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発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1986/1/1 千葉 野栄町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロの点火操作をしていたところ、何らかの原因で爆発。

コンロ 不明
不明
※使用年数5～6年

LP 共同ガス販売株式会社

1986/1/2 千葉 市川市 ガス中毒 1 0 0
ストーブに接続されていた絹巻ゴム管が器具側で何らかの原因で外れ、放出さ
れた生ガスによる中毒死。 ストーブ リンナイ R4591S TG 京葉ガス株式会社

1986/1/3 愛知 蟹江町 漏えい着火 0 0 1
ストーブが末端ガス栓から外れていることに気がつかず、開放し、マッチで点
火しようとしたところ、漏えいしていたガスに引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 柴正商店

1986/1/3 愛知 豊川市 漏えい着火 0 0 1
漏えいしていたガスにストーブの火が引火、爆発した模様。詳細は不明。

コンロ 山口 SSKY-3 LP 合資会社山三商会

1986/1/3 埼玉 上里町 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社十字屋プロパン

1986/1/4 岐阜 大垣市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロ側のゴム管が何かとの接触により外れ（ホースバンドなし）、ガス
が漏えいし、コンロの火に引火、爆発。 ゴム管 不明 不明 LP 合資会社増井商店

1986/1/4 北海道 帯広市 漏えい着火 0 0 0
湯沸器の熱交換器の下部パイプが凍結により破損しており、水が循環できない
状態であったため、点火後の放置で熱交換器が過熱され火災となった模様。 小型湯沸器 パロマ PH-5号AB LP 株式会社荒井商店

1986/1/4 福島 会津若松市 漏えい着火 0 0 2
焼鳥器を取り外した際、末端ガス栓が開放状態になっていたため、ガスが漏え
いし、石油ストーブの火に引火、火災。 ゴム管 不明 不明 LP 若松ガス株式会社

1986/1/4 神奈川 大和市 漏えい着火 0 0 1
火災が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社松本プロパン

1986/1/4 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 2

ガスストーブを使用中、ガス臭がしたので調べると、ボックスカラン側のゴム
管が外れており、そのままガス管を接続しようとしたところ、何らかの着火源
に着火、爆発。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社登戸橋場米店

1986/1/4 京都 京都市 漏えい着火 1 0 0

ゴム管のファンヒ一夕ーとの接続部分が外れ、放出された生ガスが何らかの着
火源で引火し火災発生。当事者はベランダから1階に飛び降りて打撲により死
亡。当事者宅全焼。

ストーブ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/1/5 三重 松阪市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、使用していた火に引火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 鈴定ガス販売株式会社

1986/1/5 北海道 網走市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの器具栓の閉止が不完全であったため、ガスが漏えいし、タバコを
吸おうとした際引火、爆発。 コンロ ターダ CL-270 LP 株式会社兼子

1986/1/6 大阪 茨木市 漏えい着火 0 0 2
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社天田商会

1986/1/6 愛知 一宮市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明だが、ガスストーブとゴム管の接続部から
ガスが漏えいし、ガスコンロの火に引火、爆発した模様。 ゴム管 不明 不明 LP 飯田燃料住設店

1986/1/7 広島 呉市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火後、タバコに火を着けようとしたところ爆発した。着火の確
認はしなかったとのこと。 コンロ 松下 不明 LP 広島マルヰガス株式会社

1986/1/7 東京 北区 漏えい着火 0 0 5
ガスストーブと末端ガス栓の接続部（ホースバンドなし）が緩んでいたため、
ガスが漏えいし、ストーブの火に引火、爆発。 ゴム管 不明 不明 LP 個人

1986/1/7 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 1
壁のボックスガス栓にゴム管を接続し、ガスコンロを使用していたが、接続不
良でゴム管が抜け、漏えいしたガスがコンロの火に引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 大洋商事株式会社

1986/1/8 埼玉 春日部市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロを点火した
際引火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 堀川産業株式会社

1986/1/8 東京 青梅市 漏えい着火 0 0 2

ガスストーブに点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。ガス
ストーブとゴム管の接続部が緩んでいたため、ガスが漏えいした模様。なお、
取付は家人が市販のものを購入し行っていた。

ゴム管 不明 不明 LP 清水燃料株式会社

1986/1/8 神奈川 大和市 漏えい着火 0 0 1

ゴム管をガスストーブに接続する際、差し込みが十分でなかったため、ゴム管
が外れており、再びホースを差し込み点火したところ爆発、火災となった。ゴ
ム管が外れた際ガスが漏えいしていた模様。

ゴム管 不明 不明 LP 中央液化ガス株式会社

1986/1/9 北海道 北見市 ガス中毒 0 1 0
コンロの点火未確認による生ガス中毒。

コンロ リンナイ RT-3G-NC TG 北見市

1986/1/9 東京 杉並区 不完全燃焼 1 2 0
小型湯沸器(9，600Kcal/H)のフィン上に布製の物を置いた為、これが燃えて
フィン詰まりを起こしCOが発生し中毒死。 小型湯沸器 ナショナル GW-5D4V(G) TG 東京ガス株式会社

1986/1/10 三重 北勢町 漏えい着火 0 0 0
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、何らかの着火源に着火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 伊勢治田農業協同組合

1986/1/10 福島 郡山市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜に点火をした後、台所のガス漏れ警報器がなったため、換気を行った結
果、警報器は鳴りやんだ。その後、再度風呂釜に点火したところ爆発した。
初の点火の際、着火していなかったため、ガスが漏えいしたと考えられる。

風呂釜 不明 不明 LP かさや遠藤商店

1986/1/10 鹿児島 鹿児島市 ガス中毒 1 0 0
グリル付テーブルコンロで湯を沸かそうとして寝込んでしまい、湯が吹きこぼ
れて火が消え、生ガスが漏れて中毒死。 コンロ リンナイ RT-3G-ND TG 日本ガス株式会社

1986/1/11 山梨 甲府市 酸欠・その他 0 0 1
上にあったまな板が末端ガス栓に落下し、破損したため、漏えいした。

末端ガス栓 不明 不明 LP 飯野油店
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1986/1/12 奈良 河合町 漏えい着火 0 0 3

焼肉用コンロに接続のゴム管に何かが引っかかり末端ガス栓側のカチットが半
分抜けた。そこからガスが漏えいし、タバコを吸おうとライターに火を着けた
際引火、爆発。

末端ガス栓 不明 不明 LP 藤川燃料店

1986/1/12 山形 鶴岡市 漏えい着火 0 0 1
ガスレンジでお湯を沸かし元栓を閉めようとしたところ突然爆発した。使用し
ていない元栓を誤開放した事による漏えい爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 山喜石油店

1986/1/12 石川 金沢市 ガス中毒 0 1 0
コンロの点火未確認による生ガス中毒。

コンロ ナショナル GC-1A3 TG 金沢市

1986/1/13 茨城 潮来町 漏えい着火 0 0 2
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 内堀商店

1986/1/13 広島 呉市 不完全燃焼 0 2 0
小型湯沸器(9，600Kcal/h)使用の際、湯沸室に設置されている換気扇を作動せ
ず、長時間使用したため不完全燃焼となり2名が中毒。 小型湯沸器 陽栄 R5-4 TG 広島ガス株式会社

1986/1/14 大阪 河内長野市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着
火、爆発した模様。 末端ガス栓 不明 不明 LP 釜谷商店

1986/1/14 愛媛 宇和島市 ガス中毒 0 2 0
二口テーブルコンロを使用後、コックが半開の状態で、生ガスが放出され中
毒。 コンロ パロマ PA-3N TG 四国ガス株式会社

1986/1/15 新潟 三条市 漏えい着火 0 0 1
湯沸器のゴム管の取り付け部より漏えいしたガスが何らかの着火源に着火、爆
発した模様。 小型湯沸器 パロマ PH-5号AB LP 有限会社炭中屋商店

1986/1/16 和歌山 打田町 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓に接続のゴム管が外れガスが漏えいし、風呂釜の種火を消そうとし
た際、スパークが発生し、着火、爆発。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社大上石油店

1986/1/16 北海道 札幌市 漏えい着火 1 0 0
ガスコンロのグリル部の器具栓が開放状態であったため、点火したが着火に至
らず、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着火、爆発したと推定。 コンロ 不明 不明 LP 札東燃料株式会社

1986/1/16 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 1
飲酒しており、ガスストーブのゴム管が足に引っかかり抜けたことに気が付か
ず、その後ストーブに点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発。 ストーブ 不明 不明 LP 株式会社同栄

1986/1/18 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロ周辺を掃除した際、誤って未使用の末端ガス栓を開放したため、漏
えいしていたガスがタバコの火に引火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東京エルピーガス株式会社

1986/1/19 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、使用していたガスコン
ロの火に引火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 日通ファミリーショップむらやま

1986/1/19 福島 郡山市 ガス中毒 0 1 0
テーブルコンロで湯を沸かそうとして寝込んでしまい、湯が吹きこぼれて火が
消え、生ガスが漏れて中毒。 コンロ パロマ IC-30-2 TG 東部ガス株式会社

1986/1/20 兵庫 尼崎市 漏えい着火 0 0 1

普段使用していない元栓を一ロコンロ用の元栓と誤って開放したためガスが漏
れ、居間の石油ストーブに点火しようとしたところ爆発。当事者は軽い火傷、
同宅の天井・窓ガラス破損近隣2戸が窓ガラス等破損。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/1/21 兵庫 赤穂市 漏えい着火 0 0 2
帰宅したところガス臭がしたので、換気後ガスコンロに点火したところ爆発。

不明 不明 不明 LP 有限会社橋本芳隆商店

1986/1/21 岩手 釜石市 ガス中毒 1 0 0

強化ガスホースで接続されたガス風呂釜(9，000Kcal/H)のユニオン接合部から
漏れた生ガスにより中毒死。(ユニオン接合部にシール剤の付着が認められた
ことにより設置時の施工不良により、このシール剤が接続面に悪影響を与えた
もの。)

風呂釜 ノーリツ GUQ-5A TG 釜石ガス株式会社

1986/1/22 愛知 名古屋市 不完全燃焼 0 5 0
排気ファン外付けのCF式大型湯沸器の強制排気装置の機能が働かず排気あふれ
による中毒。 大型湯沸器(CF式) パロマ PI-230B（排気扇外付有り） TG 東邦ガス株式会社

1986/1/22 長崎 長崎市 ガス中毒 0 1 0

ストーブを使用したまま寝込み、途中用たしに起きた際、ガス用ゴム管を誤っ
て踏み、ストーブが消火したのに気付かず再び寝込み放出された生ガスにより
中毒。

ストーブ ナショナル GS-2100NG TG 西部ガス株式会社

1986/1/23 香川 多度津町 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロを点火した
際引火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社森末商店

1986/1/24 宮城 仙台市 不完全燃焼 1 0 0

ガス風呂釜(10，800Kcal/h)の排気筒が立上がり不足にあったため、風圧の影
響を受けて廃気が充分に排出されず風呂釜のケーシング内に充満し、酸欠に
よって不完全燃焼を起こし中毒死。

風呂釜 豊和産業 HB-83 TG 仙台市

1986/1/24 福岡 中間市 漏えい着火 0 0 3
ガス栓の誤操作により生ガスが漏れ、タバコに火を着けた瞬間、爆発。当事者
及び隣人2名軽傷、近隣、爆風等により窓ガラス破損。 ガス栓 不明 不明 LP 三愛石油株式会社

1986/1/26 宮城 迫町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに接続していたゴム管に足が引っかかり外れた際、ガスが漏えい
し、石油ストーブの火に引火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 佐利石油ガス株式会社

1986/1/28 千葉 船橋市 漏えい着火 0 0 1
タバコを吸おうとライターに火を着けたところ爆発。ガスファンヒーターをつ
けたまま就寝していたとのこと。 ファンヒーター 不明 不明 LP 株式会社石井商店

1986/1/29 広島 呉市 漏えい着火 0 0 2
帰宅したところガス臭がしたので窓を開け、ガスコンロの器具栓を閉めたとこ
ろ爆発。 コンロ 日立 不明 LP 株式会社富士商会

1986/1/30 静岡 浜松市 不完全燃焼 1 0 0

湯沸器は浴室の隣室である洗面所に設置されており、洗面所入口のドアを閉め
切ったまま(同室には窓はあるが、給気口は設けられていなかった)大型湯沸器
を長時間使用したために室内酸欠状態となり、湯沸器が不完全燃焼に至り、一
酸化炭素中毒により死亡したと思われる。

大型湯沸器 パロマ PH-101 TG 中部ガス株式会社
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1986/1/31 埼玉 狭山市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブの移動でゴム管が外れたため、ガスが漏えいしストーブの火に引
火、爆発。 ゴム管 不明 不明 LP 田島燃料

1986/1/31 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの火が立消え状態となり、ガスが漏えいし、再点火により着火、爆
発したと考えられる。 不明 不明 不明 LP

株式会社サンエルピージーサービ
ス

1986/2/1 愛媛 小田町 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロを点火した
際引火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 小田町農業協同組合

1986/2/1 東京 葛飾区 漏えい着火 1 0 1
照明のスイッチを入れた瞬間爆発。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 個人

1986/2/2 三重 上野市 漏えい着火 1 0 0
ガスコンロの点火操作を繰り返すうちに、ガスが漏えい引火し、爆発・火災。

コンロ 不明 不明 LP 上野ガス株式会社

1986/2/2 大阪 豊中市 漏えい着火 0 0 0

自殺を図り、元栓を開放し、ガスを放出。漏れたガスが螢光灯のスイッチを
切った瞬間、爆発。当事者が1ヶ月の火傷、当事者宅一部損壊、隣室窓ガラス
等破損。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/2/2 愛媛 今治市 ガス中毒 1 0 0
コンロを使用後、コック半開の状態で生ガスが放出され中毒死。(本人は酒に
酔って生ガス放出に気付かず就寝したものと思われる) コンロ パロマ PA-313 TG 四国ガス株式会社

1986/2/4 福島 福島市 不完全燃焼 1 0 0
一酸化炭素中毒が発生。詳細は不明。

風呂釜(開放式) ツチヤ
不明
※製造又は設置から10年経過

LP 有限会社船山商店

1986/2/4 北海道 砂川市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに鍋をかけたままで放置していたため、煮こぼれにより立消えし、
ガスが漏えい。冷蔵庫のサーモスタットの火花に引火、爆発した模様。 コンロ リンナイ R-3GN LP 第一興産株式会社

1986/2/5 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 0
湯沸器よりガスが漏えいし、引火、爆発。詳細は不明。

小型湯沸器(元止式) 東芝 5号 LP 有限会社田口プロパン

1986/2/5 栃木 塩原町 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、石油ストーブの火が引
火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 野州商事株式会社

1986/2/5 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 1
屋内設置型風呂釜の点火操作を繰り返したが着火せず、マッチを擦って点火し
ようとしたところ爆発。調査の結果、ゴム管が外れていた。 ゴム管 不明 不明 LP 稲田実業株式会社

1986/2/5 徳島 徳島市 ガス中毒 0 2 0
ストーブを点火した際、未着火に気付かず生ガスが放出され中毒。

ストーブ リンナイ R6541 TG 四国ガス株式会社

1986/2/5 鹿児島 鹿児島市 ガス中毒 1 0 0
未使用ガス栓にゴム管が接続されていたため、誤って開放し、生ガスが放出し
中毒死。 ガス栓 不明 不明 TG 日本ガス株式会社

1986/2/6 福岡 久留米市 漏えい着火 0 0 1
タバコを吸おうとライターに火を着けたところ爆発。事故の前にガスコンロか
ら漏えい音のようなものやガス臭があったとのこと。詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 協業組合アイコーホームサービス

1986/2/6 鹿児島 頴娃町 漏えい着火 0 0 0
末端ガス栓からゴム管を抜く際、末端ガス栓が開放状態であったため、ガスが
噴出し着火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社石元石油店

1986/2/6 青森 むつ市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロを使用中、スイッチを切り忘れたため、かけていた鍋が過熱し、さ
らにゴム管は溶断され火災となった。 コンロ 不明 不明 LP 丸勝燃料株式会社

1986/2/6 大阪 守口市 漏えい着火 0 0 3
石油ストーブに点火した際、漏えいしたガスに引火、爆発したと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 大阪マルヰガス株式会社

1986/2/6 宮城 仙台市 不完全燃焼 1 0 0

浴室内給気口が面している部屋の換気扇を作動させて室内の空気を排出してい
たことによりガス風呂釜(10，800Kcal/h)の排気筒のドラフトが不足し廃気が
充分に排出されず風呂釜のケーシング内に充満し、不完全燃焼を起こして中毒
死。

風呂釜 ツチヤ 不明 TG 仙台市

1986/2/7 三重 鈴鹿市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜を種火の状態からメインバーナーに点火したが、しばらくして爆発・火
災。末端ガス栓の摩耗によりガスが漏えいしたと推定。 末端ガス栓 不明 不明 LP 松本商店

1986/2/8 三重 松阪市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロ接続のゴム管がフライヤーと接触していたため、熱によってゴム管
が損傷し、ガスが漏えいし引火・爆発。 ゴム管 不明 不明 LP 合同液化ガス株式会社

1986/2/8 青森 弘前市 漏えい着火 0 0 0
瞬間湯沸器のスイッチを開放状態にしてまま外出、その後石油ストーブを点火
したところ爆発・火災。 不明 不明 不明 LP 株式会社弘前燃料配送センター

1986/2/8 愛知 豊橋市 漏えい着火 0 0 3
ガスコンロで煮炊きしていたが立消えしたため、ガスが漏えいし、再点火した
際引火、爆発。 不明 リンナイ 不明 LP 彦坂石油株式会社

1986/2/8 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 0

小型湯沸器を使用しようとして自動点火したが点火しないためマッチで点火し
たところ急に炎が上がり周囲に引火し火災となる。(湯沸器から漏れたガスに
引火したための事故と思われるが、何で漏れたかは、当該湯沸器焼失の為、判
定不能)。

小型湯沸器 パロマ PH-4-2F TG 仙台市

1986/2/9 石川 金沢市 不完全燃焼 1 0 0
湯沸器の排出口に銅錆が発生し、目詰まりしており不完全燃焼を起こし一酸化
炭素中毒になった模様。 小型湯沸器 パロマ PH-5号3F LP 株式会社長田金物店

1986/2/10 長野 長野市 漏えい着火 0 0 1
タバコに火を着けようとしたところ爆発した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社小串商店

1986/2/11 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 2
末端ガス栓が不完全閉止状態であったため、ガスが漏えいし、何らかの着火源
に着火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社あわじや

1986/2/12 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 永光液化ガス株式会社
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1986/2/12 長崎 長崎市 漏えい着火 0 0 1

自殺を図り、ガス栓の一方より生ガスを放出。管理人がガス臭がするためマス
ターキーで入室し、テーブルコンロの器具栓を閉止しようと誤って点火側に操
作したため引火・爆発。管理人1ヶ月の火傷。当事者宅台所の一部焼損。

ガス栓 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1986/2/13 京都 福知山市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスレンジの火に引
火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 広瀬産業株式会社

1986/2/14 和歌山 美山村 漏えい着火 0 0 2

ゴム管廃棄のため切断したが、その後誤って切断したゴム管を接続していた末
端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した際引火、爆
発。

末端ガス栓 不明 不明 LP 旭屋商店

1986/2/14 京都 城陽市 漏えい着火 0 0 2
ガスストーブが立消えしていたため、再点火したところ爆発、火災。

ストーブ(開放型) リンナイ 802KR（S49製造） LP 山川液化ガス商会

1986/2/14 大分 中津市 漏えい着火 0 0 5
ガスレンジに点火したが着火せず、再度点火した際、漏えいしていたガスに引
火、爆発。詳細は不明。 レンジ 不明 不明 LP 中津市公営企業部

1986/2/14 東京 小平市 漏えい着火 1 0 1
末端ガス栓を開放した際、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着火、爆発。詳
細は不明。 不明 不明 不明 LP 多摩液化ガス株式会社

1986/2/14 宮城 仙台市 ガス中毒 0 1 0
ガスキャビネット(グリル付)のグリルで魚を焼いていたところ電話がかかって
きたので、火力を弱めるためツマミを戻した際、火が消え生ガスが漏れ中毒。 コンロ 木村 GC-20S-2 TG 仙台市

1986/2/14 愛知 三好町 不完全燃焼 0 2 0
小型湯沸器(8，450Kcal/h)使用中、熱交換器のフィン詰りから不完全燃焼し、
炎あふれの状態であったことによる中毒。 小型湯沸器 パロマ PI-85R TG 東邦ガス株式会社

