℓ)を配置し、各家庭

の備蓄量を増やすことによって、大雪による孤立事態への備えを強

化するとともに、一回当たりの配送量を増やし、配送効率を向上。

 さらに、住民の協力も得ながら、配送する曜日を集約させるなどの実

証を実施した。

【中央商会のＳＳ】 【ホームタンクへの給油の様子】

SS過疎地域でのSS維持に係る取組事例②

８



SS過疎地対策における課題認識・検討プロセスの強化

 ４つのプロセスのうち、①課題の認識、②検討のプロセスが進んでいかない現状の改善が求められている。

 いざSSが閉鎖する段階になって、はじめて課題認識する事態を招いた場合、取り得る対策の選択肢が狭まり事
態打開がより一層困難となる。先行事例を見ても、数年にわたる丁寧な地元での調整があって可能となるアプ

ローチが多いことから、地元の課題を早期に見据えて共有し、計画を作り、実行に移していくことが求められる。

４段階のプロセス

関係者で協議
（協議会設置
も有効）

市町村毎の
対応策を検討
・目標期日
・目標SS数等

ＳＳ過疎地対策
計画の策定

SS過疎地対策協議会としての支援内容
・SSの販売量・経営継続見込み等の情報提供
・SS立地情報把握システムによる域内のSS立地の情報提供
・SS過疎地実態調査の結果報告の共有
・都道府県石油組合、関連石油元売会社等との橋渡し 等

課題認識・検討プロ
セスの強化

SS過疎地協議会
によるサポート

９
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SS過疎地対策に係る平成30年度の取組の進め方

 平成30年度当初予算において、自治体等によるSS過疎地対策に係るSS過疎地対策計画の策定を

補助する事業を予算措置。
 引き続き、SS過疎地における自発的な取組を促し、サポートしていくとともに、各自治体の進捗状況を

フォローアップしていく。加えて、先進的な過疎地のビジネスモデルの構築やコスト低減等に資する技術

開発等に係る実証を進めていく。

ＳＳ過疎地対策計画策定項目の一例

① 自治体の概況（人口、産業構造、地理的状況）
② 燃料供給の状況や需要・必要性の把握（油種別・用途別需要、SSがなくなった場合の影響）
③ 地域課題の整理（SSが抱える課題の把握、地域課題とのマッチング）

２. 現状把握

① 必要とされる燃料供給機能の特定
② SSとの協業・協調により解決が期待される地域課題の抽出
③ コスト減・効率化のための方策特定
④ 関係各所調整（行政各部局、住民、主要事業者、他SS事業者等）
⑤ インフラ・担い手の状況を加味した時間軸の設定

３.① 将来像の策定

自主行動計画の策定フロー

① 契機となるイベントおよびその時期を特定
② 5W1Hの明確化（何を、誰が、いつ、どこで、どのように実施するのかを明記）

３.② 実施予定事項の策定

① SS過疎対策の必要性
② SS過疎地対策計画の位置づけ
③ SS過疎対策により期待される効果
④ 計画策定のポイント

１. 計画策定の背景・趣旨
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No 申請者名 区分 事業名 事業概要

1
㈲座間味石油商会

(沖縄県座間味村)

再構築
（コンソーシアム）

座間味島における地上タンク設置による、
ガソリン安定供給の為の備蓄事業

地域住民の安全に配慮したガソリン地上タンクを設置し、村役場の緊
急時用ガソリンの備蓄及び島民・観光客の必要なガソリンの確保を図り
在庫不安を払拭する。

2
合同会社あば村

（岡山県津山市）

再構築
（コンソーシアム）

ＧＳを拠点とし、域外他事業種と連携
した地域生活支援再構築（買い物支
援＆見守り）実証事業

ＳＳを地域の拠点として、御用聞きによる日用品と灯油の同時配達
（混載用車両への改造）、効果的な注文・納品仕分け・配達の検討
を行い、経費削減や供給体制を構築する。

