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２０２１年度事業報告書概要 

 

                       一般社団法人全国石油協会 

１．信用保証事業  

（１）債務保証事業の実績 

①保証実績   91 件  1,849 百万円   ②代位弁済  9件  90百万円   

（２）地区調査費の交付  1,910万円 

（３）揮発油販売業経営合理化基金の一部返納    

   ・「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準（平成 18年 8 月 15日 

「閣議決定」）に基づき、使用見込みの低い基金 22 億円を国庫へ返納。 

（４）石油製品販売業経営実態調査の実施    

   ・対象期間：２０２０事業年度     ・営業利益  赤字企業２３．６％ 

 

２．品質管理事業 

①給油所試買（揮発油、軽油、灯油） 

    ・分析件数 108,314 件 ・不適合数 230 件 ・試買対象給油所の重点化を実施。 

     ②重油試買  ・分析件数 7 件 ・不適合数 0件 

③特定加工場所の試買（揮発油・軽油）   ・分析件数 64件 ・不適合数 0件 

④品質試験室にて不適合試料の精密分析・成分分析・詳細分析を実施。   

・試買精密分析件数 249 件  

 

３．分析受託事業  

    ①分析受託事業の推進 

・分析受託給油所数 27,752 ヵ所  特定加工業者 29社 （2022 年 3月末） 

②石油製品の品質管理システムに関する技術調査等の共同事業の実施 

・一般財団法人ＪＣＣＰ国際石油・ガス協力機関の実施する産油・産ガス国産業基盤

整備共同事業を実施。 

・「石油製品の品質管理システムの構築・運用に関する共同事業Phase2」に参画し、

ミャンマー連邦共和国国営石油化学会社に Web meeting を中心として技術支援を

実施。 

・「石油製品の検査・試験管理システムの構築支援（ミャンマー）」に参画し、石油製

品規制管理局に対して Web meetingを中心として技術支援を実施。 

 

４．環境・安全等対策事業  

（１）構造改善等支援事業        

 ①環境保全・構造改善促進利子補給事業   

・利子補給金交付  349 件 96百万円 ・業務委託費の交付 43 万円 

②構造改善促進リ－ス助成事業   

・リース助成金交付  3件  2百万円  
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（２）環境・安全等対策基金の一部返納 

   ・基金事業が終了した構造改善促進リース助成事業のうち灯油配送合理化促進事

業に係る残余財産 1,031,648 円、石油製品販売業経営効率化促進事業に係る残

余財産 3,512,487 円を国庫へ返納。   

 

５．環境・経営支援事業 

（１）過疎地等における石油製品の流通体制整備事業（2021 年度予算：17.0 億円） 

・2021年度で、(1)地下タンク撤去と漏えい防止の工事についてはSSの立地地域に

応じた段階的な補助率の設定、(2)漏えい対策と地下タンク移設の工事について

は申請対象者を中小企業等に限定。 

①２０２０年度国庫債務負担行為分 

  ・補助金交付 ・件数 91件 ・交付額 408百万円 

  ・業務委託費の交付 147 万円    

②２０２１年度単年度分 

・補助金交付 ・件数 425 件 ・交付額  989百万円  

・業務委託費の交付 545 万円 

③２０２１年度国庫債務負担行為分 

・資源エネルギー庁による公募の結果、引き続き本会が事業を実施、事業実施 

に向け、SSの立地地域に応じた段階的な補助率を全国一律2/3の補助率とする

業務方法書の改正について、3月 16日付け経済産業大臣の承認を得て、3月 30 

 日より申請の受付を開始。 

④２０２２年度事業に向けた諸手続き 

・資源エネルギー庁による公募の結果、引き続き本会が事業を実施。 

（２）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（2021 年度予 

算：9.3 億円） 

・2021 年度は、地下タンク等の入換とべーパー回収設備について、 災害時対応

としての備蓄能力増強部分に対しての差分補助 

      ・前年度の対象設備である POSシステムとタンクローリーを削除。地下タンク等の

入換とべーパー回収設備について、申請給油所の要件は中核 SS、住民拠点 SS

又は BCP策定済みであることとした。 

①２０２０年度単年度（繰越し住民拠点）分   

   ・補助金交付  ・件数 313件  ・交付額 728 百万円 

   ・業務委託費の交付 140 万円   

②２０２０年度国庫債務負担行為分   

   ・補助金交付  ・件数  9 件  ・交付額  97 百万円 

   ・業務委託費の交付  15 万円    

③２０２１年度単年度分 

・補助金交付  ・件数 26件  ・交付額 170 百万円 

・業務委託費の交付  15 万円 

④２０２１年度国庫債務負担行為分 
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・資源エネルギー庁による公募の結果、引き続き本会が事業を実施。事業実施に