1986/2/15 愛知 豊橋市 漏えい着火 0 0 0
湯沸器の点火操作を繰り返すうちに、ガスが漏えいし、引火、爆発。

湯沸器 高木産業 TPA11K LP 株式会社清川商店

1986/2/15 沖縄 中城村 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに点火した際、コンロ後方より火炎が噴出し、火災となった。ゴム
管にはネズミがかじったことによる穴が開いていた。 ゴム管 不明 不明 LP 中城村農業協同組合

1986/2/15 岡山 落合町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロにやかんをかけたままにしていたところ、煮こぼれにより立消えと
なり、ガスが漏えいし、火鉢の火に引火、爆発。 コンロ リンナイ R-2DL LP 有限会社道満石油店

1986/2/16 愛知 岡崎市 漏えい着火 0 0 1
器具栓の不完全閉止によりガスが漏えいし、タバコに火を着けようとしたとこ
ろ引火、爆発。 コンロ パロマ PA314 LP 岡崎日通プロパン株式会社

1986/2/16 東京 三鷹市 不完全燃焼 0 5 0
大型湯沸器(25，500Kcal/h)の排気筒先端が風圧帯に位置しており、当日の強
風により廃気が室内に逆流して中毒。 大型湯沸器 シャホトー GM-13R TG 東京ガス株式会社

1986/2/17 長野 大町市 漏えい着火 0 0 1
ガス炊飯器に点火したが、しばらくして着火していなかったため、再点火した
ところ、滞留していたガスに引火、爆発。 炊飯器 パロマ PR-100S LP 大北農業協同組合

1986/2/17 埼玉 朝霞市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロのツマミが半開状態になっていたため、ガスが漏えいし、コンロに
点火した際引火、爆発。 コンロ 不明 不明 LP 榎本商事株式会社

1986/2/17 東京 江戸川区 漏えい着火 0 0 1
瞬間湯沸器の点火操作を繰り返すうちにガスが漏えいし、ストーブの火に引
火、爆発。 小型湯沸器 パロマ PH-5 LP 杉本石油ガス株式会社

1986/2/17 大分 大分市 漏えい着火 0 0 1
コンロを使用しようとして、ガス栓(二口)の未使用側を開放、漏れたガスが冷
蔵庫のスパークにより引火、火災。台所一部焼損。 ガス栓 不明 不明 LP 大分プロパンガス株式会社

1986/2/18 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社光ガス商会

1986/2/18 鳥取 鳥取市 不完全燃焼 1 0 0
排気筒トップフードが逆に設置されており、排気不良のため、不完全燃焼を起
こし、一酸化炭素中毒となった。

排気筒
(風呂釜：CF式)

ノーリツ GSU-4R LP 日ノ丸産業株式会社

1986/2/18 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓とカチットの接続方法の説明中、カチット（器具未接続）を開放し
た末端ガス栓に接続したため、ガスが漏えいし、ストーブの火に引火、爆発。 ゴム管 不明 不明 LP 中田石油店

1986/2/18 静岡 裾野市 漏えい着火 0 0 1

ガス栓が突き出ていた為、子供がぶつかったり物を落として当てたりすること
があったことにより、手で回すことが出来る状態までネジがゆるんでおり、子
供(3歳)が取り付け口を回しているうちにガス管から外れ、ガスが漏れ石油ス
トーブの火により引火・爆発。

ガス栓 不明 不明 LP 日本ガス興業株式会社

1986/2/21 岐阜 高山市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの器具栓を完全に閉止していなかったため、ガスが漏えい、滞留
し、圧力釜に点火した際引火、爆発。 コンロ 不明 不明 LP 牛丸石油株式会社

1986/2/21 福島 郡山市 不完全燃焼 0 2 0

瞬間湯沸器（12号）の強制排気装置のハイリミット部の故障により排気ファン
が作動しないほか、湯沸器ガス圧スイッチと強制排気コントローラーの電気的
接続部の故障により安全装置が作動しない状態において、換気不良となり、不
完全燃焼が起こり、一酸化炭素中毒となった。

大型湯沸器 パロマ PH-12号A LP 東部液化石油株式会社

1986/2/21 東京 江戸川区 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロと末端ガス栓間にあるゴム管のガス栓側の差し込みが不十分であっ
たため、ガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモスタットの火花に引火、爆発した模
様。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社横尾商店

1986/2/21 愛知 刈谷市 不完全燃焼 3 0 0
小型湯沸器(8，450kcal/h)を長時間使用したことにより不完全燃焼を起こし、
3名が中毒死。 小型湯沸器 パロマ PI-85R TG 東邦ガス株式会社

4



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1986/2/22 広島 神辺町 漏えい着火 0 0 1

ボイラーに点火しようとしたところ、ガスメーターの栓が閉止してあったた
め、開栓したところボイラー側でガスが漏えいした。その後、換気したが、再
点火したところ爆発。 風呂釜 日立 TA-202 LP 株式会社協同ガス

1986/2/23 長野 宮田村 不完全燃焼 4 0 0
湯沸器の上部天版と熱交換器には煤が付着しており、不完全燃焼を起こし一酸
化炭素中毒となった模様。詳細は不明（県警で捜査）。 小型湯沸器 松下 GW-525 LP アポロ

1986/2/24 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 0

湯沸器の火が立消え状態となったため器具栓を閉止したが、湯沸器側のガス栓
とゴム管との接続部より火が噴き、火災となった。なお、接続は消費者が行っ
ていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 興栄燃料株式会社

1986/2/24 北海道 釧路市 不完全燃焼 0 3 0
小型湯沸器使用の際、換気扇不使用のまま長時間連続使用したため、酸欠によ
り不完全燃焼を起こし3名が中毒。 小型湯沸器 パロマ PH-5-3F TG 釧路ガス株式会社

1986/2/27 山梨 韮崎市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜を点火し、しばらくして見に行くと煙が充満していた。浴槽の排水栓が
不完全で空だき状態になった模様。 風呂釜(角形) 不明 不明 LP 日東物産株式会社

1986/2/28 愛知 弥富町 漏えい着火 0 0 1
未使用末端ガス栓を開放し、炊飯器に点火したため、漏えいしたガスに引火、
爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP よしや商店

1986/2/28 熊本 泉村 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、回転焼器に点火しよう
とした際引火、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 熊本水川農業協同組合

1986/3/2 大阪 羽曳野市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管を接続した末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、
ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP エッカ商事株式会社

1986/3/2 神奈川 相模湖町 漏えい着火 0 0 0

水道管と間違ってガスメーター近くのバルブを開放したところ、未使用の末端
ガス栓が開放状態にあったため、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着火、爆
発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 町田ガス株式会社

1986/3/2 山形 米沢市 漏えい着火 0 0 0
前日からの冷えこみで凍結した湯沸器を、ろうそくの火で温めているうちにゴ
ムホースを焼き、そこからガスが噴出した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社旭プロパン商事

1986/3/3 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブに点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。詳細
は不明。 不明 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

1986/3/3 愛知 刈谷市 漏えい着火 0 0 1

ストーブに点火したところ爆発。事故前日にガスストーブとガスコンロ間でゴ
ム管の繋ぎ換えを行っており、その際接続不良等が起き、ガスが漏えいしたと
考えられる。

ゴム管 不明 不明 LP 豊通ガスセンター株式会社

1986/3/3 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1

未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、すぐに閉止をしたが、
ガスが残留しており、その後ガスコンロに点火しようとした際引火、爆発した
模様。

末端ガス栓 不明 不明 LP 札幌アポロ石油株式会社

1986/3/3 神奈川 秦野市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロ使用後、ゴム管より取り外したが、その際末端ガス栓の閉止が不完
全であっため、ガスが漏えいし何らかの着火源に着火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社星和総業

1986/3/3 山形 戸沢村 漏えい着火 0 0 0
台所において１口コンロを使用し、終了後、元栓を閉めようとして誤って呼び
コックを開いたため引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 戸沢農業協同組合

1986/3/4 大阪 寝屋川市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明であるが、器具未接続のゴム管を接続した
末端ガス栓を開放したものと推定。 ゴム管 不明 不明 LP 北村産業株式会社

1986/3/4 和歌山 御坊市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 山賀屋燃料店

1986/3/5 新潟 亀田町 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、風呂釜の火に引火、爆
発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社亀田ガス総合センター

1986/3/6 埼玉 上尾市 漏えい着火 0 0 2
漏えいしていたガスにストーブの火が引火、爆発した。ゴム管をガス炊飯器か
ら取り外したことを忘れ、誤って末端ガス栓を開放していたためと見られる。 末端ガス栓 不明 不明 LP 日東燃料工業株式会社

1986/3/7 神奈川 開成町 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブを他の部屋へ移動させた際、ゴム管と末端ガス栓が外れ、ガスが
漏えいし、何らかの着火源に着火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 足柄プロパン協同組合

1986/3/7 岡山 玉野市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、何らかの着火源に着火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社ふじた商店

1986/3/7 岐阜 岐阜市 漏えい着火 0 0 1

自殺を図り、コンロのコックを開いて一旦寝込み、夜中寒くなったのでストー
ブに点火したところ爆発。当事者は火傷。隣人が軽傷及び近隣21戸が窓ガラス
等破損。

コンロ 不明 不明 TG 岐阜ガス株式会社

1986/3/8 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管を接続した末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、
ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社屋部商店

1986/3/8 佐賀 佐賀市 漏えい着火 0 0 0
ガス炊飯器と末端ガス栓の間のゴム管の接続が不十分であったため、ガスが漏
えいし、石油ストーブの火に引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 佐賀市農業協同組合

1986/3/8 沖縄 平良市 不完全燃焼 0 1 0

瞬間湯沸器の排気筒には小鳥の巣等が詰まっていたほか排気筒の先端が逆につ
くなど構造的欠陥もあり、換気不良により不完全燃焼が起こり、一酸化炭素中
毒となった。

排気筒
(大型湯沸器)

松下 GW-84A LP 宮古郡農業協同組合
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発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1986/3/9 富山 高岡市 漏えい着火 0 0 3
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい滞留し、石油ファンヒー
ターの火で着火、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 竹沢商会

1986/3/10 広島 広島市 漏えい着火 0 0 2
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火しよ
うとツマミを回した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社カープ燃料

1986/3/11 埼玉 狭山市 漏えい着火 1 0 2

ガスコンロの末端ガス栓及び器具栓、並びにガスストーブの末端ガス栓が開放
状態にあったほか、ガスストーブの接続部のゴムジョイントが外れていたこと
から、その２箇所から漏えいしたガスが、何らかの着火源に着火、爆発したと
考えられる。

不明 不明 不明 LP 金谷ガス株式会社

1986/3/11 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1
食事の準備中、予備コックを誤開放し、漏れたガスが便用中のコンロから引
火・爆発。当事者1週間の火傷、当事者宅以外物損被害なし。 ガス栓 不明 不明 LP 三洋設備産業株式会社

1986/3/12 青森 東通村 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロの点火操作を繰り返すうちに、ガスが漏えいし引火、爆発・火災と
なった。 コンロ 不明 不明 LP 坂本燃料店

1986/3/12 千葉 浦安市 漏えい着火 0 0 11
末端ガス栓とセーフティーホースが緩みガスが漏えいし、何らかの着火源に着
火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社源四郎商事

1986/3/13 鳥取 西伯町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火して外出し、帰宅後タバコに火を着けようとしたところ漏え
いしていたガスに引火、爆発した。着火の確認はしなかったとのこと。 コンロ 高木産業 TP-R203 LP 西伯町農業協同組合

1986/3/13 愛知 小坂井町 漏えい着火 0 0 3
ガスコンロを使用中、爆発した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社ナカムラ

1986/3/13 北海道 苫小牧市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社拓商

1986/3/13 埼玉 鴻巣市 漏えい着火 1 0 0

事故当時、末端ガス栓の右側及びガスコンロの点火ツマミ右側が開放状態で
あったことから、ガスコンロから漏えいしたガスが何らかの着火源に着火し、
爆発したと推定。

コンロ リンナイ R-2KS LP 深谷支店

1986/3/15 兵庫 尼崎市 ガス中毒 1 0 0
一口コンロを使用して食事中、酒に酔って寝込んでしまい、煮こぼれが発生し
たことによりコンロの火が消え、CO中毒死。 コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/3/17 兵庫 加西市 漏えい着火 0 0 0
器具栓の不完全閉止によりガスが漏えいし、ガスコンロに点火しようとしたと
ころ引火、爆発した。 コンロ リンナイ RT2A-400 LP 加西市農業協同組合

1986/3/17 東京 世田谷区 漏えい着火 1 0 0

木造2階建共同住宅で爆発音と同時に火災発生。同住宅全焼。隣接アパート(木
造5世帯)及び戸建住宅5戸延焼。なお同住宅1階住人1名が焼死体で発見され
る。

不明 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1986/3/18 京都 木津町 漏えい着火 0 0 6
石油ストーブにライターで点火しようとしたところ、漏えいしていたガスに引
火、爆発した。詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 合名会社光橋商店

1986/3/18 福岡 新宮町 漏えい着火 0 0 1

湯沸器接続のゴム管がネズミにかじられ破損しており、湯沸器に点火した際、
漏えいしたガスに引火、爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 粕屋農業協同組合

1986/3/19 岐阜 各務原市 漏えい着火 0 0 1

ガスファンヒーターを点火したところ着火しないため、再度点火したところ爆
発した。ファンヒーターとゴム管の接続不良のため、ガス漏えいし、ファン
ヒーターの着火によって爆発したものである。

ゴム管 不明 不明 LP 今尾商店

1986/3/19 愛知 名古屋市 不完全燃焼 0 2 0
小型湯沸器(8，450Kcal/h)を長時間使用したことにより不完全燃焼を起こし2
名が中毒。 小型湯沸器 パロマ PI-85 TG 東邦ガス株式会社

1986/3/23 宮城 石巻市 不完全燃焼 1 0 0
ガス風呂釜(12，800Kcal/h)の排気筒が立上り不足であったことにより、廃ガ
スが浴室内に逆流して不完全燃焼を起こして中毒死。 風呂釜 セタガヤ ﾕｰﾎﾞTA-20A TG 石巻ガス株式会社

1986/3/24 北海道 士別市 漏えい着火 0 0 0

ガス炊飯器のゴム管をガスコンロに接続し、使用後ガス炊飯器へ戻したが、そ
の後炊飯器に点火したところ爆発した。ゴム管の接続が不十分でガスが漏えい
したと考えられる。

末端ガス栓 不明 不明 LP 士別農業協同組合

1986/3/24 東京 葛飾区 不完全燃焼 2 0 0
大型湯沸器(25，000Kcal/h)の排気筒(天井内)の継目部分が何らかの原因で外
れ、不完全燃焼した廃気ガスが室内に流れ込んで2名が中毒死。 大型湯沸器 パロマ PH-13S TG 東京ガス株式会社

1986/3/25 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロのパイロットバーナー用栓の不良によりガスが漏えいし、メイン
バーナーの火が引火、爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 丸八薪炭店

1986/3/25 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 0
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社福田商店

1986/3/27 島根 邑智町 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着
火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 邑智プロパン有限会社

1986/3/27 岡山 岡山市 漏えい着火 0 0 1

ガス漏えい爆発が発生。風呂場の扉を開いたところ爆発したものであり、発生
時刻以前にはシャワーが使用されていたとのこと。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 板野商店

1986/3/28 石川 輪島市 漏えい着火 0 0 0
ゴム管の損傷により漏えいしたガスがガス炊飯器の火に引火、炊飯器が燃え上
がった模様。詳細は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 雄伸興業

1986/3/28 京都 網野町 漏えい着火 0 0 0
メーターコックを閉めたまま炊飯器を使用しようとしたが点火せず器具栓を開
け外出したため漏れたガスにストーブの火が引火し半焼。 炊飯器 不明 不明 LP 浜詰農業協同組合
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1986/3/30 群馬 吉井町 漏えい着火 0 0 1
タイ焼器を整備中、誤って末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、種火
を着火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 大塚商店

1986/4/1 神奈川 茅ヶ崎市 不完全燃焼 1 1 0
外焚式風呂釜が脱衣所に設置されており、何らかの原因で排気筒が外れ、脱衣
所及び浴室に排気ガスが流れ込み双方で一酸化炭素中毒となった。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-205 LP 高砂産業株式会社

1986/4/2 山梨 高根町 漏えい着火 1 0 0
ゴム管につまづいた際、ゴム管が外れ、厨房の口火が引火、爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社清水商事

1986/4/2 京都 宮津市 漏えい着火 0 0 1
台所の痕跡からガス漏えい爆発が発生した模様。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 小谷商事株式会社

1986/4/3 東京 練馬区 漏えい着火 0 0 1
石油ストーブに点火しようとしたところ爆発・火災となった。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 常盤商事株式会社

1986/4/4 静岡 掛川市 漏えい着火 0 0 2

ガスストーブの末端ガス栓からのゴムホースを誤って外したため、ガスが漏え
いし、ストーブの火に引火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 堀内燃料有限会社

1986/4/4 鳥取 鳥取市 漏えい着火 2 0 0
ガス漏えい爆発が発生。県警科学捜査研究所でも原因の特定には至らず、詳細
は不明。 不明 不明 不明 LP 有限会社太田商店

1986/4/4 岩手 大船渡市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の点火操作を繰り返しているうちに爆発した。詳細は不明。

風呂釜 不明 不明 LP 三重商会

1986/4/5 山口 岩国市 漏えい着火 0 0 1
コンロとボンベ（5㎏）を分離し、タバコに火を着けたところ爆発した。詳細
は不明。 不明 不明 不明 LP 不明

1986/4/6 長野 三水村 不完全燃焼 1 0 0

瞬間湯沸器の上部耐熱版が外れ通気口をふさぐようにおいてあったため換気不
良（換気扇不使用）となり、不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒となった。
詳細は不明。

小型湯沸器 パロマ PH-5QB LP 有限会社二見プロパン

1986/4/6 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、ガスコンロに点火しようとした際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 福岡液化ガス株式会社

1986/4/8 埼玉 草加市 漏えい着火 0 0 1

タバコに火を着けようとしたところ爆発した。ガスコンロ接続のゴム管がホー
スバンドとともに外れており、差し込み不良によりガスが漏えいしたと考えら
れる。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社タカナシ

1986/4/9 大阪 池田市 漏えい着火 0 0 2
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 個人

1986/4/9 長野 飯田市 漏えい着火 0 0 0
風呂場より火災が発生。詳細は不明であるが、風呂釜使用後消さずに就寝して
いたほか、風呂釜自体は不用品斡旋で入手した物。 風呂釜 不明 不明 LP 大萬株式会社

1986/4/9 北海道 旭川市 不完全燃焼 1 0 0
ガス風呂釜のバーナー上部の一部が脱落し釜固定脚の折損により一次空気不足
となり不完全燃焼を起こし中毒死。 風呂釜 不明 不明 TG 旭川ガス株式会社

1986/4/10 大阪 島本町 漏えい着火 0 0 2

器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、何らかの着火源に着火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 個人

1986/4/10 栃木 宇都宮市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを使用後器具栓を完全に閉止しなかったため、ガスが漏えいし、タ
バコに火を着けようとしたところ爆発した。 コンロ 大史工業 PC-202 LP 株式会社コボリ

1986/4/10 大阪 堺市 漏えい着火 0 0 1

一口コンロにかけたヤカンから沸騰した湯がこぼれたことにより火が消え、漏
れた生ガスに何かの火が引火、爆発当該室の1名軽傷及び天井の一部と窓ガラ
ス破損。

コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/4/11 愛知 津島市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを使用し、その後タバコに火を着けたところ爆発した。末端ガス栓
の閉止が不完全であったと考えられる。 末端ガス栓 不明 不明 LP 和田与燃料株式会社

1986/4/11 和歌山 御坊市 漏えい着火 0 0 3
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 宝燃料店

1986/4/11 大阪 茨木市 漏えい着火 0 0 2
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、何らかの着火源に着火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 近畿マルヰガス株式会社

1986/4/11 岡山 岡山市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを点火しようとしたところ、ガス臭がしたものの他の臭いと思い、
そのまま点火し爆発した。未使用側の末端ガス栓も開放されていたため、ガス
が漏えいした。

末端ガス栓 不明 不明 LP 横山石油株式会社

1986/4/11 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

大型湯沸器の強制排気式の排気扇の電源コードを抜いたまま使用し、又、安全
装置が作動するたびに再点火操作を繰り返し、入浴中に不完全燃焼によって中
毒。

大型湯沸器(FE式) 陽栄 S10S8型-02 TG 北海道ガス株式会社

1986/4/11 東京 豊島区 漏えい着火 0 0 0
自殺を図り、一口コンロからガスを放出し、漏れたガスが何らかの着火源で爆
発。当事者は重傷、隣室の室内損壊、近隣4建物が窓ガラス等破損。 コンロ 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1986/4/13 新潟 豊栄市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火したが着火しておらず、ガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモス
タットの火花に引火、爆発した。 コンロ パロマ PA-1S LP 国兼商店