3 静岡県浜松市
再構築

（コンソーシアム）

タンクローリー直結型計量機を活用した
ＳＳ過疎地域での臨時給油実証実験
事業

タンクローリー直結型計量機による巡回給油を実施し、将来的にＳＳ
過疎地域の住民生活維持の手法として有効であることを実証する。

4
コスモ石油マーケティング㈱

（東京都港区）
技術開発

ＡＩによる自動給油許可システム構築
事業

現在、スタッフが担っているセルフＳＳの給油許可について、ＡＩ画像
認証等による自動給油許可システムを構築し、安全で的確なオペレー
ションモデルを可能にすることで、人手不足対策に資するとともに効率的
な保安体制の構築を図る。

5
コモタ㈱

（神奈川県横浜市）
技術開発

ＳＳゼロ自治体への仮設コンテナ給油
所の技術検証

ドイツ等で実装されているコンテナ型仮設給油所について、日本での安
全性と実用性の検証と、実装国と日本での法規制の違いを比較し国
内要件を検討の上、国内での運用に向けた検証を行う。

6
宮城県刈田郡七ヶ宿町
（かったぐん しちかしゅくまち）

計画策定
「住みたい」を支える燃料供給体制確
保計画策定事業

住民の燃料供給不安を払拭するために、需給の現状と見通しを把握し
課題を整理し、ＳＳの施設規模の適正化やミニＳＳ、ローコストＳＳ
の導入、需要家の利用促進策など、２か所の供給拠点を軸にした将
来にわたる燃料供給体制の構築を図る。

7
長野県下伊那郡売木村
（しもいなぐん うるぎむら）

計画策定 道の駅へのミニＳＳ設立

従来のSSの運営維持は困難となりつつあることから、村内唯一のＳＳ
を存続させるため、道の駅に併設するよう移設させるとともに、ミニSSとし
て必要最小限の備蓄・供給を行う過疎地仕様の運営形態を検討し、
効率的で持続可能な燃料供給体制の構築を図る。

8
長野県下伊那郡天龍村
（しもいなぐん てんりゅうむら）

計画策定 天龍村ＳＳ過疎地計画策定事業

現在設置検討されている村営スーパーでの行政サービスの提供、送迎
や移動販売にＳＳが連携し村民が安定的・持続的に燃料を確保でき
る体制を整備するなど、SSのサプライヤーとしての多機能化に向けた供
給体制の構築を図る。

平成３０年度 ＳＳ過疎地対策検討支援事業交付決定一覧



次世代燃料供給インフラ研究会について
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 国内需要減少が続く中、燃料供給インフラの効率的な維持と次世代化が課題。

 「次世代燃料インフラ研究会」を立ち上げ、人口減少・人手不足、EV・シェアリング・自動運転の

普及といったモビリティの革新、IoTの進展や流通の次世代化など、経済社会の変化や技術革新

の動向を踏まえ、こうした変化に対応した燃料供給インフラの在り方について議論。

＜テーマ①＞
過疎地や人手不足に対応
した燃料供給の在り方、
効率化・生産性向上に
向けた方策

＜テーマ③＞
EV・シェアリング・自動運転
の普及などのモビリティの
革新を見据えた次世代の
燃料供給インフラの在り方

＜テーマ②＞
流通・物流など地域の
サプライチェーンを支える
産業と燃料供給インフラの
在り方

＜３つの構造変化に対応した燃料供給インフラの在り方を検討＞

過疎化・人手不足 流通の次世代化 モビリティの革新
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 郵便局 24,046か所

 スーパーマーケット 18,491か所

地域を支えるサプライチェーンの課題

 コンビニ 57,052か所

 LPガス販売事業所 19,024か所

 ガソリンスタンド
30,747か所

 宅配事務所 7,612か所

（出所）
・ガソリンスタンド：資源エネルギー庁調べ（揮発油販売事業者登録数）
・LPガス販売事業者数：経済産業省調べ（LPガス販売事業者数）
・宅配事業者数：ヤマト運輸事業者数及び佐川急便支店･営業所数(公表ベース)の合計
・コンビニ店舗数：フランチャイズチェーン統計調査
・スーパーマーケット店舗数：統計・データでみるスーパーマーケット
・郵便局：郵便局局数情報（オープンデータ）

