
参考資料２

発生日 都道府県 工事 ガス 人的被害 事故概要

1/6 長野
リフォー
ム工事

ＬＰガス 0

リフォーム業者がコンクリート製2階共用廊下に水道管を通すた
め、穴を開けようとしたところ、埋設されていたLPガス供給管を
損傷させ、ガスが漏えいした。

1/10 大阪 解体工事 都市ガス 0

他工事業者（解体工事業者）がバックホウで供給管継手部を破
損し、ガスが漏えいした。

1/13 愛知 水道工事 都市ガス 0

他工事業者が、一般集合住宅建物内の消火栓管漏水修理を
するために、コンクリートのコア抜き作業を実施していたところ、
誤って灯外内管（PE管75ｍｍ）を損傷させた。

1/16 神奈川 水道工事 都市ガス 0

水道改修工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動し
たところ、灯外内管が損傷していた。同工事業者によると原因
は他工事によると考えられる。

1/17 東京 解体工事 ＬＰガス 0

解体工事業者が空家の解体作業中、誤って供給管を損傷さ
せ、ガスが漏えいした。

1/18 東京
土質調
査・地盤
改良工事

都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
本支管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（地質
調査工事）によると考えられる。

1/19 東京 解体工事 都市ガス 0

通行人よりガス臭いとの通報があり出動したところ、灯外内管
から漏えいしていた。原因は他工事（解体工事）によると考えら
れる。

1/19 北海道
建物建築
工事

都市ガス 0

他工事業者から杭打ち工事をしていたらガス臭がするとの通報
があり、出動したところ、敷地内で150mm灯外内管（無装置管）
からのガス漏れを確認。漏えい箇所を掘削し、確認したところ
オーガーにより灯外内管のプラグを損傷し、工事のために開け
た孔が開口していることを確認した。

1/26 千葉 設備工事 ＬＰガス 1

設備工事業者が廃止されたボンベ庫の配管を電動工具で切断
したところ、配管にガスが入っていたため、切断の際に生じた火
花に引火して、作業者１名が負傷した。

1/26 京都 解体工事 都市ガス 0

他工事業者（解体工事業者）がセーバーソーで灯外内管を破損
し、ガスが漏えいした。

1/27 鹿児島 水道工事 都市ガス 0

道路工事業者が、本管のバイパスサドルの突起部分を重機で
損傷させたため、ガス漏えいが発生した。

1/28 大阪 解体工事 都市ガス 0

他工事業者（解体工事業者）がバックホーで灯外内管を破損
し、ガスが漏えいした。

1/30 千葉 外構工事 ＬＰガス 0

外構工事業者が掘削作業中に誤って埋設配管を損傷させ、ガ
スが漏えいした。

平成２９年の建設工事等におけるガス管損傷事故
（平成２９年１１月末現在）

※速報のため、内容が変わる可能性があります。



発生日 都道府県 工事 ガス 人的被害 事故概要

2/1 神奈川
道路舗
装・改修
工事

ＬＰガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
本支管端部のキャップが損傷していたため特定製造所内のバ
ルブを閉止し供給支障となった。原因は他工事（水道工事）によ
ると考えられる。

2/1 神奈川 下水工事 都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
本支管が損傷していた。原因は他工事（下水道工事）によると
考えられる。

2/3 福岡 解体工事 都市ガス 0

解体業者が建物解体中、サンダーにて灯外内管（白ガス管、口
径２５ｍｍ）を損傷し、漏出したガスに着火したことにより火災に
至った。

2/9 東京 基礎工事 都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
本支管が損傷していた。原因は他工事（建築工事）によると考
えられる。

2/10 長野 下水工事 ＬＰガス 0

下水工事業者が屋外トイレ新設のため、ロードカッターを用いて
作業をしていたところ、誤って埋設管を損傷させ、ガスが漏えい
した。

2/12 山形 不明 ＬＰガス 0

他工事業者が集団供給の供給管を誤ってバーナーで切断し、
ガスが漏えいしバーナーの炎が着火源となり火災となった。

2/13 山口 下水工事 ＬＰガス 0

集合住宅において、下水道工事のため重機で掘削したところ、
誤って埋設配管を損傷させ、ガスが漏えいした。

2/13 大阪
土質調
査・地盤
改良工事

都市ガス 0

他工事業者（建築工事業者）がバックホーで支管を破損し、ガス
が漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施された。