1986/4/13 島根 江津市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを着けたまま仮眠後、タバコにと火を着けようとしたところ爆発。
詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 瀧川産業株式会社
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1986/4/14 兵庫 福崎町 漏えい着火 0 0 1

ガス漏えい爆発が発生。ガスコンロのゴム管が外れていたことから、ここから
ガスが漏えいし、何らかの着火源に着火、爆発した模様であるが、詳細は不
明。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社岩本燃料

1986/4/14 滋賀 大津市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの器具栓を半開状態で放置したため、その間ガスが漏えいし、点火
しようとした際引火、爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 山本商店

1986/4/14 鹿児島 鹿児島市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロをかけたままにしていたため、コンロが過熱、ゴム管が溶けガスが
漏えい、併せて誤まって未使用の末端ガス栓を開放したためさらにガスが漏え
い、火災となった。

ゴム管
末端ガス栓

不明 不明 LP 内尾商店

1986/4/15 静岡 清水市 漏えい着火 0 0 0
末端ガス栓を誤開放したため、ガスが漏えい、冷蔵庫のサーモスタットに引
火、爆発したものと推定。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社井上燃料

1986/4/17 宮城 宮城町 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の器具栓を誤って半開状態にしたままであったため、ガスが漏えいし、
その後風呂釜に点火しようとした際引火、爆発した。 風呂釜 不明 不明 LP 株式会社白籏燃料米穀

1986/4/17 福島 郡山市 不完全燃焼 1 0 0

ガス風呂釜が空だき状態で発火寸前だったことから不完全燃焼による中毒死。
(排気筒トップは風圧帯にあったが当日は無風状態であり、排気筒の詰まりは
無かった)。

風呂釜 日立 HBU-24 TG 東部ガス株式会社

1986/4/17 静岡 御殿場市 ガス中毒 1 1 0
未使用側のガス栓を誤って開放し、漏れた生ガスにより中毒死。

ガス栓 不明 不明 TG 御殿場ガス株式会社

1986/4/18 山形 飯豊町 漏えい着火 0 0 0
台所のガスレンジに鍋をかけたまま畜舎で作業をしていたところ爆発した。

コンロ パロマ 不明 LP 飯豊町農業協同組合

1986/4/19 岩手 一関市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続のゴム管が接続された末端ガスを開放したため、ガスが漏えいし、
厨房の火が引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社森燃

1986/4/19 埼玉 本庄市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発・火災が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 宇佐見住宅設備機器

1986/4/19 大阪 堺市 漏えい着火 0 0 2
末端ガス栓を閉めないまま、ガスコンロをゴム管から外したため、ガスが漏え
いし、タバコを吸おうとライターに火を着けた際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 個人

1986/4/19 北海道 弟子屈町 漏えい着火 0 0 2
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社弟子屈プロパン

1986/4/21 愛知 岡崎市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火後、しばらくしてタバコを吸おうとライターに火を着けたと
ころ爆発した。着火の確認はしなかったとのこと。 コンロ 不明 不明 LP 鈴与株式会社

1986/4/23 新潟 長岡市 漏えい着火 0 0 3
器具未接続のゴム管が接続された末端ガスを開放したため、ガスが漏えいし、
ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 関茂助商店

1986/4/23 奈良 奈良市 漏えい着火 0 0 1
タバコの火に漏えいしていたガスが引火、爆発した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 泉北マルヰ株式会社

1986/4/25 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火ミスにより漏えい爆発が起こったと思われるが詳細は不明。

不明 不明 不明 LP ガステックサービス株式会社

1986/4/27 愛知 豊橋市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火しよ
うとした際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社三河ほくさんプロパン

1986/4/27 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0
器具栓の閉止の際、誤って器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放
したため、ガスが漏えいし、ガスコンロの火に引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 桧垣商店

1986/4/27 兵庫 伊丹市 漏えい着火 0 0 2

自殺を図り、居間の元栓2ヶ所を半開きにしてガスを放出、漏れたガスが何ら
かの火源によって爆発。当事者火傷、通行人2名が落ちてきた窓ガラスの破損
で軽傷。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/4/28 兵庫 三日月町 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロに鍋をかけたまま寝込んでしまい、目が覚めタバコに火を着けよう
としたところ爆発した。噴きこぼれにより立消えし、ガスが漏えいしたものと
考えられる。

コンロ 不明 不明 LP 三光プロパンガス株式会社

1986/4/29 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 4
ガス漏えい爆発が発生。ガスコンロに点火したところ爆発したが、事故当時、
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓があった。 ゴム管 不明 不明 LP 光安商店

1986/5/2 埼玉 浦和市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜のバーナーに点火しようとマッチを擦ったところ漏えいしていたガスに
着火、爆発した。詳細は不明。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 セタガヤバーナー　2号 LP 株式会社沢利喜商店

1986/5/4 神奈川 三浦市 漏えい着火 0 0 2

三口コンロのうちの一つで煮物をした後、別のコンロを点火したと同時に爆
発・火災。原因は使用ミスと思われる。なお、この事故により136戸が2時間半
の供給停止。

コンロ 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

1986/5/5 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 1
タバコに火を着けようとしたところ爆発。ドアの開閉によりゴム管がガスコン
ロより抜けた模様。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社あわじや

1986/5/5 山梨 山中湖村 漏えい着火 0 0 2

ガスファンヒーターに点火しようとした際、誤って器具未接続のゴム管が接続
された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、再点火した際引火、爆発
した。

ストーブ 不明 不明 LP 佐藤燃料有限会社

1986/5/5 大阪 大阪市 酸欠・その他 0 0 0

自殺を図り、元栓を開にしてガスを放出。当事者はCO中毒で重症。なお、通路
までガス臭気が漂ったため、同住宅400人が付近の公園へ避難及び前面道路を
交通しゃ断(約100分)した。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社
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1986/5/5 香川 高松市 ガス中毒 1 0 0
二口コンロの点火ミスにより生ガスが漏れ中毒死(当事者は酒に酔っており、
点火ミスに気付かず就寝したものと思われる)。 コンロ ターダ HG-305 TG 四国ガス株式会社

1986/5/6 茨城 牛久市 漏えい着火 0 0 2
器具未接続のゴム管が接続された末端ガスを開放したため、ガスが漏えいし、
ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東京石油ガス株式会社

1986/5/6 三重 大王町 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明であるが、ガスコンロ側のゴム管が外れて
おり、炊飯器側のゴム管は末端ガス栓は半分黒こげなっていた。 末端ガス栓 不明 不明 LP 黒潮自動車用品株式会社

1986/5/6 岡山 寄島町 漏えい着火 0 0 3
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、石油ストーブに火に引
火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 斉藤商店

1986/5/7 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 2
ガスストーブを片づける際、末端ガス栓を開放状態のまま、ゴム管から外した
ため、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社重田屋商店

1986/5/7 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1

テーブルコンロを使用する際、誤って一口コンロの器具栓を開放したため、漏
れたガスが電灯のスイッチの火花で引火、爆発。当事者軽傷及び当事者宅一部
破損。

コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/5/10 茨城 猿島町 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロに鍋をかけたまま寝込んでしまったため鍋が過熱され、ゴム管が溶
け、ガスが漏えい、コンロの火に引火、火災となった模様。 コンロ 不明 不明 LP 忍田商店

1986/5/13 福岡 久留米市 酸欠・その他 0 0 1
排気筒にすずめの巣があったため、排気不良となり、酸欠状態となった。不完
全燃焼及び一酸化炭素の発生有無は不明。

排気筒
(風呂釜)

高木産業 不明 LP 株式会社筑邦プロパン

1986/5/13 群馬 吉井町 漏えい着火 0 0 2
器具未接続のゴム管が接続された末端ガスを開放したため、ガスが漏えいし、
ロースターに点火した際引火、爆発した模様。 末端ガス栓 不明 不明 LP 群馬吉井町農業協同組合

1986/5/15 千葉 野田市 酸欠・その他 0 0 1
酸欠事故が発生。一酸化炭素中毒か否かを含め、詳細は不明。

コンロ 不明 不明 LP 関東ガス工業株式会社

1986/5/16 埼玉 川口市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返すうちに、漏えい、滞留していたガスに引火、爆発
した模様。 風呂釜 日立 不明 LP 有限会社神流川

1986/5/17 山形 鶴岡市 漏えい着火 0 0 0
調理後、元栓を閉めようとして誤って呼びコックを開いてしまった。ガス漏れ
警報器が鳴ったので換気扇を回したが、何らかの原因で引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社上野燃料

1986/5/18 奈良 大和郡山市 漏えい着火 0 0 4

ガス臭がしたためガスコンロの器具栓を閉止しようとしたところ、冷蔵庫付近
より爆発した。前回ガスコンロを使用した際、器具栓が完全に閉止されていな
かったためガスが漏えいしたものと推定。

コンロ 不明 不明 LP 米嶋産業株式会社

1986/5/19 大阪 泉佐野市 漏えい着火 0 0 4

器具未接続のゴム管が接続された末端ガスを開放したため、ガスが漏えい、そ
の後換気したが、不十分であったため、ガスコンロに点火した際引火、爆発し
た模様。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社家治商店

1986/5/20 茨城 岩瀬町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに着火しそのまま就寝。目が覚めてタバコを吸おうとマッチに火を
着けたところ爆発した。噴きこぼれにより立消えし、ガスが漏えいした模様。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社菊池商店

1986/5/20 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 1

ガス炊飯器を点火し、そのまま出かけ帰宅したところ、ガス臭がしたため、点
検しようとした際爆発した。出かけ前に使用していたガスコンロは器具栓は閉
止状態であったが末端ガス栓が開放状態であったことから、この間のどこかか
ら漏えいしたと考えられる。

ゴム管 不明 不明 LP 富田産業株式会社

1986/5/21 愛知 祖父江町 漏えい着火 0 0 2
タバコを吸おうとライターに火を着けたところ爆発。詳細は不明。 不明

(コンロ)
日立 GHS-2Y3 LP 愛知マルヰ株式会社

1986/5/21 神奈川 平塚市 漏えい着火 0 0 1
ガス炊飯器を取り外す際、末端ガス栓に装着してあった迅速継手が外れ、ガス
が漏えいし、近くのガスレンジに着火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 高橋プロパン株式会社

1986/5/22 神奈川 厚木市 不完全燃焼 2 2 0

瞬間湯沸器のパイロットバーナーを着けたまま就寝、湯栓が完全に閉止されて
いなかったため、断続的に長時間メインバーナーが点火状態となり、不完全燃
焼を起こし、一酸化炭素中毒となった。また、設置して約5年経過しており、
内部に煤が大量に付着していた。

小型湯沸器 松下 GW-525 LP 有限会社高瀬商店

1986/5/23 富山 大山町 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガスを開放したため、ガスが漏えいし、
ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 森元プロパン店

1986/5/23 石川 輪島市 漏えい着火 0 0 0
二重巻コンロを清掃中、台の上から落としてしまい、その衝撃でゴム管が抜
け、ガスが漏えいし、となりのコンロの火に引火、爆発した。 コンロ 不明 MD-210 LP 輪島日通プロパン販売所

1986/5/25 広島 海田町 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガスを開放したため、ガスが漏えいし、
ガスコンロに点火した際引火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社梶川プロパン

1986/5/25 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 0
末端ガス栓及びガス炊飯器の器具栓を開放し、点火後着火を確認を行ったが、
しばらくして爆発した。詳細は不明。

不明
(炊飯器)

リンナイ 品番：B-12 LP 神原石炭石油株式会社

1986/5/26 埼玉 朝霞市 漏えい着火 2 0 1 ガス漏えい爆発が発生・爆発音とともに家屋が炎上。詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 昭和ガス株式会社

1986/5/27 青森 弘前市 漏えい着火 0 0 1

小型湯沸器に点火したところ爆発した。詳細は不明だが、事故後の調査で、湯
沸器側のホースバンドが装着されていたゴム管が外れていたことが分かってい
る。

ゴム管
(小型湯沸器)

リンナイ R-2KE LP 三栄商会

1986/5/28 埼玉 与野市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに点火したところ爆発した。ゴム管がネズミにかじられており、ガ
スが漏えいした。 ゴム管 不明 不明 LP 佐藤興産株式会社
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1986/5/28 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1
ガス爆発が起こり、全身火傷の重傷。当事者宅全焼及び付近住宅の窓ガラス等
破損及び1戸(当事者宅除く)供給支障。 不明 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/5/29 愛知 名古屋市 漏えい着火 1 0 0
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 中部日通プロパン株式会社

1986/5/30 高知 高知市 漏えい着火 1 0 1

コンロに接続のゴム管が何らかの理由で外れ、ガスが漏れ、コンロを点火した
際、圧電が火源となり爆発・火災。5戸棟別アパート全半焼。なお、この事故
により90地点につき5時間半の供給停止。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社高知ガス

1986/6/1 長野 池田町 漏えい着火 0 0 2

ガス炊飯器のゴム管がガス栓側で外れていたため、ガス栓を閉め、窓を開け空
気を入れ替えた後、ガスコンロに点火した時、爆発。近隣2戸半壊、1戸全壊。
なお、この爆発により83戸供給停止。

ゴム管 不明 不明 LP 大北農業協同組合

1986/6/2 北海道 帯広市 漏えい着火 0 0 0
未使用側の末端ガス栓を誤って開放し、漏えいしたガスに燃焼器の点火により
引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社晃陽燃料

1986/6/4 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 2
販売業者が風呂釜の点火状況を調査した際、エアー抜きをし過ぎたため、ガス
が釜の付近に滞留し、点火した際引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 新光ガス協業組合

1986/6/5 福岡 岡垣町 漏えい着火 0 0 2
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着
火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 名神産業株式会社

1986/6/6 千葉 野田市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、焼鳥器の火に引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 堀川産業株式会社

1986/6/6 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 1

クリーニング店で業務用乾燥機の運転中、衣類の燃える臭いがしたので、回転
ドラムの戸を開けた途端火が噴き出し、外の煙突も燃えていた。加熱防止装置
等が付いていたが働かなかった。排気筒の一部に塩化ビニル管が使われてお
り、中に大量に付着した糸くずに火が入り、煙突がぐしゃぐしゃに曲がり、排
気口を塞いでいた。

乾燥機
(業務用)

サンヨー SCD-35 LP 西部ガス

1986/6/7 千葉 市川市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの点火操作を繰り返すうちに、ガスが漏えいし引火、爆発となっ
た。 コンロ 不明 不明 LP 市川燃料株式会社

1986/6/7 千葉 浦安市 漏えい着火 0 0 2
ガス漏えいによる爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社石井商店

1986/6/7 埼玉 岩槻市 漏えい着火 0 0 1
二重巻コンロ点火しようとしたところ爆発した。詳細は不明であるが、点火前
からガス臭はあったとのことである。 コンロ 不明 不明 LP 株式会社マルキ

1986/6/7 北海道 小樽市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 今堀本店

1986/6/9 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜使用の際、風呂バーナーが立ち消えしたので再点火をマッチで行ったと
ころ、溜っていたガスに引火・火災。当事者宅全焼。 風呂釜 不明 不明 LP 株式会社巴商会

1986/6/10 香川 高松市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロの点火操作中、未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 石淵商店

1986/6/10 千葉 関宿町 漏えい着火 0 0 4
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロの火に引
火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 木村商会

1986/6/10 山形 酒田市 漏えい着火 0 0 0
飲食店で調理のため元栓及び焼き鳥器のコックを開いたが、点火の際に誤って
隣のコンロに点火したため、焼き鳥器から漏れたガスに引火、爆発した。 不明 不明 不明 LP 株式会社茜谷商店

1986/6/10 三重 四日市市 漏えい着火 0 0 1
ガス爆発による火災発生。本件に関する詳細(漏えい原因、着火源等)は不明で
あるが、自殺を図ったものと思われる供給支障58戸。 ガス栓 不明 不明 LP 朝日ガス株式会社

1986/6/11 宮城 仙台市 漏えい着火 1 0 0
ガス漏えい火災が発生。詳細は不明であるが、約10年間使用していなかったガ
スストーブ用末端ガス栓が開放状態であった。 不明 不明 不明 LP 株式会社セントガスセンター

1986/6/11 京都 京都市 酸欠・その他 0 0 3

麺茹で器、ガスコンロ、ガス炊飯器、餃子焼機器を使用していたが、換気を一
切行っていなかったため、酸欠状態となった。一酸化炭素が発生していたか否
かは不明。

不明 不明 不明 LP 山川ガス株式会社

1986/6/11 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の空だきにより火災が発生。

風呂釜 不明 不明 LP 有限会社丸本住宅設備

1986/6/11 石川 加賀市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに鍋をかけたまま外出したため、鍋が過熱され（空だき状態）、ゴ
ム管が燃えたため、ガスが漏えいし、コンロの火に引火、火災となった。 コンロ 不明 不明 LP 加賀市農業協同組合

1986/6/12 神奈川 藤沢市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜に点火した後、しばらくして着火していないことに気が付き、換気を行
い、再度点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。 風呂釜 不明 NL-BL-11AUP LP 日本ガス株式会社

1986/6/13 茨城 瓜連町 漏えい着火 0 0 3
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 茨城通運株式会社

1986/6/14 北海道 函館市 ガス中毒 0 1 0

テーブルコンロの煮こぼれによりガスの火が消え、漏れた生ガスにより中毒。
(本人寝込んでしまったが、隣人のガス漏れ警報器が鳴っているとの通報によ
り軽い生ガス中毒)。

コンロ サンヨー CG-B6CG TG 北海道ガス株式会社

1986/6/14 北海道 函館市 ガス中毒 0 1 0
テーブルコンロの点火未確認による生ガス中毒。

コンロ リンナイ R23JA TG 北海道ガス株式会社

1986/6/15 埼玉 新座市 漏えい着火 0 0 5
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 足立燃料合名会社
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1986/6/17 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1

自殺を図り、居室の元栓からガスを放出したところに、知人が訪問しライター
を点けたところ爆発。当事者及び前夫重傷。当事者宅半焼。隣の店舗一部焼
失。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/6/19 広島 豊平町 漏えい着火 0 0 2
末端ガス栓を閉め忘れたまま、焼肉用コンロを取り外したため、ガスが漏えい
し、その後蚊取り線香に火を着けようとしたところ引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 竹村石油株式会社

1986/6/20 静岡 島田市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東海ガス株式会社

1986/6/20 山梨 大月市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを使用後、器具栓を完全に閉止しないまま放置し、その後しばらく
して再度点火したところ爆発した。 コンロ パロマ 不明 LP 田村商店

1986/6/20 静岡 島田市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続の末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火したため漏えいしたガ
スに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東海ガス株式会社

1986/6/20 山形 三川町 漏えい着火 0 0 1
未使用側のガス栓を誤って開放したためにガスが漏れ、コンロを点火した際、
引火・爆発。当事者2週間の火傷、当事者宅　窓ガラス等破損。 ガス栓 不明 不明 TG 山形県

1986/6/22 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火した後、しばらくして確認するとお湯が沸いていなかったため、
ガス切れと思い、容器を予備に切替えた。その後再度点火したがつかなかった
ため、マッチで点火しようとしたところ、種火部分から出ていたガスに引火、
爆発した。

風呂釜 イワタニ 不明 LP 富士プロパン株式会社

1986/6/25 愛知 一宮市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 森金燃料

1986/6/25 岐阜 岐阜市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロの点火操作を繰り返すうちに、漏えいしたガスに引火、燃え上がっ
た。 コンロ パロマ PA-35NK-T LP 岐阜市農業協同組合

1986/6/25 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火した後、しばらくして確認すると火が消えていたため、再点火し
たところ、漏えいしていたガスに着火、爆発した。 風呂釜 フジカ 不明 LP ガステックサービス株式会社

1986/6/26 茨城 勝田市 漏えい着火 0 0 3
ガス漏えい爆発・火災が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 竹食品マート有限会社

1986/6/26 福島 広野町 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火したが、しばらくしてガスの漏えいに気が付き換気を行った。そ
の後再点火したが、残留していたガスに引火、爆発した。なお、着火しなかっ
たことについては、事故発生日に行っていた配管工事によりエアパージが不十
分だったのではないかとも考えられる。