 過疎化や人手不足は、地域を支えるあらゆるサプライチェーンに共通の課題。



①過疎化への対応・人手不足の克服

［2］IT等の新しい技術を積極的に活用し、人手不足の克服、業務の効率化と安全性の向上を実現。

●セルフSSにおいては、現在、直接
監視または監視設備を設けて給

油
許可を行っている。

●給油許可を行うための人員が必要
であり、人手不足の状況の中、効
率的な人員配置が難しいケースも
生じている。

セルフSS給油許可装置の一例

（株式会社タツノ提供）

【IT機器の活用可能性】 セルフSSにおける監視、給油許可

SSにおける取扱い商品の見積、販売、

会計

車検、車両整備に関するプロモーション

クレジットカードIC化に伴う決済端末と

しての活用

→ IT等の技術を柔軟に取り入れることができるよう環境整備が必要

［1］過疎地SSは元々高コスト構造。設備コストを下げ、需要減少の中でもできる限り事業継続を図る。

→ 地上タンクの活用など供給方法の柔軟化が必要（過疎地と都市部では密度の違いもあり、必要な安全水準も異なる）

項目 零細過疎地SS SS全国平均

月間燃料油販売（3油種合計） 29.6kL/月 131.4kL/月

従業員数（派遣含む） 2.9人 4.9人

Lあたり物流費
3.6円/L(ｶﾞｿﾘﾝ)
4.3円/L(灯油)
3.2円/L(軽油)

約1.5円/L
（関係者ヒアリング）

Lあたり人件費 18.3円/L 6.7円/L

（出所）三菱総合研究所 平成28年SS過疎地実態調査
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②「地域のサービス拠点・総合エネルギー拠点」を目指して

●SSの「ワンストップ・サービス拠点化」により、地域のサービス拠点として地域住民の生活を支え、災害時にも「最後
の砦」として、防災拠点になる。総合エネルギー拠点として次世代のエネルギーにも対応。

→ 給油所敷地の利用について、安全確保を大前提としつつも、より柔軟な対応が必要。
また、地域ごとに異なる運用も改善の必要。

ＬＰガス

自動車整備

当ＳＳ海抜
8.5m

災害時に
頼りになる
拠点 リサイクル品等の

地域物流一時集
積拠点

簡易郵便局の併設や
利便性がある宅配ボッ
クスを設置

灯油と共に
物品をお届け
する機能

総合エネルギーで、併
設された
「道の駅」の
拠点性能を高める

地域の物産販売・
宿泊取次等の観光
サービスを提供

小規模・分散型の
地域エネルギーのハ
ブ

レンタサイクル

クルマ販売、Ｅ
Ｖ充電、シェア
リング、レンタ
ル拠点

リサイクル
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次世代燃料供給インフラ研究会報告書の概要
 燃料供給インフラの効率的な維持と次世代化に向け、過疎化・人手不足等の足下の課題克服や中長期的な産業