向け、地下タンク等の入換に係る補助対象経費について、容量増加分のみに対

する補助（差分補助）を全体補助とし、入換工事費のみに対する補助に加えて地

下タンク等本体経費を補助対象とするための審査判定基準の変更と、事業名細

目を「災害対応能力強化事業」とする等の業務方法書の改正について、3 月 18

日付け経済産業大臣の承認を得て、3 月 30 日より申請の受付開始。 

⑤２０２２年度事業に向けた諸手続き 

・2022 年度は、資源エネルギー庁による公募の結果、引き続き本会が事業を実

施。 

（３）石油製品安定供給確保支援事業 

①２０１９年度補正予算（繰越し）分 

     ・予算未執行約 2.6 億円分は繰越し手続きを経て、緊急配送用タンクローリー（機

動的燃料供給体制等構築支援事業）の追加受付を実施。 

・補助金交付  ・件数  443 件 ・交付額  297百万円 

※2020年度交付決定分 34 件 85百万円含む 

・業務委託費の交付 350 万円 

②２０２０年度補正予算分（令和 2 度補正予算：7.6億円） 

・地下埋設物等の入換等事業、べーパー回収設備整備事業及び事業再構築支援

事業（タブレット型給油許可システム、灯油タンク等スマートセンサー）に対する補

助事業。 

・補助金交付 ・件数 67 件 ・交付額 105 百万円 

・業務委託費の交付 35 万円 

（４）脱炭素社会における燃料安定供給対策事業（2021 年度補正予算：180億円） 

・本事業はカーボンニュートラル社会における石油製品の安定供給の確保を図る

ため実施する事業。資源エネルギー庁による公募の結果、本会が事業を実施。 

①交付規程の設定 

・事業実施に向け、新たに設定、3月 15日付け経済産業大臣承認。 

②事業概要 ＜補助対象者、補助対象設備、補助金上限額、補助率、その他＞ 

・申請資格者は給油所の運営者である揮発油販売業者又は施設の所有者、ⅴは

石油組合 

・補助率は中小企業等 2/3、非中小企業（地方自治体等含む）1/3、石油組合 2/3 

・補助金上限額 

ⅰ．ベーパー回収設備整備事業 

・中小 600万円/SS、非中小 300万円/SS（補助対象経費上限 900万円/SS） 

ⅱ．地下埋設物等の入換等事業 

   ・地下タンク及び配管：中小 3,000 万円/SS 非中小 1,500 万円/SS（同、

4,500 万円/SS） 

・配管のみ         ：中小 2,000 万円/SS 非中小 1,000 万円/SS（同、

3,000 万円/SS） 

ⅲ．地下埋設物等の撤去等事業 
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   ・撤去工事   ：中小 1,000万円 非中小 500万円/SS（同、1,500万円/SS） 