2/14 宮城 解体工事 都市ガス 0

所有者よりガス漏れの通報を受け、灯外内管破損箇所からの
漏洩を確認した。原因は他工事（解体工事）によると考えられ
る。

2/18 大阪 解体工事 都市ガス 1

他工事業者（解体工事業者）が敷地内へ重機車両を搬入した
際、埋設された灯外内管の上部を通過した時に、重機車両の
加重によりガス管継手部を破損し、漏えいしたガスに、電動ハン
マーの作業で発生した火花が着火したものと推定される。

2/20 福島 下水工事 ＬＰガス 0

下水道工事業者が誤って市道に埋設された戸建集合住宅への
供給管を損傷させ、ガスが漏えいした。

2/20 神奈川 基礎工事 都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
不使用灯外内管が損傷していた。原因は他工事によると考えら
れる。

2/23 北海道 解体工事 都市ガス 0

通行人から警察に通報があり、警察から入電を受けた消防より
「解体中の現場からガス臭及び噴出音有り」との入電を受け出
動。消防による粘土詰めによるガス噴出停止措置を確認後、歩
道を掘削し、供給管（ＰＥ）をスクイズオフ後、切断し、キャップ止
めにより措置をした。

2/24 京都 解体工事 都市ガス 0

他工事業者（建築工事業者）がバックホーで灯外内管を破損
し、ガスが漏えいした。



発生日 都道府県 工事 ガス 人的被害 事故概要

3/2 大阪
道路舗
装・改修
工事

都市ガス 0

他工事業者（下水道工事業者）がカッターで供給管（ポリエチレ
ンライニング鋼管）を破損し、ガスが漏えいした。

3/6 東京
その他他
工事

都市ガス 0

東京消防庁からガスが出ているとの通報があり出動したとこ
ろ、灯内内管が損傷していた。原因は他工事（シロアリ駆除工
事）によると考えられる。

3/6 大阪 解体工事 都市ガス 0

他工事業者（解体工事業者）がバックホーで灯外内管を破損
し、ガスが漏えいした。

3/6 三重 水道工事 ＬＰガス 0

水道事業者が漏水箇所特定の作業中誤って埋設配管を損傷
し、ガスが漏えいした。

3/7 兵庫 解体工事 ＬＰガス 0

解体工事業者が空き地で解体整地作業を行っていたところ、
誤って埋設管を損傷させ、ガスが漏えいした。

3/7 東京
建物改
修・改装
工事

都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
灯外内管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（解
体工事）によると考えられる。

3/8 埼玉 解体工事 都市ガス 0

団地解体に伴う団地内道路掘削時、ガス管をキズつけたとの
通報受付。現地調査の結果、他工事により本支管を損傷された
ことでマイコンメーターが作動し、近隣団地１棟３７戸の供給支
障が発生。

3/15 東京 解体工事 都市ガス 0

他工事業者よりビル解体中にガス管を損傷して着火したとの通
報。ビル解体中建設機械にて灯外内管を損傷し着火したもの。

3/23 大阪 基礎工事 都市ガス 0

他工事業者（建築工事業者）がコアドリルで灯内内管（ポリエチ
レン管）を破損し、ガスが漏えいしたため、周辺住民（１８名）の
避難が実施された。

3/24 奈良
リフォー
ム工事

ＬＰガス 0

リフォーム業者が無断で自動切替式の供給が行われている設
備の供給側容器を外したため消費者のガス使用により高圧
ホースからガスが漏えいした。

3/27 福岡 解体工事 都市ガス 0

戸建ての建物解体工事において、建物解体業者が基礎コンク
リート撤去作業中に基礎コンクリート中の灯外内管を損傷し、併
せて同位置付近に埋設の給水管を損傷。水道水がガス管に流
入して下流側のマンション（３１戸）に供給支障が発生。