構造変化に対応した、燃料供給インフラの発展的な持続可能性と将来像を提示。
 その実現に向けて、保安規制の見直しの必要性等を提言。

※本研究会は本年２月に設置、６月５日に取りまとめの議論（計５回開催）

短期的な課題＜足下の状況＞
①過疎化への対応

地域ではSS過疎地問題が深刻化。供給手法多様化によりインフラ維持

コスト低減の必要性

②人手不足への対応

深刻化する人手不足の対応に向け、保安対応を含めた業務効率化の

必要性

③生産性の向上

需要減少下での事業継続に向け、生産性向上の必要性

中長期的な課題＜産業構造変革の可能性＞
①地域を支えるサプライチェーンの垣根の低下

コンビニ、郵便局、宅配など地域を支える財・サービスの供給拠点との機

能融合が進む可能性

②IoT等の技術活用によるビジネスモデルの転換

オンデマンド、データ活用など新たなビジネスモデルの可能性

③燃料次世代化への対応

既存インフラを効率的に維持し当面の需要に対応しながら、電気、水素

等の次世代燃料の普及にも対応する必要性

④モビリティの革新への対応

自動車の在り方が変化する中、幅広いモビリティサービスの中で燃料供給

の機能を捉える必要性

＜目指すべき将来像＞
(1)サービス拠点化
流通・物流、生活・行政サービス、防災・
エネルギー等様々な機能融合による「地域
のサービス拠点化」

(2)デリバリー機能強化・IoT活用
家まで届ける機能を活かし、生活サービス
等との相乗効果による地域密着サービスの
展開、マルチサプライヤー化
IoT活用、共同配送・保安等による配送
合理化
ネット取引との連携、購買・在庫データ活
用等による新たなビジネスモデル展開

(3)モビリティサービスとの機能融合
地域の足を支えるモビリティサービスとの機
能融合。車両整備、事業運営等の一体
的なサービス提供、カーシェアとの機能融合

(4)簡素化
過疎地等の空白地域では、移動式給油
の活用や設備簡素化による低コストでの機
能維持を確保

＜実現に向けた課題＞
(1)地域の連携体制の構築
 地域一体となった燃料供給確保体

制の構築
(２)保安規制の見直し
 移動式給油の活用等多様な供給手

法の実現、配送合理化
 事業の効率化やビジネスモデル革新を

可能とするIoT機器等の活用
 サービス拠点化に向けた給油所敷地

利用柔軟化
 多様なエネルギーに対応するマルチス

テーションの実現
 セルフSSにおける安全かつ効率的な監

視体制の確立

(３)規制見直しに向けた実証等
保安当局も含めた国、自治体の適切
な連携・役割分担の下での新たな燃料
供給体制確立に向けた技術実証
今後３年間程度で規制見直しと必要
な実証を集中的に実施

燃料供給を取り巻く環境変化と直面する課題 対応の方向性と実現に向けた課題

 供給手法多様化によるインフラ維持コスト低減、IoT活用による人手不足克服
等で足下の課題を克服

 保安制約低減で新技術やビジネスモデル取り込みを可能とし、将来のあらゆる変
化にしなやかに対応

 現在の燃料供給インフラの担い手の生産性向上を伴う事業継続を同時に促進

 人口減少：過疎化、人手不足が深刻化し燃料インフラ維持が困難に

 技術革新：IoT等の技術革新により産業構造の変革期が到来

 エネルギー情勢変化：世界的に脱炭素化に向けた潮流
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平成31年度概算要求のポイント（石油流通関連）

89.5億円（84.4億円）

Ⅰ．SSの災害対応力等の強化 27.5億円（25.3億円）
（１）災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費 23.2億円（24.0億円）

（２）災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金 12.8億円（ 7.3億円）

（うち、石油タンク分） 4.3億円（ 1.3億円）

Ⅱ ．離島・SS過疎地対策、次世代燃料供給体制構築 51.6億円（47.6億円）
（１）離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業費（※１）

①離島のガソリン流通コスト対策事業費（※２）

②離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の構築支援事業費

③環境・安全対策等

40.5億円（44.6億円）

25.6億円（30.5億円）

0.7億円（ 0.7億円）

14.2億円（13.4億円）

（２）次世代燃料供給体制構築支援事業費 6.2億円（ 新規 ）

（※１） 平成30年度当初予算「47.6億円」のうち、「SS過疎地対策検討支援事業（3.0億円）」は「次世代燃料供給体制構築支援事業費」に新規事業として移管。

（※２） 別途、国庫債務負担行為（平成32年度支出予定）として「4.9億円」を要求。

Ⅲ．石油製品の品質確保 10.4億円（11.5億円）
（１）石油製品品質確保事業費補助金 10.4億円（11.5億円）

平成31年度概算要求額
（注） （ ）内は平成３０年度当初予算額
（注） 四捨五入等により、合計金額とずれあり

平 成 3 0 年 8 月
資 源 エ ネ ル ギ ー
庁 石 油 流 通 課
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災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の
整備事業費 平成31年度概算要求額 23.2億円（24.0億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