風呂釜 不明 不明 LP 石井プロパン店

1986/6/28 福井 福井市 漏えい着火 0 0 4
末端ガス栓を開放したところ爆発した。器具未接続のゴム管が接続された末端
ガス栓を開放したため、ガスが漏えいしたと考えられる。 末端ガス栓 不明 不明 LP 福井プロパンガス株式会社

1986/6/29 群馬 東村 漏えい着火 0 0 2
フライヤーに点火したところ爆発した。油を交換した際に器具栓に触れたた
め、開放されガスが漏えいしたと考えられる。詳細は不明。 フライヤー 不明 不明 LP 伊勢崎マルヰ株）

1986/6/29 三重 久居市 漏えい着火 0 0 4
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 岡金コンフォート株式会社

1986/6/29 東京 葛飾区 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火したが点火しなかったため、再度点火したところ爆発した。 初
の点火の際ガスが漏えいしたものと考えられる。 風呂釜 不明 不明 LP 有限会社孫兵衛木下商店

1986/6/29 山口 光市 漏えい着火 0 0 2
器具未接続のゴム管が接続されたガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、冷
蔵庫のサーモスタットの火花に引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 守田商店

1986/6/30 新潟 新潟市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

ゴム管 不明 不明 LP 小松原商店

1986/7/1 山口 岩国市 漏えい着火 0 0 1

コンロに点火しようとして、オーブンに接続されている末端ガス栓を開放し、
コンロに点火したところ、オーブンに接続していたゴム管（４－５年不使用）
から漏えいしたガスに引火爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 新圧石油株式会社

1986/7/2 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 1
ゴム管がネズミにかじられており、ガス漏えいし、風呂釜に点火した際引火、
爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP エッソ石油株式会社

1986/7/3 新潟 出雲崎町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに点火した際着火しておらず、そのままガスが漏えいし、冷蔵庫の
サーモスタットの火花に引火、爆発・火災となった。 コンロ パロマ PA-2SH LP 有限会社山田燃料店

1986/7/3 東京 足立区 漏えい着火 0 0 2
ガス漏えい爆発が発生。事故後の調査でガスコンロの器具栓が半開状態であっ
たことが判明しているが、詳細は不明。 コンロ 不明 不明 LP みのりや商店

1986/7/4 栃木 栃木市 漏えい着火 0 0 0
ゴム管がネズミにかじられており、ガス漏えいし、冷蔵庫のサーモスタットの
火花に引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 鶴見商店

1986/7/4 石川 小松市 漏えい着火 0 0 3
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 岸燃料店

1986/7/5 京都 宇治市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、何らかの着火源に着火爆発した模様。

末端ガス栓 不明 不明 LP 八木マルヰ商事株式会社

1986/7/7 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0
ワゴン車内の二重巻コンロに鍋をかけたまま放置していたところ、過熱により
壁板に火が燃え移り、車が全焼した。 コンロ 不明 不明 LP 加計燃料株式会社

1986/7/7 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1
バランス型密閉式風呂釜に点火した際、突然火が燃え上がった。

風呂釜(BF式) 日立 BF-24 LP 丸中住設株式会社

11



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1986/7/8 佐賀 佐賀市 漏えい着火 0 0 1
初めの点火では着火せず、しばらくツマミを開放状態のままにし、再度点火し
た際、漏えいしていたガスに引火、爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 佐賀プロパン株式会社

1986/7/13 岐阜 恵那市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続されたガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガ
スコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社中央プロパン

1986/7/13 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスコンロに点
火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 日満商事

1986/7/14 茨城 総和町 漏えい着火 0 0 0
浴槽の排水栓が緩くなっていたため、隙間から水が漏れ、空だき状態となり出
火、火災となった模様。 風呂釜(内焚式) 不明 不明 LP 関口商店

1986/7/16 富山 高岡市 不完全燃焼 4 0 0
事故当時、小型瞬間湯沸器とガスコンロが使用されており、一酸化炭素中毒が
発生したが、詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 高岡セントラルガス株式会社

1986/7/17 神奈川 伊勢原市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを末端ガス栓からゴム管で延長したところ後、しばらくしてタバコ
に火をつ着けたところ漏えいしていたガスに引火、爆発した。末端ガス栓の閉
止が不完全であったため、ガスが漏えいした模様。

末端ガス栓 不明 不明 LP 伊勢原市農業協同組合

1986/7/17 北海道 稚内市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜に点火したところ、出火した。風呂釜のホースエンド底部が水分で腐蝕
し小さな穴があき、点火の際に着火し金属部分が熱せられホースが溶けてガス
漏えいが大きくなった。

風呂釜 高木産業 RK11 LP 北部石炭株式会社

1986/7/18 埼玉 朝霞市 漏えい着火 0 0 2
風呂釜点火後、しばらくしてガス臭がしたためツマミを元に戻し、換気を行
い、再度点火したところ残留していたガスに引火、爆発した。 風呂釜 不明 不明 LP 株式会社はすみ

1986/7/18 福島 いわき市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜のバーナーにマッチで点火したが、しばらくして着火していないことに
気づき、再度点火しようとしたところ、漏えいしていたガスに引火、爆発し
た。

風呂釜 ヤマハ 不明 LP 株式会社あぶらや商店

1986/7/18 大阪 泉佐野市 漏えい着火 0 0 1
テーブルコンロの器具栓が完全に閉まっておらず、ガスが漏れ、それに気付か
ずにコンロを点火したため引火。当事者3度の火傷。当事者宅台所一部延焼。 コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/7/19 北海道 福島町 漏えい着火 0 0 0
ゴム管がネズミにより破損され漏えいしたガスが、冷蔵庫のサーモスタットに
より引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 日商プロパン石油株式会社

1986/7/20 栃木 足利市 漏えい着火 0 0 0
詳細は不明であるが、ゴム管が何らかの原因で損傷し、ガスが漏えい、冷蔵庫
のサーモスタットの火花が着火、爆発したものと推定。 ゴム管 不明 不明 LP 館林液化ガス株式会社

1986/7/23 鳥取 鳥取市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 鳥取ガス産業株式会社

1986/7/24 愛知 豊明市 漏えい着火 0 0 2
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着
火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社兼子プロパンガス商会

1986/7/27 岡山 岡山市 漏えい着火 0 0 0
２口末端ガス栓の機器未接続側コックを誤って開栓し、別のコンロの火から漏
えいガスが引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 山陽ガス株式会社

1986/7/28 山梨 敷島町 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓が半開状態であったため、ガスが漏えいし、洗濯機の電気
接触の火花に着火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 鈴与株式会社

1986/7/28 埼玉 浦和市 漏えい着火 0 0 2
ゴム管を踏んでしまい、ガスが漏えいした際、風呂釜の種火を消そうとした
が、誤って点火ツマミを点火の方へ回してしまったため引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社鶴見商店

1986/7/28 山形 新庄市 漏えい着火 0 0 0
末端ガス栓と燃焼器を連結しているゴム管をネズミがかじっていたため、ガス
が漏えいし、冷蔵庫のサーモスタットの火花に引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 山形酸素株式会社

1986/7/31 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜のバーナーに点火しようとマッチを擦ったが着火しなかったため、器具
栓を開放したままマッチを擦ったところ漏えいしていたガスに引火、爆発し
た。

風呂釜(内焚式) 不明 不明 LP 有限会社重田屋商店

1986/8/1 茨城 協和町 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロに接続のゴム管が折れ曲がった状態であったことから、その部分に
亀裂が生じ、ガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモスタットの火花等に引火、爆発
したと考えられる。

ゴム管 不明 不明 LP 堀川産業株式会社

1986/8/1 岡山 笠岡市 漏えい着火 0 0 1
コンロに鍋をかけ点火したが着火を確認せず離れたため、漏えいしたガスが蚊
取り線香から引火し爆発した。 コンロ パロマ PA3LW LP 内海株式会社

1986/8/2 新潟 新潟市 漏えい着火 0 0 0

ガス炊飯器が異常過熱状態となり、ゴム管が溶けてガスが漏えいし引火したも
のと推定。ただし、異常過熱の点については「ガスによる要因見当たらず」と
不明である。調査事項①器具と可燃物との距離、②.ゴム管の状況、③器具の
ガス漏れの有無、④器具の空焚きによる温度上昇、⑤自動消火装置の故障の有
無　以上について詳細に調査し、ガスによる要因見当たらず、漏電等によるも
のか原因は不明。

炊飯器 不明 不明 TG 北陸ガス株式会社

1986/8/4 東京 葛飾区 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の自動点火バーナー（2号バーナー）で点火操作を繰り返すうちに、ガ
スが滞留し着火、爆発した。 風呂釜 不明 不明 LP 有限会社孫兵衛木下商店

1986/8/7 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 1

コンロを使用中、そばで煙草に火を点けようとしたとライターを点火したとこ
ろ爆発が起きた。機器を漏えい検査したが異常はなく、何らかの原因でコンロ
が消え、ガスが流出していたのではないかと推定。

不明 不明 不明 LP 塩田燃料店
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1986/8/7 山口 下関市 漏えい着火 0 0 1

２口末端ガス栓の機器未接続側コックを誤って開栓し、点火したが着火しない
ため、もう一方のコックを開栓し、コンロに点火したところ、未接続側コック
から漏えいしたガスに引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社福本金物店

1986/8/7 東京 足立区 不完全燃焼 1 0 0
小型湯沸器(9，950Kcak/h)の本体給気口及びフィンの目詰りにより不完全燃焼
を起こしたためと思われる。死因は一酸化炭素中毒による。 小型湯沸器 東芝 GH-51VT TG 東京ガス株式会社

1986/8/8 愛知 豊川市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着
火、爆発した模様。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社三河ほくさんプロパン

1986/8/8 沖縄 与那原町 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロの器具栓の閉止が不完全であったため、ガスが漏えいし、何らかの
着火源に着火、爆発した。 コンロ リンナイ RT-2B LP 株式会社協和ガス

1986/8/8 岐阜 柳津町 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返していたところ爆発した模様。事故後の調査ではゴ
ム管が外れていたことが判明。 風呂釜 高木産業 TP-A3 LP 佐波農業協同組合

1986/8/8 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 1
器具栓を開放したままであったため、ガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモスタッ
トの火花に引火、爆発した模様。 コンロ 不明 不明 LP 小倉プロパンガス商会

1986/8/8 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

コンロに鍋をかけ点火したが、末端ガス栓が半開であったため点火しなかっ
た。これに気づかないでいたところ、漏えいしたガスが冷蔵庫のサーモスタッ
トにより着火、爆発した。 コンロ リンナイ 不明 LP 株式会社岩井商会

1986/8/9 石川 七尾市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火しよ
うとした際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 北陸設備興産株式会社

1986/8/9 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0

当事者が不在中の友人宅にて自殺図り、テーブルコンロの器具栓からガスを放
出したところ、電気器具のスパークで引火・爆発。当事者全身火傷で重傷。集
合住宅の屋根全壊。

コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/8/11 石川 加賀市 漏えい着火 0 0 0
ガス炊飯器を動かし際に、迅速継手付ゴムホースのソケットとゴム管の間が破
損し、ガスが漏えい、ガスコンロの火が引火、燃え上がった。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社北陸プロパンガス商会

1986/8/12 千葉 大原町 漏えい着火 0 0 1

浴室外にある風呂釜にマッチで点火しようとしたところ、爆発した。原因とし
ては、浴室内から遠隔操作できるハンドルの操作ミス、又は漏えいしたガスの
マッチへの引火と考えられる。

風呂釜 不明 不明 LP 東海ガス商会

1986/8/15 鳥取 気高町 漏えい着火 0 0 5

器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、冷蔵庫のサーモスタットの火花に引火、爆発した。なお、末端ガス栓に接
続されたゴム管は、これは前宿泊客がガスコンロとともにを無断で持ち込みん
でいたものである。

末端ガス栓 不明 不明 LP 金沢商店

1986/8/15 東京 大島町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火したところ漏えいしていたガスに引火、爆発。詳細は不明。

コンロ 松下 GT-3T-2L LP 不明

1986/8/15 神奈川 川崎市 漏えい着火 1 0 0
三口コンロが半開であることに気付かずにいたところ、漏れたガスに何かの火
が引火し爆発炎上した。 コンロ リンナイ 不明 LP 株式会社関東三愛ガスセンター

1986/8/16 新潟 新潟市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返すうちに、漏えい、滞留していたガスに引火、爆発
した模様。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-297 LP 朝日屋商店

1986/8/16 千葉 野田市 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロの操作中に漏れたガスに、電気スイッチの火花が着火、爆発した模
様。詳細は不明であるが、操作ミスがあったのはと考えられる。 コンロ 不明 不明 LP 株式会社鴨狩商店

1986/8/17 静岡 掛川市 漏えい着火 0 0 4
タバコを吸おうとライターに火を着けたところ爆発した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 掛川市農業協同組合

1986/8/17 静岡 御殿場市 漏えい着火 0 0 2
ガス臭がしたため換気をしていたが、ガス炊飯器に点火したところ爆発した。
ガスレンジの器具栓の閉止が不完全であっため、ガスが漏えいした模様。 レンジ サンウェーブ NGR90 LP 株式会社カジマヤ

1986/8/17 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜に点火後、しばらくして風呂釜より出火。浴槽内の排水栓の閉止が不完
全であったため、水が漏れ、空焚き状態となり、過熱・出火した模様。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-205 LP 京葉液化ガス株式会社

1986/8/19 栃木 今市市 漏えい着火 1 0 0
マッチを擦ったところ爆発した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社黒川燃料店

1986/8/21 福岡 志免町 漏えい着火 1 0 0
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 宝プロパンガス

1986/8/24 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 0
ガス炊飯器に再点火したところ爆発。詳細は不明だが、 初の点火後しばらく
してガス漏れ警報器が鳴ったとのこと。 炊飯器 パロマ PR-10CK LP 児山商店

1986/8/24 熊本 本渡市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロ（２口）に点火したが着火しなかったため、そのままにし、もう一
口の方に点火したため、漏えいしたガスに引火、爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 合資会社浜酸素商会

1986/8/28 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1

テーブルコンロに接続している青ゴム管をネズミが4～5cmにわたりかじったた
め、ガスが漏出し、ガスの臭いで目を覚ました当事者が台所へ行き、テーブル
コンロの締め忘れと勘違いし、つまみを回したところ、着火・爆発した。当事
者は2度の火傷。同台所　ガラス戸2枚破損。

コンロ 不明 PA-2GN TG 東京ガス株式会社

1986/8/31 香川 高松市 漏えい着火 0 0 1

ガス炊飯器に点火したところ漏えいしていたガスに引火、爆発した。消防の調
査の結果では、老朽化したゴム管からガスが漏えいしたものではないかと推
定。

ゴム管 不明 不明 LP 天野商事株式会社

1986/8/31 埼玉 春日部市 漏えい着火 0 0 0
自殺を図り、ガス栓開放し室内にガスを放出させた所に何らかの火が引火し爆
発、火災。 ガス栓 不明 不明 LP 東洋ガス株式会社
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1986/9/2 神奈川 箱根町 漏えい着火 0 0 1

屋外設置式湯沸器の取付工事のため、現在設置されている湯沸器を取り外し
た。その際、未使用コックにゴムキャップを付けなかったのを消費者が誤開放
しガスが漏えい。使用中のガスコンロの火が引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社菱興

1986/9/4 栃木 宇都宮市 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロに点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。事故当
時臭いがあったがゴミの臭いと判断した。また、ガス漏えいの原因としてはゴ
ム管のひび割れによるものと推定。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社星野屋米穀店

1986/9/4 高知 土佐清水市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロで湯を湧かしたまま放置している間に火が消えおり、再点火したと
ころ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。 コンロ 日立 GMG-360 LP 渡辺電気

1986/9/4 秋田 鹿角市 漏えい着火 0 0 0

娘の嫁ぎ先に来た母親が昼食の支度をしようと台所に立った。娘は不在で、ガ
ス釜を修理に出していた事を知らずに器具が接続されていないコックを解放
し、漏えいしたガスに引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 鹿角石炭販売合資会社

1986/9/5 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 2

２口元栓の一方には湯沸器に、もう一方には冬季にストーブを使用するため
４・５ｍ位のゴム管を接続して使用していた。事故当時、ストーブは接続され
ていないがゴムホースが接続されており、器具がついていない元栓を誤開放し
漏えいしたガスにコンロを点火した時に爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 合資会社紙透商店

1986/9/5 福島 富岡町 漏えい着火 0 0 1
入浴中、ガス臭がしたため、ドアを開け換気を行った。その後、点火しようと
したところ残留していたガスに引火、爆発した。 風呂釜 ヤマハ TA-243 LP 富岡ガス協業組合

1986/9/9 兵庫 姫路市 漏えい着火 1 0 0
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 姫路市農業協同組合

1986/9/11 兵庫 南淡町 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロで煮炊きしたまま寝込んでしまい、起きて消えていたコンロに点火
したところ爆発・火災となった。立消えしたため、ガスが漏えいしたものと推
定。

コンロ 日立 GHG-361 LP 三原マルヰ株式会社

1986/9/12 高知 高知市 不完全燃焼 0 4 0

蒸し器を使用していたが、ガス圧を増加させたこと（消費空気量の増加）と室
内の換気不足（冷房使用）により不完全燃焼が起こり、一酸化炭素中毒となっ
た。蒸し器については燃焼不良のため、取り替えを予定しており、事故当日販
売業者が確認に来ていた。

蒸し器 神陽工業 SW-2型 LP 株式会社高知ガス

1986/9/13 福岡 粕屋町 漏えい着火 0 0 16
ガス漏えい爆発が発生。爆発場所が集合住宅であったことから、負傷者が多数
となった。詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 大和興産

1986/9/14 広島 庄原市 漏えい着火 0 0 3
タバコを吸おうとライターに火を着けたところ爆発した。未使用の末端ガス栓
を開放したため、ガスが漏えいしたものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 音谷商店

1986/9/14 茨城 土浦市 漏えい着火 1 0 0

ガスコンロに点火しようとしたところ、何らかの原因により漏えいしていたガ
スに引火、爆発した模様。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 土浦市農業協同組合

1986/9/14 埼玉 東松山市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜が点火不良のため点火動作を繰り返しているうちに、釜の中に滞留した
ガスに引火爆発した。

風呂釜 フジカ 不明 LP 有限会社燃料カネコ

1986/9/14 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 1

入浴中湯を暖めようと、メインバーナーのスイッチを開放したが暖まらないの
で再点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。パイロートバー
ナーが着火していなかったため、メインバーナーを開放しても火はつかず、そ
のままガスが漏えいした模様。

風呂釜 不明 不明 LP 有限会社綜合設備イツド

1986/9/18 岐阜 大垣市 漏えい着火 0 0 0

ガス漏えいによる火災が発生。ガスコンロで調理中、加熱が強かったため、近
くにあったガス炊飯器接続のゴム管に穴が空いた模様。ゴム管の取り付けは当
事者が行っていた。

ゴム管 不明 不明 LP 大垣市農業協同組合

1986/9/18 北海道 留辺蘂町 漏えい着火 0 0 1
帰宅後タバコに火を点けようとしたところ、ガスに引火爆発した。炊飯器側の
末端閉止弁とゴム管のホースバンドがなく、ここから漏えいしたと思われる。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社井沢燃料店

1986/9/19 奈良 奈良市 漏えい着火 0 0 1
ガスレンジの器具栓を複数まとめて開放し、順次点火していたが、点火に手間
取った間漏えいしたガスに引火、爆発した。

レンジ 不明 不明 LP 株式会社岩井商店

1986/9/19 福島 須賀川市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに鍋をかけていたが、噴きこぼれのため、立消えし、ガスが漏えい
した。その後、タバコを吸おうとマッチを擦ったところ、漏えいしていたガス
に引火、爆発した。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社吉田商店

1986/9/20 東京 中野区 漏えい着火 0 0 0
当事者がガス栓を開放しガスを放出。漏れたガスに何らかの原因で着火し、爆
発・火災。当事者の隣室3部屋を焼失。 ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1986/9/21 広島 広島市 ガス中毒 1 0 0

二口テーブルコンロの右側にみそ汁の入った鍋がかけてあり、左側には空の鍋
がかかっていたが、空鍋側から生ガスが漏出していることから器具栓の誤操作
と着火ミスが重なり、ガスが漏出。それに気付かずに寝込んでしまったため中
毒死。

コンロ リンナイ R-2K TG 広島ガス株式会社

1986/9/23 佐賀 千代田町 漏えい着火 0 0 0
ガスの漏えい爆発が発生。事故は大口ガスコンロの種火を着けたまま、またフ
ライヤーのサーモバルブを160℃にセットし配達に出かけた間に起こったもの
であるが、原因等詳細は不明。