3/30 東京 解体工事 都市ガス 0

消防からガス臭いとの通報があり出動したところ、灯外内管か
ら漏えい。原因は他工事（解体工事）によると考えられる。外面
修理テープ止め措置済み。３月３０日１９時１４分復旧済み（支
管上元プラグ止め）。

4/4 愛知
駐車場等
工事

都市ガス 1

駐車場の工事中に、内管他工事業者が灯外内管をサンダーで
切断し、漏えいしたガスに着火し作業員１名が火傷をしたもの。
この際に、ポストのダイヤル部及び雨どいの一部を焼損。

4/8 山形 解体工事 ＬＰガス 0

解体業者が車庫解体のため、コンクリート舗装を破砕した際
に、誤って埋設管を損傷させ、ガスが漏えいした。

4/8 新潟
電柱設置
工事

ＬＰガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
供給管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（電柱
工事）によると考えられる。



発生日 都道府県 工事 ガス 人的被害 事故概要

4/10 奈良 下水工事 ＬＰガス 1

下水道工事業者が作業中に誤って埋設管を損傷させ、ガスが
漏えいし、何らかの着火源により火災が発生し、作業員1名が
負傷した。

4/10 東京 下水工事 都市ガス 0

下水道工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動した
ところ、灯外内管が損傷していた。同工事業者によると原因は
他工事によると考えられるとのこと。

4/12 鳥取 水道工事 ＬＰガス 0

水道局による水道管漏えい修理工事の為、土間コンクリートは
つり工事中に埋設管を損傷させ、ガスが漏えいした。

4/25 埼玉 解体工事 ＬＰガス 0

解体工事業者が誤って埋設された供給管を損傷させ、ガスが
漏えいした。

5/5 東京
その他

（需要家）
都市ガス 0

消防署からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、灯
内内管が損傷していた。原因は需要家が誤って枝きりばさみで
損傷したもの。

5/8 静岡 外構工事 ＬＰガス 0

外構工事業者が駐車場造成工事の際に、重機で地面を掘り起
こしたことにより、埋設管を損傷させ、ガスが漏えいした。

5/12 広島 水道工事 ＬＰガス 0

水道工事業者が既設コンクリート解体の際に誤って埋設管を損
傷させ、ガスが漏えいした。

5/15 鳥取 解体工事 ＬＰガス 0

解体工事業者が基礎部分を切断中、誤って埋設管を損傷さ
せ、ガスが漏えいした。

5/16 大阪
建物建築
工事

都市ガス 0

他工事業者（建築工事業者）がオーガーで灯外内管を破損し、
ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施された。

5/17 東京 水道工事 都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
供給管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（水道
工事）によると考えられる。

5/18 山梨 下水工事 ＬＰガス 0

下水道工事業者がコンクリートはつり工事中に埋設管を損傷さ
せ、ガスが漏えいした。

5/27 東京 下水工事 都市ガス 0

下水道工事業者からガス臭いとの通報がありガス事業者が出
動したところ、本支管が損傷していた。同工事業者によると原因
は、下水道工事によると考えられる。

5/29 大阪
建物建築
工事

都市ガス 0

他工事業者（建築工事業者）がバックホーで灯外内管を破損
し、ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施され
た。

6/4 神奈川
その他

（需要家）
都市ガス 0

消防からガス臭いとの通報があり出動したところ、灯内内管が
損傷していた。需要家によると原因は（ＤＩＹ）によると考えられ
る。

6/5 鳥取 外構工事 ＬＰガス 0

外構工事業者が誤って重機で埋設管を損傷させ、ガスが漏え
いした。



発生日 都道府県 工事 ガス 人的被害 事故概要

6/9 沖縄 水道工事 ＬＰガス 0

他工事業者（水道事業者）がサンダーで誤って灯外内管を破損
し、ガスが漏えいした。

6/10 岡山 水道工事 ＬＰガス 0

下水道工事業者が配管を損傷させ、ガスが漏えいした。

6/10 神奈川
外構・門
扉工事

都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
灯外内管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（外
構工事）によると考えられる。

6/12 静岡 水道工事 都市ガス 1

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
灯外内管が損傷し、工事業者作業員１名が顔に軽度の火傷を
負っていた。工事業者によると原因は他工事（水道工事）による
と考えられる。