 災害時の石油製品の安定供給体制を構築するため、以下の事業を実施します。

（2）SSにおける災害対応能力強化に係る設備導入支援
「住民拠点SS」及び「中核SS」（※2）等のSSの保有在庫量を増加するため
の地下タンクの入換・大型化を支援します。

（1）自家発電機を備えた「住民拠点SS」（※1）の整備

近年、全国各地で自然災害が発生しており、災害時における燃料供給拠点と
してのサービスステーション（SS）の役割が高まっています。このため、こうしたSS
に、自家発電機を整備し、SSの災害時対応能力を強化します。

※1 自家発電機を備え、災害時にも地域住民の燃料供給拠点となるSS
※2 災害時に緊急車両等に優先給油を行うSS

成果目標

 本事業を通じ、災害時の燃料供給拠点となる「住民拠点SS」を平成31年度頃

までに8,000箇所整備するなど、石油製品の供給体制の構築を通じた災害対応

力の向上を目指します。

国
民間
団体等

補助(1)(2)(3)
（定額(10/10)）

揮発油販売
事業者等

補助(1)(2)
（10/10,3/4,2/3, 1/4）

（1）自家発電機を備えた「住民拠点SS」の整備

地下タンクの入替・大型化

災害対応設備の導入

・鋼製一重殻タンクの撤去及び
大型二重殻タンクの設置

・自家発電機の導入

災害対応能力強化のための研修・訓練

（3）緊急時の石油製品供給に係る研修・訓練事業

災害時の石油製品の
安定供給体制を構築

（2）SSにおける災害対応能力強化に係る設備導入支援

・熊本地震時の
SS混雑の様子

内殻

外殻

検知層

（3）緊急時の石油製品供給に係る研修・訓練事業
住民拠点SS等における災害対応実地訓練及び自家発電機の点検研修等を
実施します。

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320
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災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な
燃料備蓄の推進事業費補助金 平成31年度概算要求額 12.8億円（7.3億円)

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

災害時において、道路等が寸断した場合に、サービスステーション

（SS）やLPガス充てん所などの供給側の強靱化だけでは燃料供給が

滞る可能性があることから、需要家側においても自家発電機等を稼働

させるための燃料を「自衛的備蓄」として確保することは、災害時におけ

る施設機能の継続を確実にする有効な方策です。平成28年4月の熊

本地震においても、その有用性は実証されています（※）。

※ 熊本市内の病院が、停電時に本事業の支援を受けて設置した石油タンクと自家

発電機を使用して、業務を継続しました。

 このため、避難所や病院等の社会的重要インフラ等への燃料備蓄を推

進すべく、LPガスタンクや石油タンク等の設置を支援します。

成果目標

避難所や避難者が多数発生する商業施設・病院などの民間施設等へ

の導入を促進するため、社会的重要インフラにLPガス・石油製品の「自

衛的備蓄」を促し、災害対応力の強化を目指します。

国

補助

民間団体等

補助
(2/3、1/2)

民間企業等

分散型エネルギーであるLPガス・石油製品を利用した、LPガス
タンク、石油タンク、自家発電設備等の設置を支援します。

需要家側への燃料備蓄の推進

社会的重要インフラ

石油タンク 自家発電設備LPガスタンク

商業施設 病院・診療所 公共施設

多数の避難者、避難困難者が発生する施設

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320
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離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事業費
平成31年度概算要求額 40.5億円（44.6億円）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国
民間
企業等