不明
(フライヤー)

不明 不明 LP 山代ガス株式会社

1986/9/24 福岡 筑紫野市 漏えい着火 0 0 0
ガス漏えい爆発が発生。栓未接続のゴム管が接続された末端ガス栓が何らかの
原因で開放されたため、ガス漏えいした模様。 末端ガス栓 不明 不明 LP 大洋ガスプロパン

1986/9/25 兵庫 山崎町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火したまま寝込んでしまい、起きてタバコを吸おうとマッチを
擦ったところ爆発した。立消えしたためガスが漏えいしたものと考えられる。 コンロ パロマ PA-35NK LP ホンジョウプロパン株式会社
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1986/9/25 東京 日野市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロ接続のゴム管が何らかの原因で外れ、ガスが漏えいし、タバコに火
を着けようとしたところ爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社加藤商店

1986/9/25 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火したが立消えしたため、ボンベを予備に切替え、再点火したとこ
ろ爆発した。原因は、販売事業者がガスメーターを交換した際、エアー抜きが
不十分だったため、一時的に立消えを起こし、その後、再点火した際、漏えい
したガスに引火、爆発した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 東葉興産株式会社

1986/9/29 鳥取 鳥取市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 西日本プロパン産業有限会社

1986/9/30 鹿児島 串木野市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火・入浴後、残り湯で洗濯をするつもりで放置し、空焚きとなり火
災が発生した。 風呂釜 不明 不明 LP 有限会社三幸プロパン

1986/9/30 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0

二口コンロで湯を沸かしていたが、ガス栓Y型コック未使用側(ゴム管付き器具
なし)の誤開放により噴出したガスに引火し1m近い火柱が上がりコンロのゴム
ホースを焼いた。

ガス栓 不明 不明 TG 金沢市

1986/10/1 山形 飯豊町 漏えい着火 0 0 0
給水し過ぎた浴槽の水を抜いて量を調整し栓をした。しかし、栓が完全に閉
まっていなかったため、結果、空だきとなり火災が発生した。 風呂釜 不明 不明 LP 佐原四郎商店

1986/10/2 愛知 名古屋市 不完全燃焼 0 2 0
クーラーをきかせた密閉状態の部屋で小型湯沸器(9，450Kcal/h)を長時間使用
したために2名が軽い中毒。(換気扇のコンセントは外されていた。) 小型湯沸器 不明 PIC-95A TG 東邦ガス株式会社

1986/10/3 石川 小松市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを使用中立消えしてしまい、ガス臭がしたため、末端ガス栓を閉止
しようとしたが、誤って未使用側を開放したため、ガスが漏えい引火、爆発し
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山二商会

1986/10/4 宮城 塩釜市 ガス中毒 1 0 0

ガスストーブに接続してあるゴムホースを外し一口コンロを使用。その後、ガ
スストーブにゴムホース接続せず、泥酔してストーブを使用するためガス栓を
開いて寝込んでしまったことにより中毒死。

ストーブ 不明 不明 TG 塩釜ガス株式会社

1986/10/4 宮城 仙台市 ガス中毒 0 1 0
深夜、泥酔状態で帰宅してラーメンを作ろうとしてコンロに点火したが未着
火。本人は寝込んでしまい、生ガスが漏れ中毒。 コンロ 不明 不明 TG 仙台市

1986/10/9 大阪 岸和田市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロが噴きこぼれにより立消えし、ガスが漏えい、冷蔵庫のサーモス
タットの火花に引火、爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 個人

1986/10/9 秋田 藤里町 漏えい着火 0 0 0

コンロを使用中、来客のため離れた際に、煮こぼれにより立ち消えし、漏えい
したガスが石油ストーブにより引火爆発した。気密試験、コンロ点検の結果異
常は見られなかった。

コンロ ターダ LC-276 LP 村岡合名会社

1986/10/10 千葉 野田市 漏えい着火 0 0 1
ガスが漏えいし爆発した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社鴨狩商店

1986/10/11 東京 足立区 漏えい着火 0 0 2

飲食店の１階のカウンター付近で、煙草にライターで火を点けたところ、奧の
台所で爆発した。器具栓、末端ガス栓が開栓しており、他に漏えい箇所がない
ことから末端ガス栓の誤開放と推定される。

末端ガス栓 不明 不明 LP 個人

1986/10/12 北海道 羽幌町 漏えい着火 0 0 1
１方しか機器に接続されていない２口の末端ガス栓を双方とも開栓し調理中、
漏えいしたガスが冷蔵庫のサーモスタットにより引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 中田燃料店

1986/10/12 愛知 名古屋市 ガス中毒 0 1 0
テーブルコンロを使用中に途中火を細めたまま、うたた寝をして吹きこぼれに
より火が消えたのに気付かず、漏れたガスにより中毒。 コンロ リンナイ R-3YB TG 東邦ガス株式会社

1986/10/13 石川 押水町 漏えい着火 0 0 7

パーティーをしていたところ、誤って器具未接続のゴム管が接続された末端ガ
ス栓を開放したため、ガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモスタットの火花に引
火、爆発した模様。

末端ガス栓 不明 不明 LP 柏崎商店

1986/10/15 栃木 西那須野町 漏えい着火 0 0 2

風呂釜に点火しようとしたが着火しなかったため、末端ガス栓を開放した状態
で調べていたところゴム管が外れ、ガスが漏えいし、それに気が付かないまま
点火操作をしてしまい引火、爆発した。

風呂釜 不明 不明 LP 猪瀬燃料店

1986/10/15 青森 黒石市 漏えい着火 0 0 0

フライヤーのブザーが鳴ったのでガスを止めたが、フライヤーの種火を消した
際器具栓が開放状態であったため、ガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモスタット
の火花に引火、爆発した。

フライヤー 北沢 P-82 LP 黒石ガス株式会社

1986/10/15 神奈川 大和市 漏えい着火 0 0 0
２口コックを開けた時、ゴムホースの外れていた湯沸器用元栓も誤って開放
し、引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP ダイニチ産業株式会社

1986/10/18 新潟 長岡市 漏えい着火 0 0 0
当事者がガス栓を開放してガスを放出。漏れたガスに何らかの原因で着火し、
爆発・火災。2階及び3階の一部焼失。 ガス栓 不明 不明 TG 北陸ガス株式会社

1986/10/19 静岡 清水市 漏えい着火 0 0 1

入浴後、風呂バーナーの器具栓を閉止せずに末端ガス栓を閉止し、次の使用時
に、そのまま末端ガス栓を開放したため、着火器で点火した際、漏えいしたガ
スに引火、爆発した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-201 LP 株式会社天野プロパン

1986/10/21 静岡 舞阪町 漏えい着火 0 0 3
ガスストーブ接続のゴム管が外れ、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着火、
爆発した模様。 ゴム管 不明 不明 LP 佐次平燃料

1986/10/21 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロで魚を焼いていた際、長時間の放置で過熱されたため、炎が上が
り、消火作業中誤って未使用側の末端ガス栓を開放し、漏えいしたガスに引
火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社下島商店
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1986/10/21 大分 大分市 不完全燃焼 1 0 0
ビルの吹きつけ塗装工事のため、窓・扉・排気筒がビニールで目ばりされた浴
室にて内だき式風呂釜(9，200Kcal/h)を使用したため酸欠状態となり中毒死。 風呂釜 オカキン CF-1 TG 大分ガス株式会社

1986/10/22 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火したが、火はすぐに消し止められ大事には至らなかった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 高山商店

1986/10/23 新潟 新潟市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、冷蔵庫のサーモスタットの火花に引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社三和住設センター

1986/10/23 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1
１口コンロに鍋をかけていたが、煮こぼれがした為、ガスもと栓を閉止しよう
として、２口コックの未使用側元栓を誤開放。ガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 京浜石油株式会社

1986/10/24 大阪 高槻市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロに鍋をかけたまま寝込んでしまい、目が覚めタバコに火を着けよう
としたところ爆発した。煮こぼれにより立消えし、ガスが漏えいしたものと考
えられる。

コンロ 不明 不明 LP 上中産業株式会社

1986/10/24 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスが漏えいし、ガス
コンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 大江商店

1986/10/26 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 1

コンロを自ら接続し、こたつの上で煮炊きをしており、当日午前３時頃就寝
し、朝煙草を付けたところ爆発炎上した。ガス栓の閉止操作をしたかどうか不
明。

コンロ 不明 不明 LP 熊本第一ガス株式会社

1986/10/26 長野 伊那市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロの火を消し忘れたため過熱されたため、ゴム管が焼損し、容器（20
㎏）に着火、爆発した模様。 コンロ パロマ PA-1S-5 LP 株式会社伊那岡谷プロパン

1986/10/26 新潟 吉田町 漏えい着火 0 0 1
ストーブに点火したつもりが、未着火に気付かず、その場を離れたのち生ガス
が放出されたところに再点火したところ爆発。 ストーブ 不明 不明 TG 吉田町

1986/10/27 岡山 落合町 漏えい着火 0 0 1

乾燥機のスイッチを入れたところ漏えいガスに引火爆発した。機器未接続末端
ガス栓を誤って開栓したものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社道満石油店

1986/10/27 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 1

お湯を沸かそうと２口コンロに火を点けた。数分後、台所がガス臭いのに気が
付き窓を開け換気したが不十分であった。再び点火したところ、残っていたガ
スに着火爆発した。

コンロ 不明 不明 LP 河原実業株式会社

1986/10/28 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1

当事者が台所二口コックの未使用側ゴムキャップを外し生ガスを放出。その
後、螢光灯の電源スイッチを入れたため小爆発。友人が軽傷。当事者宅の螢光
灯のみ破損。

ガス栓 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1986/10/29 群馬 前橋市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社山恵商店

1986/11/1 和歌山 由良町 漏えい着火 0 0 2

ガスストーブを移動させた後、ガス臭がしたため調べると、ゴム管が抜けてい
たため接続した。その後点火したところ残留していたガスに引火、爆発した。
ゴム管は当事者が取り付けていた。

ゴム管 不明 不明 LP 有田産業

1986/11/1 大阪 八尾市 漏えい着火 0 0 6
未使用の末端ガス栓からガスが漏えいし、何らかの着火源に着火、爆発・火災
となったと推定。詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 関西タール製品株式会社

1986/11/1 茨城 土浦市 漏えい着火 0 0 1

台所の電気のスイッチを入れた瞬間、漏えいしていたガスに着火、爆発した。
事故の２，３日前に鉄鍋を末端ガス栓の上に落としており、原因と推定され
る。

末端ガス栓 不明 不明 LP 木村商店

1986/11/2 北海道 共和町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの器具栓を回し、マッチで点火しようとしたところ爆発した。点火
する前にすでに器具栓の閉止が不完全でその間ガスが漏えいしたと模様。 コンロ 不明 不明 LP 永井石油株式会社

1986/11/2 埼玉 越谷市 漏えい着火 0 0 1
手動式風呂釜に点火後炊事をしていたところ、ガス臭があったため、末端ガス
栓を閉止した。その後しばらくして再度風呂釜に点火したところ爆発した。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 浅子商店

1986/11/2 福岡 小竹町 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを操作したところ爆発した。朝食時に使用した際、ガスコンロの左
の器具栓の閉止が不完全だったのではとの事情聴取内容であったが、詳細は不
明。

コンロ 松下 GT-3C2L LP 小川商店

1986/11/3 岩手 田野畑村 漏えい着火 0 0 1
業務用ガスコンロに点火したが着火しておらず、ガスが漏えいし、もう一方の
着火していたコンロの火に引火、爆発した。 コンロ 不明 MRN171 LP 田野畑村漁業協同組合

1986/11/3 愛知 豊橋市 ガス中毒 0 2 0
テーブルコンロ使用後、器具栓を完全に閉めなかったため、ガスが部屋に充満
して中毒。 コンロ パロマ PA-35SNH TG 中部ガス株式会社

1986/11/4 愛媛 新居浜市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。コンロ
は当事者が設置したもので、ケミカルホースと末端ガス栓の間にはジョイント
金具がなく、何らかの原因で外れ、ガスが漏えいした模様。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社越智産業

1986/11/4 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブのホース口よりゴム管が離脱していたのに気付かず点火の操作を
したため、引火爆発。 ゴム管 不明 不明 LP 石橋プロパン店

1986/11/5 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。詳細は
不明。 不明 不明 不明 LP 札幌ほくさんプロパン株式会社

1986/11/5 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
店側が断るも客が勝手に末端ガス栓を交換してしまい、作業終了後しばらくし
て湯沸器に点火したところ爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 佐々木商店
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1986/11/6 新潟 燕市 不完全燃焼 1 0 0
小型湯沸器(9，600kcal/H)を長時間使用したため、酸欠による不完全燃焼を起
こし中毒死。(台所の排気扇は電源コード外されていた。) 小型湯沸器 ナショナル GW-5D TG 燕市

1986/11/7 秋田 十文字町 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロに鍋をかけていたが、途中中断して外出した。消し方が不十分だっ
ためかその後もコンロは燃焼を継続し過熱、ゴム管等に延焼し、火災となっ
た。

コンロ リンナイ R-2G LP いいつか本店

1986/11/8 千葉 鎌ヶ谷市 漏えい着火 0 0 1
２口コックの使用側のコックを閉めようとして誤って未使用側のコックを解
放。漏れたガスに、タバコに火を点けようとしたところ引火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社渋谷重兵衛商店

1986/11/10 鳥取 日南町 漏えい着火 0 0 1

タバコを吸いながら台所へ入った瞬間爆発した。ガスコンロがゴム管を接続し
たまま、開放状態の末端ガス栓から外れており、ここからガスが漏えいしてい
た模様。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社雲越商店

1986/11/11 沖縄 宜野湾市 漏えい着火 0 0 3

ガスコンロに点火したが着火せず、そのまま寝込んでしまい、その後ガス臭に
気づき、起きて器具栓を閉止し、換気を行ったが、朝タバコを吸おうとしたと
ころ爆発した。ガス漏えいについては、器具栓を閉め忘れのほか、ホースバン
ドのズレからゴム管接続部からの漏えいも考えられるため調査中。

コンロ 不明 不明 LP 宜野湾市農業協同組合

1986/11/11 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 2

業務用レンジ(50，300Kcal/H)のコンロ部で調理中、オーブンの火を弱めて
オーブン扉を閉めた。この時にオーブンのバーナーが立ち消えし生ガスが放
出、漏れたガスにコンロの火が引火し爆発。店の天井の一部損壊。

レンジ 日本厨房工業 NGR-303 TG 東邦ガス株式会社

1986/11/12 福島 伊達町 漏えい着火 0 0 0

パン屋の従業員がパンを作るため、メーターコックを開き元栓を開いて湯沸器
とフライヤーに点火して間もなく爆発が起こった。フライヤーの移設工事をし
た際にガス販売店が未使用コックにゴムキャップをせず、又、事故当日には
コックが開放状態であったためメーターコックを開いた際にガスが漏えいして
いた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社芳賀石油

1986/11/13 静岡 伊東市 漏えい着火 0 0 2
タバコを吸おうとマッチを擦ったところ、漏えいしていたガスに引火、爆発し
た。ガスストーブとゴム管の接続不良によりガスが漏えいした模様。 ゴム管 不明 不明 LP ナカムラ産業株式会社

1986/11/14 広島 広島市 ガス中毒 0 1 0
テーブルコンロの右側器具栓が半開きになっており生ガスが漏れて中毒(隣人
が当事者宅のガス漏れ警報器が鳴動しているとの通報。当事者は泥酔状態)。 コンロ リンナイ RT-39P TG 広島ガス株式会社

1986/11/15 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 広畑産業株式会社

1986/11/16 広島 黒瀬町 漏えい着火 0 0 0
ゴム管が老朽でひび割れを起こしており、ガスが漏えいし、ガスコンロの火に
引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 広島マルヰガス株式会社

1986/11/16 兵庫 西宮市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 阪神プロパン協業組合

1986/11/17 兵庫 小野市 漏えい着火 0 0 1

ガスストーブを移動させた後、ゴム管の器具側接続が不十分であったため、ガ
スが漏えいした。気が付き換気を行ったが不十分であったため、ガスストーブ
に点火した際、残留していたガスに引火、爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 兵庫熔材株式会社

1986/11/17 兵庫 西宮市 ガス中毒 1 0 0
一口コンロで湯を沸かそうとしてヤカンをかけたまま寝込み、吹きこぼれによ
る立ち消えで生ガスが漏れて中毒死。 コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1986/11/18 北海道 深川市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、石油ストーブの火に引
火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 深川市農業協同組合

1986/11/18 島根 鹿島町 漏えい着火 0 0 2
住宅より出火。コンロが取り外してあり、末端ガス栓が開栓した状態でゴム管
が抜いてあり、漏れたガスに何らかの火が引火したのではないかと推定。 末端ガス栓 不明 不明 LP 瀧川産業株式会社

1986/11/19 広島 広島市 酸欠・その他 0 0 1
風呂釜に接続していたゴム管が外れガスが漏えいし、入浴中に酸欠状態となっ
た。 ゴム管 不明 不明 LP 猫本商事株式会社

1986/11/19 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 1

未使用の末端ガス栓（器具未接続のゴム管が接続されていた模様）を開放した
ため、ガスが漏えいし、何らの着火源に着火、爆発したと推定。なお、誰が末
端を開放したかは不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社藤井石油店

1986/11/19 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火したが着火しなかったため、器具栓を閉止せず、再びライターで
点火しようとしたところ爆発した。器具栓を閉止しなかったため、ライターを
取りに行っている間ガスが漏えいした。

風呂釜 クラウン 不明 LP 甲府文化ガス株式会社

1986/11/21 千葉 富里町 酸欠・その他 3 0 0
ガスコンロ及びガス炊飯器を使用中、室内の換気をしていなかったため、酸欠
状態となった模様。 不明 不明 不明 LP 有限会社石田屋

1986/11/25 東京 葛飾区 漏えい着火 1 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社角屋

1986/11/25 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロに点火後その場所を離れ、戻ると火が着いていなかったため、再点
火したところ爆発した。 初の点火の際着火しなかったため、ガスが漏えいし
た。

コンロ リンナイ RT-3C-450 LP ヤマビ液化ガス株式会社

1986/11/28 岩手 九戸村 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロに鍋をかけていたが、立消えし、漏えい、滞留したガスに冷蔵庫の
サーモスタットの火花に引火かコタツの炭火に引火、爆発した模様。 コンロ 東芝 PKR-382 LP 上山商店
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1986/11/29 神奈川 秦野市 漏えい着火 0 0 1

右側のバーナーで湯沸器、左側のバーナーに点火操作を行っていたが未着火の
まましばらく放置し、再度点火操作を行ったところ漏えいガスに引火爆発し
た。

コンロ 松下 GT-3A2L LP 有限会社北村商店

1986/12/1 静岡 富士川町 漏えい着火 0 0 1
コンロに着火しようしたところ、コンロ配管部のヒューズコック上部つまみか
らガスが漏えいしており、爆発が起きた。

不明
(コンロ)

リンナイ RT-2AC LP 旭プロパン影山商店

1986/12/1 富山 福野町 漏えい着火 0 0 1
２口ガスコンロを使用中、煮汁のこぼれによる立消えでプロパンガスが漏え
い。換気を充分にしないまま再度点火し爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 谷田プロパン店

1986/12/1 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続の末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火したため漏えいしたガ
スに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 木屋の瀬プロパン

1986/12/2 群馬 吉井町 漏えい着火 0 0 1
ガステーブルに接続されていたゴム管をネズミがかじり穴があき漏えいした。
被害者がガス炊飯器に点火したところ、漏えいしたガスが爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社朝岡プロパン

1986/12/3 新潟 新潟市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを壁に押しつけて使用したため、ゴムホースがコンロに付き加熱さ
れ穴が空いた状態になった。しかし、被害者はガムテープを巻き当日は使用し
た。夫はホースの取替を指示したが未改善のままコンロを使用した。しかも元
栓を閉め忘れたままにしており、火を点けようとしたところ、漏えいしていた
ガスに引火爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 星山商店

1986/12/3 富山 小矢部市 漏えい着火 0 0 0
２口ガスコンロの片方で昼食の準備をしようとコンロに点火したが火がつかな
かったため、コックを開にしたまま右側コンロを点火したところ爆発した。 コンロ 不明 T-31H LP 小西電機商会

1986/12/4 滋賀 八日市市 漏えい着火 1 0 1

１口コンロにゴムホースを差込みシチューを温めていた。その後、お酒を飲み
寝てしまったが、ホースが外れておりガスが漏えいしていた。漏れたガスが何
らかの火が着火爆発をした。