   ・FRP施工工事：中小 1,000万円 非中小 500万円/SS（同、1,500万円/SS）  

   ・電気防食工事：中小  500万円 非中小 250万円/SS（同、 750万円/SS） 

   ・精密油面計  ：中小  300万円 非中小 150万円/SS（同、 450万円/SS） 

・SIRシステム  ：中小  300万円 非中小 150万円/SS（同、 450万円/SS） 

ⅳ．省エネ型洗車機整備事業 

   ・中小 1,000万円/SS 非中小 500 万円/SS（同、1,500万円/SS） 

ⅴ．官公需システム整備事業  ・2,000万円/組合（同、3,000万円/SS） 

ⅵ．ＰＯＳシステム整備事業 

   ・POSシステム設置 

    セルフ SS：中小 1,000万円/SS 非中小 500万円/SS（同、1,500万円/SS） 

    フル SS  ：中小  300万円/SS 非中小 150万円/SS（同、 450万円/SS） 

   ・車番認証システム設置（デジタルサイネージ含む） 

     中小 300 万円/SS 非中小 150 万円/SS（同、450 万円/SS） 

ⅶ．省エネ型ローリー整備事業 

   ・タンク容量 10kl 未満： 中小 400 万円/SS 非中小 200 万円/SS（同、600

万円/SS）    

・タンク容量 10kl 以上： 中小 1,000 万円/SS 非中小 500 万円/SS（同、

1,500 万円/SS） 

ⅷ．タブレット型給油許可システム整備事業 

   ・中小 200 万円/SS 非中小 100 万円/SS（同、300 万円/SS） 

ⅸ．灯油タンク等スマートセンサー整備事業 

・中小 875万円    非中小 437.5 万円（同、1,312.5万円/事業者） 

     ・その他 

       ⅰ．事業継続計画書の提出（事業のⅲの撤去工事及びⅴ除く） 

       ⅱ．申請の上限は、登録事業者の運営給油所のうち２ヵ所までとし、１ヵ所あた

り４事業まで。  

（5）石油製品販売業早期復旧支援事業 

①２０２０年度予備費分（繰越し分） 

対象災害：「令和２年７月豪雨」 

・補助金交付  ・件数  3 件  ・交付額  36百万円 

 ６．燃料油価格激変緩和対策事業  

（１）コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業 

     ①交付規程の設定 

・事業の実施に向け、交付規程の設定、12 月 6日付け経済産業大臣承認。 

     ②業務委託 

      ・事務局として資源エネルギー庁の採択を受けた㈱博報堂と業務委託契約締結に

ついて、12月 8日付け経済産業大臣了解。 

     ③基金の造成 

     ・国のエネルギー特別会計より 12月 6日に 93億円、1月 13日に 500億円の補助
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金交付を受け、593億円で基金造成。 

（２）コロナ感染症及び国際情勢の緊迫化に伴う燃料油価格激変緩和対策事業 

①交付規程の変更 

・事業の拡充に向け、交付規程の変更、3月 29日付け経済産業大臣承認。 

    ②業務委託の変更 

      ・㈱博報堂と締結した業務委託契約の内容を一部変更。3月 29日付け経済産業大

臣了解。 

    ③基金の積み増し 

     ・3 月 14 日に国のエネルギー特別会計より 37,987,181,000 円、一般会計より

349,974,600,000 円の補助金交付を受けて基金を積み増し、基金総額

447,261,781,000 円（エネルギー特別会計分 97,287,181,000 円、一般会計分

349,974,600,000円）。 

④補助金交付（2021 年度） 

・補助金交付  ・件数 25件  ・交付額  1,927 億 87百万円 

※件数は申請した事業者数を指す。交付額は 2022年 1月～3月の販売分に対

する補助金の額。 

 ７．組織の運営等に関する事項  

（１）移行法人としての対応 

    ・内閣総理大臣宛「公益目的支出計画実施報告書等」を提出。 

（２）定款及び諸規程の一部改正 

①定款の一部改正 

  ・「コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業」の実施に伴い定款に当該事

業及び基金を追加。さらに基金を積み増し事業拡充した「コロナ感染症及び国

際情勢の緊迫化に伴う燃料油価格激変緩和対策事業」を実施することに伴い、

基金の名称を変更。 

②会計規程の一部改正 

       ・その他事業会計に「燃料油価格激変緩和対策事業会計」を追加し、基金の運

用に「燃料油価格激変緩和対策基金」を追加。 

③資産運用管理規程の一部改正 

・資産の区分に基本金「燃料油価格激変緩和対策基金」を追加。 

④委員会設置規約の一部改正 

  ・「脱炭素社会における燃料安定供給対策事業」の実施に伴い、当該事業の審

査委員会を追加。 

⑤組織規程の一部改正 

・「コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業」の実施に伴い、当該事業を

追加。さらに基金を積み増し事業拡充した「コロナ感染症及び国際情勢の緊迫

化に伴う燃料油価格激変緩和対策事業」の実施に伴い、事務分掌の事業名称

を変更。 

・「脱炭素社会における燃料安定供給対策事業」の実施に伴い、当該事業及び審

査委員会を追加。 
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（６）正会員異動状況 

・個人正会員 1名が退会し、2022年 3月末の会員数は、個人正会員 37名、 

団体正会員 96名、合計 133名。 

 

８．事業報告の附属明細書 

・「事業報告の内容を補足する重要な事項」は特になし。 

以 上 