6/14 鳥取
リフォー
ム工事

ＬＰガス 0

リフォーム業者が給水管とガス管を間違えてセーバーソーで切
断し、ガスが漏えいした。

6/16 岡山 下水工事 ＬＰガス 0

下水道工事業者が誤って重機で埋設管を損傷させ、ガスが漏
えいした。

6/19 岡山 下水工事 ＬＰガス 0

下水道工事業者が誤ってコンクリートカッターで埋設配管を損
傷させ、ガスが漏えいした。

6/22 兵庫
道路舗
装・改修
工事

都市ガス 0

他工事業者（道路工事業者）がカッターで支管を破損し、ガスが
漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施された。

6/27 東京
建物改
修・改装
工事

都市ガス 0

東京消防からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
灯外内管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（改
修工事）によると考えられる。

6/29 岐阜 水道工事 都市ガス 0

一般住宅の敷地内において、井戸配管の撤去工事中に、施工
業者が間違えて配管を切断し着火。マイコンメーターが遮断し
て消火。給湯器用電気コンセント及び電気コードの一部を焼
損。

7/1 東京
整地・造
成工事

都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
供給管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（整地
工事）によると考えられる。

7/1 大阪
その他改
修工事

都市ガス 0

他工事業者（電気工事業者）がエアーチッパーで支管を破損
し、ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施され
た。

7/4 神奈川 解体工事 都市ガス 0

消防からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、灯外
内管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（解体工
事）によると考えられる。

7/7 大阪 解体工事 都市ガス 0

他工事業者（解体工事業者）がバックホーで灯外内管継手部を
破損し、ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施さ
れた。

7/8 千葉
その他

（需要家）
都市ガス 0

消防からガス漏えいによる火災との通報があり出動したところ、
灯外内管から漏えいしていた。原因はバーナーで除草作業中
に不使用管（ＰＥ）からの漏えいガスに着火したものと考えられ
る。



発生日 都道府県 工事 ガス 人的被害 事故概要

7/13 沖縄
建物改
修・改装
工事

ＬＰガス 0

屋根の補修業者が溶接作業を行っていた際、火花が容器周辺
に降りかかり高圧ホースが損傷してガスが漏えいし、溶接火花
に引火した。

7/15 埼玉 解体工事 ＬＰガス 0

解体業者が住宅解体中に誤って埋設管を損傷させ、ガスが漏
えいした。

7/19 奈良 解体工事 都市ガス 0

他工事業者（解体工事業者）がバックホーで灯外内管を破損
し、ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施され
た。

7/19 東京 解体工事 都市ガス 0

工事業者からガス臭いとの通報があり出動したところ、不使用
灯外内管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（整
地工事）によると考えられる。

7/19 大阪 解体工事 都市ガス 0

他工事業者（解体工事業者）がバックホーで灯外内管を破損
し、ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制及び周辺住民
の避難が実施された。

7/20 大阪 外構工事 ＬＰガス 0

外構工事業者が、ガス管が使用されていないと思いこみ、埋設
管立ち上がり部をサンダーで切断したところ、ガスが漏えいし、
サンダーの火花に着火した。

7/20 神奈川 水道工事 都市ガス 0

水道工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したと
ころ、本支管が損傷していた。同工事業者によると原因は他工
事（水道工事）によると考えられる。

7/21 大阪 水道工事 都市ガス 2

他工事業者（水道工事業者）がバックホーで供給管を破損し、
漏えいしたガスに、電動ブレーカーの作業で発生した火花が着
火したものと推定される。作業員２名が軽度の火傷を負った。

7/21 京都 水道工事 都市ガス 0

他工事業者（水道工事業者）がバックホーで供給管継手部を破
損し、ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施され
た。