ゴム管 不明 不明 LP 岩根商店

1986/12/5 愛知 豊橋市 不完全燃焼 1 0 0

排気トップがコの字形の通路の壁真近にあるため、風圧の影響を受け易く、又
立上り不足であったことから廃気が十分にされず浴室内にあふれたことにより
中毒死。

風呂釜 不明 不明 TG 中部ガス株式会社

1986/12/6 茨城 大野村 漏えい着火 0 0 1

２口の末端ガス栓の未接続側を誤って開放し、コンロの点火行為をしたが点火
せず、誤りに気付き、未接続側を閉止し、接続側を開栓し、コンロに点火した
ところ、滞留していたガスに引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 仲屋燃料店

1986/12/8 青森 青森市 不完全燃焼 0 2 0
脱衣所に設置した排気筒設備のない瞬間湯沸器を使用中に酸欠状態となり急に
倒れ救急車で病院に運ばれた。 大型湯沸器 パロマ PH-6 LP なべや千島商店

1986/12/8 愛知 西尾市 漏えい着火 0 0 1
赤外線式ストーブを使用の後、消火した。この際、器具の閉止が不完全であっ
たためガスが漏れ、再度点火しようとした際に着火爆発した。 ストーブ リンナイ 602型 LP ガステックサービス株式会社

1986/12/9 三重 鈴鹿市 漏えい着火 0 0 3

２口コックには一方に２口コンロ、もう一方はゴムホースのみ接続されており
器具は未接続。事故当時、ガスを使用した後、ガス栓を閉めようとしたとこ
ろ、器具未接続のコックを誤開放しガスが漏えい。コンロに点火したところ漏
れていたガスに引火爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 今村ゴム工業所

1986/12/11 兵庫 氷上町 漏えい着火 0 0 1

ガスストーブを使用中、室温調整のため点火・消火を繰り返していたところ、
電話がかかってきたのでその場を離れ、約１５分後に戻ってきてガスの臭いに
気付いたがそのまま再点火して爆発した。

ストーブ サンヨー GH-500P LP 稲次商店

1986/12/11 群馬 榛東村 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火しようとしたところ漏れていたガスに着火爆発した。事故発生１
時間前に元栓を開けており、この時器具栓に触れたためにガス漏れが発生。 風呂釜 不明 不明 LP 榛東村農業協同組合

1986/12/12 長野 佐久市 漏えい着火 0 0 0
風呂場付近から出火。火災発生時にガス釜は種火の状態だったのか不明。消防
の意見では、排気筒に接触していた可燃物によるものと思われるとのこと。 風呂釜 高木産業 TP-A25K LP 佐久平賀農業協同組合

1986/12/12 熊本 八代市 ガス中毒 0 5 0
コンロを使用後、器具栓を完全に閉めなかったため、ガスが漏れて5名が軽い
中毒。 コンロ 不明 不明 TG 九州ガス株式会社

1986/12/13 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0

浴室で排気筒設備がない状態で風呂釜が使用され、かつ、バーナーが都市ガス
使用のもので、換気不良のまま使用したことから一酸化炭素中毒になったと考
えられる。風呂釜、バーナーは消費者が本人が勝手に据え付けたものであり、
ＬＰガス販売事業者の供給開始時調査の際にはなかった。

排気筒
(風呂釜)

東陶機器 K8-113YT LP 有限会社金子商会

1986/12/14 福島 浪江町 漏えい着火 0 0 1
コンロの栓を完全に閉めず、ガス漏れに気付かなかった。漏えいしたガスに、
タバコの火を点けようとした際に引火爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 矢沢商店

1986/12/14 和歌山 貴志川町 漏えい着火 1 0 1
爆発音とともに火災が起こり、住宅を全焼した。漏えい箇所・原因とも不明。

不明 不明 不明 LP 岩本石油株式会社

1986/12/15 埼玉 大井町 漏えい着火 0 0 1

風呂釜を使用中にガス切れが起きたため、消費者がボンベの切り替えを行った
（主導切替式調整器使用）後、再度点火しようとしたが、着火不良のため、点
火を数回繰り返すうちに生ガスが漏れて爆発した。

風呂釜 不明 不明 LP くみあいサービス株式会社

1986/12/15 東京 江東区 漏えい着火 0 0 2

ガス臭がしたため、販売店に連絡したが、漏えい圧力試験を実施せず、漏えい
箇所の特定に至らなかった。その後煙草の火で引火し爆発した。風呂釜を電気
式湯沸器に変更した際、不要部分の配管をそのまま残したため、中間ガス栓が
何らかの理由で半開となり、末端ガス栓が破損していたためガスが漏えいし
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 三鱗事業株式会社
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1986/12/18 愛媛 城辺町 漏えい着火 0 0 2
２口コックの一方にはゴムホースのみが接続されており、元栓を誤開放の後、
コンロに点火したため爆発した。 ゴム管 パロマ PA-21H LP 南宇和ガス燃料株式会社

1986/12/18 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 1

炊飯器のコンロ部分のみを別用途に使用していたが、コンロから漏えいしたガ
スに何らかの原因で引火爆発した。

炊飯器 不明 不明 LP 東京エルピーガス株式会社

1986/12/19 愛知 日進町 漏えい着火 0 0 1
未使用側の末端ガス栓を誤って開放し、漏えいしたガスに燃焼器の点火により
引火した。 ゴム管 パロマ PA32W LP 有限会社福安プロパン商会

1986/12/19 岐阜 各務原市 漏えい着火 0 0 1

３口コンロのツマミが半開となっていたため、ガスが漏えい。気付かずにタバ
コに火を点けたところ引火爆発した。なお、コンロと炊飯器の間隔が５ｃｍ程
しかないため炊飯器の火を消した際にコンロのつまみに触れたものと思われ
る。

コンロ トヨクニ TR327 LP 株式会社藤吉商店

1986/12/21 千葉 船橋市 漏えい着火 0 0 3

従業員が片づける時、先客が使った卓上コンロを移動させたが、その際、ホー
スのコック接続部が老化しており、コック先端のホースバンド先からホースが
切れていた事に気付かず、ガスが漏えい。後から来た客がタバコにライターで
火を点けたところ、引火した。

ゴム管 不明 不明 LP 吉川商店

1986/12/22 京都 亀岡市 漏えい着火 0 0 1
ゴム管のみが付いた機器未接続の末端ガス栓を誤って開放し、石油ストーブの
火に引火した。

ゴム管
末端ガス栓

不明 不明 LP 共栄ガス

1986/12/22 北海道 帯広市 ガス中毒 1 0 0
三口ガステーブルコンロを使用しようとして点火したが未着火。漏れたガスに
よる中毒死。 コンロ パロマ PA-35SNK TG 帯広ガス株式会社

1986/12/23 埼玉 三芳町 漏えい着火 0 0 0
消費者が酔って、機器未接続末端ガス栓を誤って開放し、煙草の火で引火爆発
した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社三芳ガス

1986/12/24 愛知 七宝町 漏えい着火 0 0 1

アパートの１室で煙草を吸おうとライター付けたところ爆発した。ガスの供給
契約はしていなかったが、ガスメーターは動いており、風呂釜のスイッチは種
火状態だった。漏えい箇所・原因不明。

不明 不明 不明 LP 山新商店

1986/12/24 岐阜 可児市 漏えい着火 0 0 1

ガスストーブを移動した際にゴム管が外れた。ゴム管が外れたことに気づか
ず、ガス臭がしたため、容器バル部を閉め空気の入れ換えをし再度容器バルブ
を開放し点火したため爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 野口燃料店

1986/12/24 埼玉 入間市 漏えい着火 0 0 0

飲食店の宴会場のコンロ接続ゴム管を、使用するたびに２口末端ガス栓から脱
着していたためゴムバンドを使用していなかった。片方の末端ガス栓接続のス
トーブを使用していたところ、コンロ側のゴム管接続部からガスが漏えいし、
ガス栓付近で引火した。

末端ガス栓
ゴム管

不明 不明 LP 株式会社すずき屋

1986/12/24 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 0

業務用フライヤーを使用するため使用者がパイロットバーナー(手動点火式)を
着火しないままメインバーナーの器具栓を開き点火したため一度に着火し、フ
ライヤーに付着していた油カスが燃えフライヤーの一部が焼損となる。

業務用フライヤー 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1986/12/27 静岡 浜松市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブ接続ゴム管を勝手口にある洗濯機の下を通していたところ、ゴム
管が傷み、漏えいしたガスにガスコンロの火が引火し爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 浜松燃料株式会社

1986/12/28 広島 府中町 漏えい着火 0 0 1
コンロ接続のゴム管が何らかの理由で末端ガス栓から外れ、何らかの着火源に
より引火爆発した。

末端ガス栓
ゴム管

不明 不明 LP 広島ガス東部販売株式会社

1986/12/28 長崎 佐世保市 漏えい着火 0 0 1
大掃除のため末端ガス栓を閉めずにコンロを外し、コンロ清掃後再度接続し、
点火試験を行ったところ漏えいしていたガスに引火し爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社樋口商店

1986/12/29 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
台所でガス炊飯器のスイッチを入れたが、着火の確認をせず離れたため生ガス
が流出し、爆発・火災。(着火源不明) 炊飯器 不明 不明 TG 北海道ガス株式会社

1986/12/30 富山 高岡市 不完全燃焼 2 0 0
店舗兼住宅の炊事場で、窓を閉め切ったまま、換気扇をつけずに小型湯沸器を
使用し、酸欠で不完全燃焼になり、一酸化炭素中毒となった。 小型湯沸器 松下 JW50-5DB LP 塚本燃料店

1986/12/30 京都 長岡京市 漏えい着火 0 0 1

移動用ガスコンロを片づけるためコンロからゴム管を外したが末端ガス栓が開
栓状態だったことに気づかなかった。漏えいしたガスに石油ファンヒーターの
火が引火し爆発した。

ゴム管
末端ガス栓

不明 不明 LP 京都マルヰ株式会社

1986/12/30 愛媛 御荘町 漏えい着火 0 0 3

コンロにやかんをかけ、点火したが着火を確認しなかったところ、しばらくし
てガス臭がしたので確認したところ、火が点いていなかったので再点火した
際、漏えいしていたガスに引火爆発した。

コンロ 松下 GT-3C2L LP 岩崎繁一商店

1986/12/30 香川 高松市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜バーナーに点火後１０分しても暖まらないため確認したところ火が消え
ており、再点火した際に爆発した。数日前に改築をしており、風呂のたき口周
囲を熱が逃げないように塞いでおり、酸素不足から立ち消えになったものと推
定される。

風呂釜 不明 不明 LP 永光産業株式会社

1986/12/31 徳島 松茂町 漏えい着火 0 0 1

２口コックにガスストーブを２台接続。そのうち１台を被害者の父親が会社へ
持って行くため接続していたホースより取り外した際、取り外していない方の
コックを誤って閉止していたため、ストーブに接続していたコックは開放され
たままであったため、ガスが放出。明朝、被害者が別のストーブを点火した際
に漏れたガスに引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 酒井燃料

1987/1/1 福岡 水巻町 漏えい着火 0 0 3
ガスストーブの操作に不慣れな当人の家族が誤ってガスを出し過ぎ、着火した
とたんに爆発し、焼損。 ストーブ(開放式) 不明 RSL-253 LP 北九州コーアガス
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1987/1/1 山口 徳山市 ガス中毒 1 0 0
食事準備中、一口コンロに鍋をかけ台所を離れたのち煮こぼれにより火が立消
え生ガスが漏出して中毒死。 コンロ パロマ PA-1S TG 山口合同ガス株式会社

1987/1/2 長野 浪合村 漏えい着火 0 0 0
風呂の水が少ない状態で着火。空焚安全装置付きでないため、過熱し、火災。

風呂釜(屋外式) 高木産業 TP-A4 LP 佐々木プロパン

1987/1/4 島根 益田市 漏えい着火 0 0 0

グリル付き２口コンロの一つを使用している中でグリルを使用しようとした
が、点火しないため、未使用元栓を開かないと点火しないと思い込み、元栓を
開いたところ、漏洩したガスに引火し、台所壁の一部を焼損。

末端ガス栓 不明 不明 LP 三和ガス株式会社

1987/1/4 千葉 習志野市 漏えい着火 0 0 1

コックからホースが抜け、２口コンロのつまみも２つとも開放された状態で、
ガス漏洩、引火。火傷と家の一部焼損。酒に酔っており本人は覚えていないと
のこと。

不明 不明 不明 LP 鈴木商店

1987/1/5 愛知 幸田町 不完全燃焼 1 3 0
訪問した知人が家族４人が倒れているのを発見。風呂釜の熱交換器部分にカー
ボンが付着しており、不完全燃焼によるＣＯ中毒と推定。 風呂釜

（バーナー）世田谷製作
所
（風呂釜）ノムラ

（バーナー）TA205
（風呂釜）FNMO型NA-4AO

LP 桑定商店

1987/1/5 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 0
爆発のため住宅の台所と屋根の一部損壊。住宅住人は外出していたが、当人は
事故当日泥酔状態で状況不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社秋葉中店

1987/1/7 埼玉 鳩ヶ谷市 漏えい着火 0 0 1
子供が風呂釜を空焚きしたため、異常過熱し火災。

風呂釜(屋内式) 不明 不明 LP 石峰プロパン商会

1987/1/7 長野 伊那市 漏えい着火 0 0 1

当人の話によるとたばこを吸うために着火したら爆発したとのこと。ゴムホー
スはコンロから完全に離脱し、ガス漏れ警報器のコンセントも外されていた。
他に異常は無し。

不明 不明 不明 LP 松下ガス住設店

1987/1/7 岐阜 大垣市 不完全燃焼 1 0 0
大型湯沸器(25，500Kcal/h)を使用中に酔って寝てしまい、その間排気筒の排
気扇を作動させていなかったため酸欠となり中毒死。 大型湯沸器 シャホトー GM-13R TG 大垣ガス株式会社

1987/1/9 広島 尾道市 漏えい着火 0 0 1
本人が台所のガスコンロを居間に持ち込み、金属パイプ等で元栓と接続。接続
部分からガス漏れがあり、たばこに火をつけたところ爆発。 ゴム管 不明 不明 LP 丸和石油株式会社

1987/1/9 岡山 岡山市 漏えい着火 0 0 0

当人が２口コンロを使用して炊事中、急にふらついて誤ってガス炊飯器のゴム
管につかまったため、はずみでゴム管が抜け、漏洩したガスにコンロの火が引
火し、元栓から火が噴き出した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 今井商店

1987/1/9 埼玉 鶴ヶ島町 漏えい着火 0 0 1

ガスストーブ本体側のゴムホースにホースバンドが正常に固定されておらず、
ガスストーブを移動するたびに少しずつホースが緩み、ガスが漏洩し、湯沸器
の点火により爆発し、半焼した。

ゴム管 不明 不明 LP 三友産業株式会社

1987/1/9 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 2

従来室内で８ｋｇ容器で使用していたストーブを取り外し、屋外ボンベに接
続。しかし、当人の要望で８ｋｇ容器はホースをつけたまま、おいて帰る。こ
れを知らない家族が８ｋｇ容器のバルブを開け、ストーブの点火を試みたた
め、点火火花により未接続のゴム管から放出したガスに引火、爆発。

末端ガス栓 不明 不明 LP 札幌ほくさんプロパン株式会社

1987/1/9 北海道 苫小牧市 不完全燃焼 2 3 0

ＦＥ式湯沸器の強制排気装置の電源が外されているにもかかわらず燃焼器が約
１６時間も燃焼。この排気不良によるＣＯ中毒死。燃焼器の安全装置が人為的
に改良されているようで、警察で捜査。平成１８年８月の製品安全総点検にお
いて、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-101F LP 株式会社苫小牧プロパン

1987/1/9 岩手 盛岡市 酸欠・その他 1 0 0

ガステーブル使用時に震度５の地震があり、その際にガステーブルのコックの
誤操作があったものと推測。一度戸外に出て、戻った際に震度１の余震発生。
その約２時間後に当人の家族が帰宅したところ、ガス臭有り、台所で当人が倒
れて亡くなっていた。医師の診断でガスによる酸欠。

不明 不明 不明 LP 有限会社細田燃料

1987/1/10 鳥取 鳥取市 漏えい着火 0 0 1
入浴中ガス臭がするため、風呂釜の元栓を閉止しようとしたところ、元栓が折
損し、ガス漏洩。風呂釜の種火で着火し、炎があがった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社東燃

1987/1/11 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 1

老人会の終了後、当人が戸締まりを行い、一旦外に出たが、ガス臭がしたた
め、再度中に入り電気のスイッチを入れたところ、爆発。当人がガス２口元栓
の未使用側を誤って開にしていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社小原燃料店

1987/1/11 愛知 豊田市 漏えい着火 0 0 5

店舗兼住宅の２階で５人が午後５時頃からガスコンロで鍋物の食事。しばらく
階下に降りた後、９時頃に再度コンロに点火したところ爆発、出火。コンロの
火を小さくして使用しているうちに火が消え、ガス漏れ。

コンロ 不明 不明 LP 三河商事株式会社

1987/1/12 長野 上郷町 漏えい着火 0 0 0

照明をつけずに元栓を開けようとしたところ誤って２口コックのキャップをつ
けていなかった未使用側を開放。ガスが流出し、燃焼器の点火スパークが引
火。

末端ガス栓 不明 不明 LP 飯田中央農業協同組合

1987/1/14 広島 向島町 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブを点火したところ、ゴム管とストーブの接続部分から漏洩したガ
スに着火爆発。 ゴム管 不明 不明 LP 植田燃料店

1987/1/16 岐阜 岐阜市 漏えい着火 0 0 0
２年以上ガス供給を停止していた当人宅に友人が訪れ、元栓を開け、カセット
コンロに点火したところ、漏れたガスに引火し、台所の一部が焼損。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社マルエイ

1987/1/16 新潟 村上市 漏えい着火 0 0 1
消費設備（２口コックの一方も開）から漏洩したガスが何らかの着火源により
着火し、爆発火災。 不明 不明 不明 LP 長谷川商会

1987/1/16 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 1
ガステーブルを点火したが、点火しないため何度も繰り返すうち漏れていたガ
スに火がつき、布巾に燃え移り焼損した。 コンロ パロマ ※35SNK LP 有限会社猫田商店

1987/1/17 東京 八王子市 不完全燃焼 0 3 0
小型湯沸器(8，300Kcal/h)を長時間使用したため屋内が酸欠状態となり、不完
全燃焼を起し中毒。 小型湯沸器 富士エンゼル FA-104(U) TG 東京ガス株式会社
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1987/1/18 愛媛 新居浜市 漏えい着火 0 0 2
ガスストーブを移動させた時にゴムホースがはずれ、漏えいしたガスに何らか
の着火源から引火。 ゴム管 不明 不明 LP 正起ガス株式会社

1987/1/18 大分 武蔵町 漏えい着火 0 0 0
浴槽の水栓が不完全だったため水が漏えいし、空焚きとなった。

風呂釜 不明 不明 LP 有限会社高橋商店

1987/1/18 兵庫 城崎町 漏えい着火 0 0 2
開放式ストーブの器具栓の不完全閉止によりガス漏れが起き、点火操作をした
ところ爆発。当該建物3階を全焼、西隣の建物3階の一部を焼失。 ストーブ リンナイ R-4561K TG 城崎町

1987/1/19 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 1

ガステーブルを使用後、器具栓を半開にしたまま外出。別の２口コックは一方
が開放状態。コンロに点火しようとしたところ爆発。当人はかなり飲酒してい
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 溝田石油店

1987/1/19 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 0

ガス炊飯器に接続されていない閉止弁を開け、外の容器バルブを開栓。ガスが
漏れ、石油ファンヒーターに引火し、焼損。当人は老人性認知症のため、炊飯
器の配置換えを失念。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社田中精米所

1987/1/19 奈良 橿原市 漏えい着火 0 0 2
初に台所のコンロに点火しようとした際それが点火しなかった後、器具栓を

閉め忘れ。風呂釜の方に行っている間にガス漏れ。再点火の際に引火。
コンロ パロマ SH LP 中棹米穀燃料店

1987/1/20 埼玉 飯能市 漏えい着火 0 0 4
２口コックの双方を開にしたため、器具に接続していない側からガス漏れ。石
油ストーブに引火爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 鍋屋プロパン株式会社

1987/1/20 岩手 盛岡市 漏えい着火 0 0 0

コンロを点火しようとしたが点火しないため、ボンベにガスがないと判断し、
コンロからゴムホースを外した。その際にコックを閉め忘れ、漏れたガスに冷
蔵庫のサーモスタットの火花により引火爆発。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社小原喜太郎商店