事業イメージ

事業目的・概要

 離島・SS（サービスステーション）過疎地（※）等における石油製品の安定的かつ安

価な供給を確保するため、離島における本土からの輸送費等の追加的なガソリンの流

通コスト相当分の補助や石油製品の安定供給体制等を構築する取組、SS過疎地

を中心としてSSの環境・安全対策等を支援します。
(※)SS過疎地：市町村内のSS数が3ヵ所以下の地域

成果目標
 本事業を通じて、 離島・SS過疎地等における石油製品の安定供給の実現を

目指します。

（３）環境・安全対策等

SS過疎地を中心として、SS設備に係る環境・安全対策や流通合理化対策

のため、

①地下タンクからの危険物漏えい防止のための補強工事や漏洩点検検査、

②地下タンク等の撤去、SSの統合・集約・移転等

を支援します。

（１）離島のガソリン流通コスト対策事業費

輸送形態と本土からの距離に応じて補助単価を設定し、ガソリン価格が実質

的に（流通コスト相当分）下がるよう支援します。

（２）離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の構築支援事業費

地域ごとに関係者（自治体、事業者（元売・地元販売店）、需要家など）

による検討の場を設け、石油製品の流通合理化策や安定供給体制を構築

する取組を支援します。

補助
（定額(10/10)）

補助
（10/10,3/4,2/3,1/4） 揮発油

販売事業者等

（３）環境・安全対策等

①漏えい防止対策,土壌汚染の早期発見
・内面ライニング施工
・電気防食システム設置
・精密油面計設置
・危険物の漏れの点検に
係る検知検査等

②タンク放置防止、SSの統合・集約・移転

（１）離島のガソリン流通コスト支援事業

（２）離島の石油製品の流通合理化策・安定供給体制の検討

島内油槽所や給油所の石油製品備蓄増強による安定供給体制の確立

石油製品の海上輸送・調達方法の見直しによる流通合理化 等

離島におけるガソリンの追加的な輸送コスト相当分を補助

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

（注）別途、国庫債務負担行為（平成32年度支出予定）として4.9億円を要求。
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次世代燃料供給体制構築支援事業費
平成31年度概算要求額 6.2億円（新規）

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

成果目標

本事業を通じ、過疎化や人手不足等に対応した新たな燃料供給体

制の確立を目指します。

資源エネルギー庁 石油流通課
03-3501-1320

事業目的・概要

過疎化・人手不足などの構造変化に対応し、地域の燃料供給拠点
の効率的運営・次世代化を図るため、以下の事業を実施します。

（1）次世代燃料供給体制確立に向けた技術開発・実証

過疎化・人手不足等の課題克服に向け、新たな燃料供給体制の確
立やビジネスモデルを構築するため、AI・IoT等の新たな技術も活用し
つつ、保安規制の見直しも視野に入れて、新たな技術の開発・実証
事業を行います。

（2）SS過疎地対策検討支援事業

SS（サービスステーション）過疎地（※）等における燃料供給拠点確
保に向けて、上記の新たな技術やモデルの活用も含め、自治体を中
心として、地元事業者・住民など地域一体となったSS過疎地対策計
画策定の取組を支援します。また、燃料供給の担い手確保の取組を
支援します。

（※）SS過疎地：市町村内のSS数が3カ所以下の地域

国 民間
団体等

補助(1)(2)
（定額(10/10)）

揮発油販売
事業者等

補助(1)(2)
（10/10）

（1）次世代燃料供給体制確立に向けた技術開発・実証

＜具体例＞

新たな燃料供給体制・ビジネスモデルの構築に向けて、 AI、IoT等の新たな技術
も活用しつつ、保安規制の見直しも視野に入れて、技術開発・実証事業を実施

過疎地等におけるインフラ維持コストの
低減に向けた移動式給油の実証

人手不足の克服に向けた画像認識・セン
サー・AI技術等の技術開発

（2）SS過疎地対策検討支援事業

４段階の
プロセス

関係者で協議
（協議会設置
も有効）

市町村毎の
対応策を検討

ＳＳ過疎地対策
計画の策定

課題認識・検討
プロセスの強化

自治体等によるSS過疎地対策計画の策定等を支援

＜SS過疎地対策検討・調査等＞
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