7/24 神奈川 水道工事 ＬＰガス 0

水道工事業者が誤って埋設管を損傷させ、ガスが漏えいした。

7/28 東京 水道工事 都市ガス 0

マンション管理人からガス臭いとの通報があり出動したところ、
本支管から漏えいしていた。原因は他工事（水道工事）によると
考えられる。

7/29 岡山 下水工事 ＬＰガス 0

5月から6月にかけて行われた下水道工事により埋設管が損傷
し、ガスが漏えいした。

8/1 滋賀 解体工事 ＬＰガス 0

解体工事業者がバックホウにて家屋の解体作業中に灯外内管
を折損、LPガスが漏洩した。

8/2 埼玉 水道工事 ＬＰガス 0

水道工事業者が水道配管工事中に誤って埋設管を切断し、ガ
スが漏えいした。

8/2 群馬
集合住宅
管理会社

ＬＰガス 0

集合住宅の管理会社が草刈り機により露出配管を損傷させ、
ガスが漏えいした。



発生日 都道府県 工事 ガス 人的被害 事故概要

8/9 神奈川
外構・門
扉工事

都市ガス 0

横浜消防からガス管損傷との通報があり出動したところ、灯外
内管・灯内内管が損傷していた。工事業者によると原因は他工
事（外装工事）によると考えられる。

8/11 大阪 設備工事 都市ガス 0

他工事業者（衛生設備工事業者）がコアドリルで灯内内管を破
損し、ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施され
た。

8/17 福岡
駐車場等
工事

都市ガス 0

工事業者がマンション敷地内の駐車場整備工事に伴い、マン
ション１階店舗前のタイル部分を舗装カッターにより切断作業中
に土中に埋設された灯外内管を損傷した。

8/19 東京 解体工事 都市ガス 0

工事業者からガス臭いとの通報があり出動したところ、不明灯
外内管から漏えいしていた。原因は他工事（解体工事）によると
考えられる。

8/21 東京
その他

（需要家）
都市ガス 0

東京消防庁から需要家がガス管を損傷したとの通報があり出
動したところ、灯外内管が損傷していた。原因は需要家が除草
シートの固定ピンにて灯外内管を損傷したことによると考えられ
る。

8/23 埼玉 建設工事 ＬＰガス 0

建設工事業者が誤って重機で埋設管を損傷させ、ガスが漏え
いした。

8/23 大阪 解体工事 都市ガス 0

他工事業者（解体工事業者）がバックホーで灯外内管（アスファ
ルトジュート巻き鋼管）を破損し、ガスが漏えいしたため、周辺
道路の交通規制が実施された。

8/24 福島 下水工事 ＬＰガス 0

下水道工事業者が誤って埋設管を損傷させ、ガスが漏えいし
た。

8/25 茨城 下水工事 ＬＰガス 0

下水道工事業者が誤って埋設管を損傷させ、ガスが漏えいし
た。

8/27 東京 水道工事 都市ガス 0

東京消防庁からガス管損傷・ガス噴出との通報があり出動した
ところ、灯内内管が損傷していた。原因は他工事（水道工事）に
よると考えられる。

8/30 東京 解体工事 都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷し火が出たとの通報があり出動した
ところ、灯外内管が損傷し、壁及び屋根の一部が焼損してい
た。工事業者によると原因は他工事（解体工事）によると考えら
れる。

9/1 大阪
建物改
修・改装
工事

都市ガス 0

他工事業者（改築工事業者）がコンクリートカッターで灯内内管
を破損し、ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施
された。

9/11 埼玉 解体工事 ＬＰガス 0

解体工事業者が宅地内解体工事の際、誤って露出配管を損傷
させ、ガスが漏えいし、何らかの火に着火した。

9/11 大阪 水道工事 都市ガス 0

他工事業者（水道工事業者）がバックホーで支管を破損し、ガス
が漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施された。

9/14 神奈川 水道工事 ＬＰガス 0

水道工事業者が誤ってフレキ配管を損傷させ、ガスが漏えいし
た。



発生日 都道府県 工事 ガス 人的被害 事故概要

9/17 徳島 解体工事 都市ガス 0

建物解体作業中にガス管をガスバーナーで切断した際に、ガス
が漏えい着火。

9/22 東京 土木工事 都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
供給管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事による
と考えられる。