1987/1/21 兵庫 豊岡市 漏えい着火 0 0 0
ガスストーブに点火したところ引火し、全焼した。ゴム管がネズミに囓られた
跡があった。 ゴム管 不明 不明 LP 豊岡市農業協同組合

1987/1/21 長崎 長崎市 漏えい着火 0 0 1

コンロに点火したつもりだったが、ガス栓の誤操作でガスが放出し、タバコに
火を着けたところ漏れたガスに引火し爆発・火災。炊事場の窓ガラスが破損
し、炊事場と居間が燃えた。

ガス栓 不明 不明 LP 西部プロパン株式会社

1987/1/23 福井 福井市 ガス中毒 0 1 0
コンロの点火未確認による生ガス中毒。

コンロ パロマ PA-1SH TG 福井市

1987/1/25 大阪 枚方市 漏えい着火 0 0 1
泥酔状態でたばこに火をつけたところ爆発。何らかの原因でガス漏れし、居間
に滞留。 不明 不明 不明 LP 帝燃産業株式会社

1987/1/25 奈良 御所市 漏えい着火 0 0 1
台所でコンロを使用した際に誤って未使用側のコックも開き、その漏れたガス
がコンロに引火爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 吉川和鋭商店

1987/1/26 山梨 下部町 漏えい着火 0 0 0
飲酒して帰宅後、風呂に点火したが、眠ってしまい空焚き、出火。

風呂釜(屋内式) 不明 不明 LP 個人

1987/1/26 岡山 津山市 ガス中毒 1 0 0
コンロにやかんをかけたまま寝込んでしまい、湯が吹きこぼれて火が消え生ガ
スが漏れて中毒死。 コンロ 不明 不明 TG 津山ガス株式会社

1987/1/28 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 1
風呂に点火したが、眠ってしまい空焚き、出火。

風呂釜(屋内式) 不明 不明 LP 甲府ガス株式会社

1987/1/28 佐賀 佐賀市 漏えい着火 0 0 4
台所でガスコンロを操作し、誤って予備コックを開放。外出から帰宅した後、
コンロに点火したとき、爆発。アパート３室全壊等。 末端ガス栓 不明 不明 LP 山代ガス株式会社

1987/1/28 長崎 長崎市 ガス中毒 1 0 0
グリル付テーブルコンロの器具栓の誤開放により生ガスが漏出し中毒死。

コンロ リンナイ RT-3C TG 西部ガス株式会社

1987/1/30 愛媛 川之江市 漏えい着火 1 0 0
コンロの点火ミスによりガスが漏洩。換気せずに再点火したため、引火し、近
くにあった布に燃え移り、油で古くなったゴムホースにも燃え移り、火災。 コンロ 不明 不明 LP 寺尾商店

1987/1/30 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 0
ゴムキャップの設置されていない２口コックの未使用側を誤って開放し、片側
のコンロに点火しようとしたため、火災。 末端ガス栓 不明 不明 LP 椿ガス有限会社

1987/1/31 福岡 福岡市 漏えい着火 3 0 4

理髪店でガス漏れによる爆発が起こり、鉄筋コンクリート地下１階、地上３階
建を全壊、全焼。多量のガス漏れが予想され、量的に洗面所の乾燥機へのホー
スエンドからのガス漏れが推測されるが、疑問が多く、警察が捜査。

不明 不明 不明 LP 福岡米穀株式会社

1987/2/1 神奈川 藤沢市 漏えい着火 0 0 2
当人の家族が湯沸かしのためコンロに点火。十数分後に帰宅した当人がガス臭
に気づき換気したが、湯沸器に点火したところ残留ガスに着火、爆発。 コンロ トヨクニ 不明 LP 日本ガス株式会社

1987/2/4 香川 多度津町 漏えい着火 0 0 0
電気店が消費者の依頼により湯沸器を取り外した。この遊びコックを消費者が
誤開放したためガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモスタットにより引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 亀山商店

1987/2/4 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 1
旅館客室で、ガスヒーターのスイッチを入れ、しばらくして戻った際、電灯を
付けたところ爆発した。ヒーターの故障か取り付け不備だったのか不明 ストーブ サンヨー GHF280P LP 旭プロパンガス有限会社

1987/2/5 長崎 長崎市 不完全燃焼 1 0 0
台所の瞬間湯沸器の天板がはずれて排気口をふさぎ、不完全燃焼を起こした。
閉めきった部屋で２人が一酸化炭素中毒のため倒れ、１人は死亡した。 小型湯沸器(元止式) 松下 GW-525 LP 有限会社長崎新光ガス

1987/2/5 広島 熊野町 漏えい着火 0 0 0

調理室に設置された営業用２重巻コンロと元栓をつなぐゴムホースが何らかの
原因ではずれた。元栓が開いていたためガスが漏えいし、ガス臭に気付いた消
費者が部屋のドアを開けたところ、石油ストーブの火により引火爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 広島ガス熊野販売株式会社

1987/2/6 福岡 北九州市 ガス中毒 0 1 0
飲酒後帰宅し、ドロップインコンロに鍋をかけ間違ってグリルの器具栓を操作
し、点火ミスにより生ガスが放出し中毒。 コンロ タカラスタンダード GC-20K TG 西部ガス株式会社
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1987/2/7 大阪 豊中市 漏えい着火 2 0 3
アパートの一室でガスが引火爆発し、同アパート及び隣のアパートが全焼し
た。コックやメーター等は焼け落ちており原因不明。 不明 不明 不明 LP 有限会社豊南設備

1987/2/7 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブと末端ガス栓を自らゴム管で接続したが、接続不良によりガスが
漏えいし、引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社永田商店

1987/2/8 青森 西目屋村 漏えい着火 0 0 1

被害者の家族がガスの使用を終えて外出したが、元栓及びコンロの点火スイッ
チを閉め忘れていたため、ガスが漏えいしていた。数時間後、被害者がコンロ
に点火したところ、コンロの火が着火源となって爆発した。

コンロ 不明 不明 LP 三上商店

1987/2/9 大阪 門真市 漏えい着火 0 0 2

台所元コックからホースを延長してガスファンヒーターを使用していたが、灯
油ストーブを使用するため、ファンヒーターを器具末端側で取り外していた。
元コック操作時に、このゴム管のみ接続されたコックを誤って開けたためガス
が漏えいし、ガスライターの火に引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 関西ガス設備株式会社

1987/2/9 京都 舞鶴市 漏えい着火 0 0 1

２口ガステーブルで湯を沸かしていたが、コンロの火が消えてガスが漏えい
し、室内に滞留していた。消費者がガス漏れに気付かずにタバコに火をつけた
ところ、この火が引火し爆発火災が発生した。

コンロ ターダ 不明 LP みどりガス株式会社

1987/2/10 京都 野田川町 漏えい着火 0 0 0

小型湯沸器接続のゴム管に刃物によるものと見られる傷があり、そこから漏え
いしたガスに石油ファンヒーターの火が引火爆発した。ゴム管は定期検査の際
に交換された新品だったが、何者により傷つけられたかは不明。

ゴム管 不明 不明 LP ワイエス商店

1987/2/11 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
風呂に入り、洗髪後、風呂釜を再点火したところ爆発した。再点火前に器具栓
を不完全閉止にしていたため漏えいしたガスに再点火操作で引火した。 風呂釜 ヤマハ YBU-104 LP 真栄燃料店

1987/2/12 高知 高知市 漏えい着火 0 0 1

２口コンロの両方を点火していたが、ガス臭がしたため火を消した。再度コン
ロに点火したところ爆発した。末端ガス栓は２口コックで、一方はコンロに接
続していたが、もう一方はゴム管のみで器具未接続だった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 岸田商店

1987/2/16 千葉 横芝町 漏えい着火 0 0 1
近点火困難となっていた風呂釜の点火操作を繰り返し行っていたが、マッチ

に点火した際に爆発。 風呂釜(バーナー、屋内式) 世田谷製作所 不明 LP 伊沢商店

1987/2/17 宮崎 宮崎市 不完全燃焼 2 0 0

市の職員が当人のアパートの室を訪問したところ、ガス警報器の音が聞こえた
ため、通報した警察官とともに室に入り、死亡を確認。当時湯沸器が不完全燃
焼状態であった。検死結果でＣＯ中毒と判明。当人は、当日アルコールを飲ん
でおり、浴槽に貯めるために湯沸器に点火し、そのまま寝込んだものと推定。
隣の室の住人１名も巻き添えでＣＯ中毒死。

大型湯沸器(CF式) 東芝 PH-1360（S47年に製造） LP 有限会社石井商店

1987/2/18 宮崎 新富町 漏えい着火 0 0 1

ガス炊飯器を電気釜に取り替えた際、ゴムホースを切断し、そのまま末端ガス
栓に接続して放置。訪問した家族がこれを知らずにコックを開栓。風呂に点火
したところ引火。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社斉田商事

1987/2/19 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1

泥酔して帰宅し、開放式ストーブに接続されていた絹巻ゴム管に足を絡め、ス
トーブとの差し込み口が外れたことに気付かず寝た。ガスの臭気に気付き蛍光
灯を点灯したためスイッチが着火源となり爆発。被害者宅のガラスが4枚破
損。

ストーブ 不明 RN-715FN(U) TG 東京ガス株式会社

1987/2/21 福井 丸岡町 漏えい着火 0 0 1
湯沸器につながるゴム管がはずれ、末端ガス栓が開の状態であったため、ガス
が漏えいし爆発火災となった。ゴム管が外れた原因や着火源等は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 丸岡町農業協同組合

1987/2/21 愛媛 今治市 漏えい着火 0 0 2

ガス臭がするためストーブとコンロを消火したが、ストーブの器具栓取り付け
部のゴム管のネジが緩んでいたためガスが漏えいし、炊飯器の種火で引火し
た。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社新田石油店

1987/2/22 宮崎 日向市 漏えい着火 0 0 1
使用していないコックを誤って開放したため、漏れたガスに何らかの火が着火
し、爆発。 末端ガス栓 不明 不明 LP 旭マルヰガス株式会社

1987/2/23 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の種火を繰り返し着火を試み。 後に点火窓を開けて点火したところ、
着火、爆発。 風呂釜(屋内式) ノーリツ GNQ-5 LP 富士ガス株式会社

1987/2/23 秋田 琴丘町 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火しようとしてコックを回したが、点火しなかったので数回操作を
行った。点火しなかったため、さらに操作したところ、突然燃え上がった。 コンロ トヨクニ TR327 LP 藤原産業

1987/2/25 石川 加賀市 漏えい着火 1 0 0
コンロに点火したが点火せず、数分後に不点火に気づき、再点火したところ、
漏洩ガスに引火し、小爆発。当人の衣服に着火し、全身火傷。 コンロ パロマ PA-35NK LP 大城物産株式会社

1987/2/26 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 1
マンションの１室で小爆発があり火災となった。配管には異常がなく、爆発原
因は不明。 不明 不明 不明 LP アポロプロパン販売株式会社

1987/2/28 三重 玉城町 漏えい着火 0 0 0

食品製造会社において社員の帰宅後、無人の状況でガス漏れ爆発。燃焼器具は
湯沸器１台と２口コンロ１台で、ともにホースは焼け落ちていた。大量のガス
漏れで爆発したのは確かだが、原因不明。

不明 不明 不明 LP 西忠商店

1987/3/1 群馬 明和村 漏えい着火 0 0 0
機器未接続の末端ガス栓を誤開放し、コンロに点火したところ漏えいしたガス
に引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社ぎんだな

1987/3/1 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 1
コンロに鍋をかけ点火したが、着火を確認しないまま隣室で寝てしまい、目覚
めて煙草に点火しようとして引火爆発した。 コンロ リンナイ 不明 LP 株式会社ワカサ

1987/3/1 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0
弁当店の業務用コンロの種火コックを閉め忘れたまま帰宅し、店舗内に漏えい
したガスが何らかの着火源により爆発したもの。 コンロ 不明 不明 LP 橋本燃料株式会社
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1987/3/2 滋賀 今津町 漏えい着火 0 0 2

ガスストーブに点火しようとしたところ、ガス臭に気付き、元栓を閉めに行っ
たが、別人がストーブに点火したため漏えいガスに引火爆発した。ガスストー
ブのゴム管が外れていたが何故外れたかは不明

ゴム管 不明 不明 LP 中村ガス株式会社

1987/3/2 高知 高知市 不完全燃焼 1 0 0
開放式ストーブの長時間使用により不完全燃焼が起こりCO中毒死。

ストーブ 日立 GVB-30A TG 四国ガス株式会社

1987/3/3 島根 川本町 漏えい着火 0 0 0

ガスメーター交換後、末端ガス栓の開閉を確認せず、容器バルブを開いたとこ
ろ、風呂釜が末端ガス栓に接続されていなかったため、ガスが漏えいし、石油
ストーブに引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 因原石油株式会社

1987/3/4 岐阜 白鳥町 漏えい着火 1 0 1
ストーブの器具栓を閉止しないまま就寝し、翌朝ストーブに点火したところ漏
えいしていたガスに引火爆発した。 ストーブ 不明 不明 LP 郡上ガス株式会社

1987/3/5 青森 青森市 漏えい着火 0 0 1
コンロが立ち消えしていたのに気づかず、再点火し、漏えいしていたガスに引
火し爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 青森市西農業協同組合

1987/3/5 栃木 益子町 漏えい着火 0 0 1
機器未接続でゴム管のみが付いた末端ガス栓を誤って開放したため、石油ス
トーブに点火した際に引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 中城屋商店

1987/3/6 愛知 甚目寺町 酸欠・その他 0 0 1
湯沸器使用後種火を残しておいたところ、何らかの原因で種火が消え、ガスが
漏えいし酸欠を起こしたものと推定。 湯沸器(開放型元止式) 松下 43型 LP 甚目商店

1987/3/7 岡山 東栗倉村 漏えい着火 0 0 2
器具未接続の末端ガス栓を誤って開放し、漏えいしたガスが石油ストーブに引
火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 福田建設株式会社

1987/3/8 岡山 津山市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火し、５０ｃｍ離れた風呂釜に点火したがなかなか点火せず中断
し、再度点火したところ爆発した。 コンロ 日立 不明 LP 山陽商事株式会社

1987/3/11 広島 呉市 ガス中毒 0 1 0
破れたやかんを使って湯を沸かしていたので湯が漏れてテーブルコンロの火が
消え、生ガスが放出し中毒。 コンロ 不明 不明 TG 広島ガス株式会社

1987/3/12 青森 八戸市 漏えい着火 0 0 1
コンロで湯を沸かし、こぼれた湯で立ち消えしたのに気づかず煙草の火を点け
たため漏えいしていたガスに引火した。 コンロ サンヨー GCT36 LP 株式会社マルオウ

1987/3/12 愛知 西春町 漏えい着火 0 0 1
湯沸かしの種火が消えたためにガスが漏えいし、煙草の火に引火爆発した。

小型湯沸器 パロマ PH-5AB LP 柴田石油株式会社

1987/3/13 群馬 館林市 漏えい着火 0 0 0
コンロの器具栓を閉止せず末端ガス栓のみで消火したため、翌日末端ガス栓を
開放した際にガスが漏えいし引火した。 コンロ 不明 GT-21T LP 個人

1987/3/13 長野 松本市 漏えい着火 0 0 0
湯沸器とコンロの２種類をゴム管の付け替えにより使用していたところ、ゴム
管を末端ガス栓に接続せず、ガス栓を開栓したためコンロの火が引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 鈴与株式会社

1987/3/14 千葉 光町 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火行為を繰り返していたところ爆発した。

風呂釜 高木産業 TPBFS5K LP 有限会社鈴木敏雄商店

1987/3/14 神奈川 津久井町 漏えい着火 0 0 2
ストーブを使用中、器具側のゴム管が外れ着火火災した。

ゴム管 不明 不明 LP 中央液化ガス株式会社

1987/3/14 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 0
空焚きによる出火

風呂釜 NIKKO HOKCO-2 LP 古屋商店

1987/3/14 宮城 仙台市 ガス中毒 0 1 0

ガスストーブと絹巻ホースを知人から譲り受けたが、ガス種不適合であったた
め使用せず、湯沸器用の15Aガス栓ホースエンドに10A用絹巻ホースゴム差込口
を差込んだまま放置していた。当日、テーブルコンロを便用しょうとして誤っ
てガスストーブ用ホースを接続しているガス栓を開けたところゴムに亀裂が入
り生ガスが漏れて中毒。

ゴム管 不明 不明 TG 仙台市

1987/3/14 茨城 古河市 漏えい着火 0 0 0

ガスストーブからガスを放出し自殺を図り、爆発・火災に至ったが、少々の火
傷で死にきれず、飛び降り即死した。当事者死亡。当事者宅全焼。二次災害防
止のため、供給停止をした。

ストーブ 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

1987/3/14 福岡 福岡市 不完全燃焼 2 0 0

風呂に入るためにお湯を入れながら2名共こたつの中で寝込んでしまい、大型
湯沸器(25，000Kcal/h)の長時間使用と排気筒が技術上の基準に不適合であっ
た(排気筒が外に出た部分ではずれていてなかった)ことにより中毒死。

大型湯沸器(CF式) リンナイ RU-250A TG 西部ガス株式会社

1987/3/15 福岡 志免町 漏えい着火 0 0 0
コンロ使用中、隣の炊飯器のゴム管を焼いた。機器が接近しすぎていた。

ゴム管 不明 不明 LP 宝プロパンガス

1987/3/16 静岡 雄踏町 漏えい着火 0 0 1
ガス臭いとの連絡があり、調査中のところ、２階にてガス爆発が行った。ガス
器具等閉栓しており、原因不明 不明 不明 不明 LP 中村プロパンガス商会

1987/3/16 福井 福井市 漏えい着火 1 0 0
爆発音と共に火災が発生した。漏えい箇所、原因については不明

不明 不明 不明 LP 福井市南部農業協同組合

1987/3/18 新潟 豊栄市 漏えい着火 0 0 2
爆発音とともに全壊した。漏えい箇所、原因不明

不明 不明 不明 LP 有限会社豊栄住設

1987/3/18 石川 七尾市 漏えい着火 0 0 0
コンロの着火不良のため自分でゴム管を替えたところ、末端ガス栓を閉め忘れ
たため漏えいしたガスにコンロの火が引火し爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社太陽プロパン

1987/3/19 島根 江津市 漏えい着火 0 0 0
コンロを使用後、完全に器具栓を閉めずに置いていたところ、翌朝、コンロ使
用の際にガスが漏えいし引火爆発した。 コンロ 不明 GT-47H LP 浜田マルヰ株式会社

1987/3/19 滋賀 彦根市 漏えい着火 0 0 1
当事者がゴム管からガスを放出させ、タバコの火で着火爆発。当事者と子供が
火傷。当事者宅が半壊し、両隣にも損害を与えた。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社田辺プロパン商会

1987/3/20 栃木 宇都宮市 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を誤って開放し、ガス漏えいに気づかず、煙草の火に
引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 平和液化ガス株式会社
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1987/3/23 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 2
卓上簡易コンロを使用していたところ爆発した

コンロ 東洋工業 TK2003 LP 不明

1987/3/24 京都 京都市 不完全燃焼 2 0 0
排気ダクト内に設置されている防火用ダンパーが何らかの原因で閉止状態と
なったため、不完全燃焼した大型湯沸器の排気ガスが室内に充満し中毒死。 大型湯沸器 パロマ PH-6号F TG 大阪ガス株式会社

1987/3/26 千葉 船橋市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火したところしばらくして着火していないことに気付き、再点火し
たところ爆発した。 コンロ リンナイ R-3G LP 柳田吉郎商店

1987/3/27 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火しようとして機器未接続末端ガス栓を誤って開放し、漏えいした
ガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東光プロパン

1987/3/27 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 1
水道業者が湯沸器を設置した際、ゴム管の接続が十分でなくガスが漏えいして
いた。コンロを点火したところ、漏えいガスに引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 播州ガス協業組合

1987/3/28 福島 郡山市 漏えい着火 0 0 1
アパートの１室でガス爆発があった。入居者がＬＰガス販売店に連絡せず勝手
にガスを開栓し利用した。漏えい原因不明 不明 不明 不明 LP 有限会社日通

1987/3/29 神奈川 二宮町 漏えい着火 0 0 1
マンション空き室の清掃をした際、メーターコックを開き湯沸器を使用したと
ころ、浴室の末端ガス栓が開放されており、ガスが噴出し、引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 添田プロパン商会

1987/3/30 三重 志摩町 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火したところ突然爆発した。原因は不明。