9/26 静岡 解体工事 ＬＰガス 0

解体工事業者が誤って埋設管を損傷させ、ガスが漏えいした。

9/26 京都
電柱設置
工事

都市ガス 0

他工事業者（電柱設置業者）がオーガーで支管を破損し、ガス
が漏えいしたため、周辺道路の交通規制及び周辺住民の避難
が実施された。

10/5 大阪 解体工事 都市ガス 0

他工事業者（解体工事業者）が圧砕機で灯外内管継手部を破
損し、ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施され
た。

10/6 埼玉
外構・門
扉工事

都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
灯外内管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（外
構工事）によると考えられる。

10/10 千葉 水道工事 都市ガス 0

水道工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したと
ころ、灯外内管が損傷していた。同工事業者によると原因は他
工事（水道工事）によると考えられる。

10/12 大阪 設備工事 都市ガス 0

他工事業者（衛生工事業者）がカッターで灯外内管継手部を破
損し、ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施され
た。

10/25 兵庫
電柱設置
工事

都市ガス 0

他工事業者（電柱設置業者）がオーガーで供給管を破損し、ガ
スが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施された。

10/26 北海道
電柱設置
工事

都市ガス 0

他工事業者から建柱工事中にガス管を損傷したとの通報があ
り、出動したところ、低圧支管からのガス漏れを確認。近隣に保
育所もあることから、付近住民の避難誘導を実施するとともに
消防へ出動要請し、周辺道路の交通規制を実施。また、並行し
て当該低圧支管損傷部の応急措置によるガス漏えい停止後、
消防にて避難及び交通規制解除を実施。

10/26 福岡 解体工事 ＬＰガス 0

他工事業者（解体工事業者）が重機により、閉栓しているガス
メータ部分を除去したことで灯外内管が損壊し、ガスが漏えいし
たため、供給を停止。事故発生から約2時間後に開栓した。

10/31 大阪
外構・門
扉工事

都市ガス 0

他工事業者（設備工事業者）がオーガーで灯外内管を破損し、
ガスが漏えいしたため、周辺道路の交通規制が実施された。

11/6 大阪
整地・造
成工事

都市ガス 0

他工事業者（整地工事業者）が手で灯外内管を破損し、ガスが
漏えいしたため、周辺住民の避難が実施された。

11/7 愛知
外構・門
扉工事

都市ガス 0

外構工事中に内管他工事業者が電動ブレーカーにてコンクリー
トはつり作業中に灯外内管を誤って損傷。漏えいしたガスに着
火し、ガスメーター及び外構の一部を焼損。



発生日 都道府県 工事 ガス 人的被害 事故概要

11/8 東京 基礎工事 都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
供給管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事による
と考えられる。

11/9 神奈川 設備工事 ＬＰガス 1

設備工事業者がガス配管を分岐等させる工事を行う際、ガスを
止めずに配管を切断したため、ガスが漏えいし、床下に滞留し
たガスに何らかの原因で火災が発生した。

11/9 東京
整地・造
成工事

都市ガス 0

近隣住民からガス臭いとの通報があり出動したところ、供給管
が損傷していた。原因は他工事（解体工事）によると考えられ
る。

11/11 埼玉 基礎工事 都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷したとの通報があり出動したところ、
本支管が損傷していた。工事業者によると原因は他工事（建築
工事）によると考えられる。

11/13 群馬 電気工事 ＬＰガス 0

送電線工事業者が、誤って集合共有の埋設管を損傷させ、ガ
スが漏えいした。

11/17 石川県 土木工事 ＬＰガス 0

土木工事業者が宅地整地中、誤って重機で埋設管を損傷さ
せ、ガスが漏えいした。

11/17 東京 電気工事 都市ガス 0

団地管理事務所からガス臭いとの通報があり出動したところ、
灯外内管から漏えいしていたため、引込み管ガス遮断装置を閉
止し供給支障が発生した。原因は他工事（電気工事）によると
考えられる。

11/18 東京
整地・造
成工事

都市ガス 0

工事業者からガス管を損傷した疑いがあるとの通報があり出動
したところ、供給管が損傷していた。工事業者によると原因は他
工事（整地工事）によると考えられる。

11/29 埼玉 水道工事 ＬＰガス 0

水道事業者が漏水箇所を探すため、ドリルで打ち込んでいたと
ころ誤って配管を損傷させ、ガスが漏えいした。
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