不明 不明 不明 LP 和具農業協同組合

1987/3/30 秋田 秋田市 不完全燃焼 2 0 0

ふろバーナー(風呂釜の型式不明)のダンパーにゴミが詰り、不完全燃焼をした
ためススが発生し、熱交換器のフィンが詰まって排気が妨げられ室内に排気が
充満して中毒死。

風呂釜 不明 不明 TG 東部ガス株式会社

1987/3/31 兵庫 篠山町 漏えい着火 0 0 0
器具栓を閉め忘れ漏えいしていたガスに引火した。

コンロ タカラ 不明 LP 小山商店

1987/3/31 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続の末端ガス栓を誤開放しコンロに点火したため引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 北ガス燃料株式会社

1987/4/1 富山 氷見市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続の末端ガス栓を誤開放し、ストーブに点火したため引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 北酸株式会社

1987/4/1 兵庫 黒田庄町 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を誤開放し、漏えいしたガスに電気ストーブの火が着
火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社藤井商店

1987/4/5 千葉 市川市 漏えい着火 0 0 1
コンロの自動点火装置を入れたところ爆発した。コンロに接続されていたゴム
管にネズミによる破損があり、漏えいしていたガスに引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社山岩安野商会

1987/4/5 愛媛 新居浜市 漏えい着火 0 0 2
ストーブが転倒し、ゴム管が外れたためガスが漏えいし、煙草の火に引火し
た。 ゴム管 不明 不明 LP 朝日プロパン

1987/4/6 千葉 千葉市 漏えい着火 1 0 1
ストーブに接続していたゴム管を犬が噛み切りガスが漏えいし爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社秋元住設

1987/4/9 宮崎 日南市 漏えい着火 0 0 1
機器未接続末端ガス栓を誤開放し、漏えいしたガスに冷蔵庫のサーモスタット
の火花が引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 川畑商店

1987/4/9 大分 別府市 漏えい着火 0 0 0
コンロが台所壁に近すぎたため、ゴム管に炎があたり着火した。

ゴム管 不明 不明 LP 浅尾商店

1987/4/10 神奈川 小田原市 ガス中毒 0 1 0
開放式ストーブ使用後、器具栓の閉止位置が不完全だったため生ガスが漏れ中
毒。 ストーブ リンナイ R-6591K TG 小田原ガス株式会社

1987/4/12 北海道 帯広市 漏えい着火 0 0 1
２口コンロ使用中、片側が点火しなかったため点火操作を繰り返しているうち
に漏えいしたガスに引火爆発した。 コンロ リンナイ RT-3GI LP 有限会社晃陽燃料

1987/4/12 長野 長野市 漏えい着火 0 0 0

雑居ビルの地下飲食店で、コンロに接続されていたゴム管にネズミによる破損
があり、漏えいしたガスに冷蔵庫等の電気器具のリレー等が作動する時の火花
で引火爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 堀川産業株式会社

1987/4/12 三重 津市 漏えい着火 0 0 0
浴槽に水を入れず風呂釜に点火したため空焚きとなった。

風呂釜 不明 不明 LP 飯田次生商店

1987/4/15 福岡 久留米市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の種火を付けっぱなしにしていたため、過熱したため何らかに引火し
た。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-102 LP 中野販売店

1987/4/16 大阪 交野市 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を誤開放し、漏えいしたガスに煙草の火が引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 金澤商店

1987/4/16 宮城 塩釜市 漏えい着火 0 0 1

テーブルコンロを使用しようとして、ガスストーブ用ゴムホース(ストーブ側
付外してあった)を接続している方のガス栓を誤開放し、他のガスストーブに
点火した時に引火、爆発した。簡易間仕切りがずれたほか、窓ガラス3枚が破
損した。

ガス栓 不明 不明 LP 仙台市

1987/4/17 北海道 倶知安町 漏えい着火 0 0 1
コンロ使用中、未着火に気付き、多少ガス臭がしたが、数分程度のことなので
再点火したところ爆発した。 コンロ 不明 RT3GIG LP 株式会社リビング梅田

1987/4/17 埼玉 越谷市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火したため引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 浅子商店

1987/4/18 青森 十和田市 漏えい着火 0 0 1
コンロの器具栓が不完全閉止のためガスが漏えいし、煙草の火に引火爆発し
た。 コンロ 東芝 不明 LP 十和田ガス株式会社

1987/4/19 青森 今別町 漏えい着火 0 0 1
器具未接続末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火、未着火のため再度点火
したところ、漏えいしていたガスに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社小鹿産業
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1987/4/19 千葉 睦沢町 漏えい着火 0 0 0
風呂の水張りを確認せず風呂釜に点火したため空焚きにより過熱し家屋が全焼
した。 風呂釜 ターダ TA205 LP 長生農業協同組合

1987/4/21 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0
１週間程度未使用であったコンロの末端ガス栓が閉止不十分であり、ガスが漏
えいし、冷蔵庫のサーモスタットの火花により引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東京エルピーガス株式会社

1987/4/23 愛知 豊橋市 ガス中毒 0 1 0
二重七輪の点火未確認による生ガス中毒。

七輪 伊藤産業 不明 TG 中部ガス株式会社

1987/4/23 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 3

ゴム管が切断されていたことから、そこからガスが漏出し爆発したものと思わ
れる。着火源不明。自殺と推定される。当事者が重傷を負うとともに、当該住
宅内の3名が軽傷を負った。また、当該住宅が大破し近隣22戸の窓ガラスが破
損した。

ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1987/4/24 三重 久居市 漏えい着火 0 0 2
調理室で、末端ガス栓及び炊飯器の器具栓を誤開放し、漏えい滞留したガスに
コンロの火が引火した。

末端ガス栓
器具栓

不明 不明 LP 有限会社ニシウラ

1987/4/25 鹿児島 鹿児島市 ガス中毒 0 1 0
テーブルコンロの点火未確認による生ガス中毒。

コンロ 松下電器 GT-2C2(G) TG 日本ガス株式会社

1987/4/26 滋賀 甲西町 不完全燃焼 2 0 0

風呂釜が故障中であったため、脱衣場に設置されていた湯沸器からホースで湯
引いて体を洗っていたところ、風呂場を閉め切っていたため不完全燃焼を起こ
した。

小型湯沸器 パロマ PH-5号2AB LP 甲西町農業協同組合

1987/4/27 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 0
末端ガス栓から湯沸器にゴム管で接続されていたが、４箇所ネズミによる破損
があり、ガスが漏えいし、種火から引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 河辺石油株式会社

1987/4/27 京都 京都市 漏えい着火 0 0 1

コンロ周りを掃除するため２口の末端ガス栓からゴム管を抜いたところ、末端
ガス栓を閉止せず、再接続した際、ガス栓閉止側に取り付けたため、漏えいし
ていたガスに煙草の火が引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 京都液化ガス株式会社

1987/4/28 静岡 新居町 漏えい着火 0 0 1
食器消毒保管庫に火をつけ、２－３分後火のついていないことに気付き、圧電
着火を回したところ、充満したガスが庫内で爆発した。 食器消毒保管器 愛豊鉄工 GS-2A LP 浜名液化ガス協同組合

1987/4/29 茨城 波崎町 漏えい着火 0 0 1
コンロの器具栓が開放されているのに気づかず、フライヤーに点火したため漏
えいしていたガスに引火した。 コンロ 不明 C-40 LP 鹿島マルヰガス株式会社

1987/4/29 鹿児島 穎娃町 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火しようとして、未着火のため、再度点火しようとしたところ爆発
した コンロ パロマ PA1S LP 有限会社川畑石油

1987/4/30 新潟 上越市 漏えい着火 0 0 1
コンロで煙草の火を点けようとしたところ爆発した。コンロ接続のゴム管にネ
ズミによる破損があり、漏えいしたガスに引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 矢澤商店

1987/5/1 長崎 西彼町 漏えい着火 0 0 2
コンロに火をつけようとしたころ爆発した。機器未接続末端ガス栓の誤開放に
よるものと推定される。 末端ガス栓 不明 不明 LP 不明

1987/5/1 青森 弘前市 不完全燃焼 1 0 0
小型湯沸器(9.800Kcal/h)を長時間燃焼させたため不完全燃焼になり、CO中毒
により死亡したと思われる。 小型湯沸器 パロマ PH-5号3AB TG 弘前ガス株式会社

1987/5/5 福岡 前原町 漏えい着火 0 0 1
コンロで調理しようとしたところ爆発した。再点火ミスと思われるが詳細不
明。 コンロ パロマ PA-35ANK LP 三桝燃料商会

1987/5/5 東京 福生市 漏えい着火 0 0 1

ストーブを片付けた際、ガス栓を閉止しなかったためガスが流出し、マッチの
火により着火、爆発・火災となった。台所、居間の床、壁、窓ガラス等の損傷
があった。

ガス栓 不明 不明 TG 武陽ガス株式会社

1987/5/6 福岡 八女市 漏えい着火 0 0 0
浴槽の水栓が不完全だったことから水が流出し、空焚きとなり出火した。

風呂釜 ノーリツ GS-9M LP 株式会社大靍商事

1987/5/7 埼玉 熊谷市 漏えい着火 0 0 2
帰宅したところ突然爆発した。漏えい箇所、原因不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社サイサン

1987/5/7 北海道 室蘭市 ガス中毒 0 1 0
テーブルコンロの右側つまみが全開となってガスが漏出していたことから誤操
作による中毒と思われる。 コンロ パロマ PA-35SNK-3 TG 室蘭ガス株式会社

1987/5/8 東京 国分寺市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜のパイロットバーナーを点火、メインバーナーに点火したことを確認し
なかったところ、しばらくして着火していないのに気付き、マッチで点火した
ところ爆発した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-208 LP 東京油化株式会社

1987/5/8 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 2

自殺を図り、ガス栓から生ガスを放出。前夜から電話しても出ないのを不審に
思った両親が当事者宅を訪れ、ガス漏れに気付きガス栓を閉止し窓を開け換気
扇をつけた直後爆発、火災となった。当事者はCO中毒死。両親重傷。当事者宅
が全焼したほか、爆風で当該建物や近隣24棟の窓ガラスが破損した。

ガス栓 不明 不明 TG 金沢市

1987/5/9 山口 柳井市 漏えい着火 0 0 2

コンロの掃除をするためにゴム管を末端ガス栓から外したが、接続が不完全
だったためゴム管が外れガスが漏えいした。ゴム管が外れていることに気づか
ずコンロに点火したため引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 秋元産業株式会社

1987/5/15 京都 宇治市 漏えい着火 0 0 3

室内でコンロを使用して焼肉をした後、外出し帰宅後、ガス臭がしたため、換
気をしたが、隣室で煙草に火を点けたところ引火した。コンロ器具栓の不完全
閉止かゴム管が外れたものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社鬼界商店

1987/5/16 福岡 大刀洗町 漏えい着火 0 0 0
機器未接続末端ガス栓の誤開放により、漏えいしたガスが冷蔵庫のサーモス
タットの火花で引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 太刀洗町農業協同組合
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1987/5/17 愛媛 城辺町 不完全燃焼 1 1 0
一酸化炭素中毒が発生。台所の湯沸器からホースで風呂へも給湯していた。湯
沸器にはススが付着し、不完全燃焼を起こす状態であった。 小型湯沸器 パロマ PH-5-2F LP 南宇和郡農業協同組合

1987/5/17 宮崎 宮崎市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火したところ、末端ガス栓
に引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 合資会社丸江プロパン商会

1987/5/18 栃木 宇都宮市 漏えい着火 0 0 0
コンロ使用中、接続のゴム管に火が着き、火災となった。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社橘ガスセンター

1987/5/18 岐阜 羽島市 漏えい着火 0 0 0
浴槽の水栓が不完全だったことから水が流出し、空焚きとなり失火した。

風呂釜 不明 不明 LP 間久商店

1987/5/19 大分 大分市 漏えい着火 0 0 1
コンロに火を点けようとしたところ点火せず、操作を繰り返したところ漏えい
していたガスに引火した。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社いづみ商事

1987/5/20 福島 棚倉町 漏えい着火 0 0 1
器具未接続末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火したため、漏えいしたガ
スに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東石通運株式会社

1987/5/20 岐阜 羽島市 漏えい着火 0 0 0
コンロに鉄板を載せて調理中、鉄板が大きかったため炎が近くにあったゴム管
を熱し、ゴム管からガスが漏えいした。 ゴム管 不明 不明 LP 岐阜マルヰ株式会社

1987/5/23 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 0
コンロに点火したところ爆発した。配管・器具は異常なし。コンロ台がネズミ
によって囓られており、ネズミによる破損と推定。 ゴム管 不明 不明 LP 旭川市農業協同組合

1987/5/23 福岡 北九州市 ガス中毒 0 1 0
泥酔状態でグリル付テーブルコンロを使用中寝込んでしまい、やかんのお湯が
吹きこぼれて火が消え生ガスが漏れて中毒。 コンロ 日立 GHG-312 TG 西部ガス株式会社

1987/5/24 宮崎 三股町 漏えい着火 0 0 1

コンロを使おうとして機器未接続末端ガス栓を開放し、ガスが漏えいした。ガ
ス栓を閉めたと思ったが、不完全な状態で閉止し、ガスが漏えいしていたとこ
ろ煙草の火で引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 椎葉商店

1987/5/24 徳島 穴吹町 漏えい着火 0 0 2
容器交換後３０分後に爆発した。供給設備及び屋内末端ガス栓までは漏えいが
なかった。漏えい箇所、原因不明。 不明 不明 不明 LP 企業組合森西商店

1987/5/25 埼玉 吉見町 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を誤開放し、コンロを点火したため漏えいしたガスに
引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 吉見ガス株式会社

1987/5/25 長野 丸子町 漏えい着火 0 0 1
コンロのゴム管が何らかの理由により外れていたため、換気をしたが、低いと
ころに残っていたガスが、石油ボイラーに引火し爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社小林燃料店

1987/5/25 愛知 甚目寺町 漏えい着火 0 0 2
コンロ付近でガス漏出音がするのでコンロの器具栓を操作したところ引火し
た。器具栓を誤って点火してしまったためと推定される。 コンロ 東芝 T-292 LP 奥田商店

1987/5/26 山口 萩市 漏えい着火 0 0 3
機器未接続末端ガス栓を誤って開放し、煙草に火を点けたところ引火爆発し
た。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社藤原米穀店

1987/5/26 京都 亀岡市 漏えい着火 0 0 0

鋳物コンロで湯を沸している一方、テーブルコンロに点火しようとした際、二
ロガス栓の予備コックを誤開放したため、横の火点に引火し爆発・火災。当事
者宅のタイル、換気扇、木の棚の一部をこがした。

ガス栓 不明 不明 LP 京滋忠燃株式会社

1987/6/2 北海道 旭川市 ガス中毒 1 0 0
テーブルコンロの器具栓が開いたままベッドに倒れていたことから、誤操作に
より生ガスが放出したものと思われる。病院にて中毒死。 コンロ パロマ PA-3号EW TG 旭川ガス株式会社

1987/6/3 北海道 帯広市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続の末端ガス栓を誤って開放したまま外出し、漏えいしたガスに何ら
かの火が引火し爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 日下商店

1987/6/3 東京 葛飾区 漏えい着火 0 0 0
ゴミ集積所より都市ガス用炊飯器のコンロ部分を拾い、自分で取り付け使用し
ていたところ、爆発した。ガス種の違う機器の使用と点火ミスによる。 コンロ パロマ PR1号K(都市ガス用） LP 有限会社孫兵衛木下商店

1987/6/5 奈良 大和郡山市 漏えい着火 0 0 8
器具未接続末端ガス栓を誤って開放し、煙草の火に引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 角谷ガス株式会社

1987/6/6 群馬 前橋市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜のバーナーを交換中、ゴム管とバーナーを接続し忘れたため、点火動作
を行った際に漏えいしていたガスに引火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 関東プロパンガス株式会社

1987/6/6 大分 中津市 漏えい着火 0 0 1
コンロを誤ってガス台より落としたためゴム管が外れ、ガスが漏えいしていた
ところ、電灯のスイッチを入れた際引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 中津液化ガス協業組合

1987/6/6 兵庫 和田山町 漏えい着火 0 0 0
炊飯器の器具側のガスホースの根元がはずれかけてガス漏れを起こし炊飯器の
火が引火し炎上した。扉・柱・天井の一部をこがした。 炊飯器 不明 不明 LP 朝来郡農業協同組合

1987/6/8 山梨 櫛形町 漏えい着火 0 0 2
風呂釜からの漏えい爆発と推察されるが、機器の漏えい検査をしたところ異常
はなく、原因不明。 風呂釜 鳥取三洋 GW-6P LP 小林商事

1987/6/12 埼玉 戸田市 漏えい着火 0 0 0
浴槽が水漏れとなり空焚きになった。

風呂釜 不明 不明 LP 有限会社萩原油店

1987/6/12 長野 松本市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜と末端ガス栓を結んでいるゴム管に数カ所破損があり、漏えいしたガス
が冷蔵庫のサーモスタットの火花で引火爆発したと推定される。室内で飼って
いた犬によるものと推定される。

ゴム管 不明 不明 LP 鈴与株式会社

1987/6/13 兵庫 神戸市 ガス中毒 1 0 0
テーブルコンロから放出された生ガスにより中毒死。器具栓を閉め忘れたこと
によるものと推定。 コンロ サンウェーブ SB211N TG 大阪ガス株式会社

1987/6/15 北海道 根室市 漏えい着火 0 0 0
コンロを当事者が末端ガス栓と接続したが、ゴム管が短くガス栓から外れガス
が漏えいし、石油ストーブの火が引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 泉プロパン株式会社
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1987/6/15 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続末端ガス栓を誤って開放し、コンロの火に引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山岸燃料店

1987/6/17 高知 高知市 ガス中毒 1 0 0
一口コンロを使用中、煮こぼれにより火が消えたが、アルコールを飲んで眠り
こんでしまっていたためガス漏れに気付かず中毒死。 コンロ リンナイ RT-1KS TG 四国ガス株式会社

1987/6/20 沖縄 仲里村 漏えい着火 0 0 3

コンロ接続のゴム管に一部破断があり、漏えいしたガスが冷蔵庫のサーモス
タットに引火し爆発した。ゴム管の破断は、繰り返し、折れ曲がった状態で使
用したため部分的に劣化したものと推定。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社丸由商会

1987/6/20 東京 田無市 漏えい着火 0 0 1
機器未接続末端ガス栓を誤開放し、警報器の電源を再度入れた際に引火爆発し
た。 末端ガス栓 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

1987/6/21 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続末端ガス栓を誤開放し、点火したところ引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 阿部燃料店

1987/6/21 東京 目黒区 漏えい着火 0 0 1

台所から居室に引き込んである絹巻ゴム管と接続されていたと思われるストー
ブが接続されておらず、2m程離れてベッドの上にあった。放出されたガスが何
らかの着火源で爆発し火災となった。警察では自殺として処理した。当事者は
死亡、当事者宅全焼。上の階宅が半焼したほか、当該建物、近隣建物でガラス
27枚が破損した。また、避難中に1名がガラスで軽傷を負った。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1987/6/25 東京 新宿区 漏えい着火 0 0 0

ゴム管(13mmLネジコックと開放式湯沸器接続用)が切断されていたことから、
そこからガスが漏出し爆発・火災に至ったと思われる。自殺と推定される。当
事者が負傷、当事者宅全焼。隣室が全焼し、その隣が半焼。また近隣の4建物
のガラス約20枚が破損した。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1987/6/27 茨城 取手市 ガス中毒 1 0 0
一ロコンロを使用中寝てしまい、鍋の吹きこぼれにより立消えとなり、生ガス
が放出し中毒死。 コンロ リンナイ RT-1KN TG 取手ｶﾞｽ株式会社

1987/6/28 長野 駒ヶ根市 漏えい着火 0 0 0
浴槽に水を入れすぎたたため、水抜きをしたが栓が不十分だったため空となっ
てしまい、空焚きとなった。 風呂釜 不明 不明 LP 株式会社サンポー

1987/6/28 山梨 石和町 漏えい着火 0 0 1
マンション１室でガス爆発があったが、供給管、配管、コンロ、湯沸器には漏
えいがなく原因不明。 不明 不明 不明 LP 甲府マルヰ株式会社

1987/6/28 大阪 寝屋川市 漏えい着火 0 0 0
末端ガス栓からフライヤーは外し、掃除したが、掃除終了後、接続するのを忘
れ栓を開いたまま放置した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 近畿マルヰガス株式会社

1987/7/3 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 2
コンロ使用中の煮こぼれによる立ち消えか器具栓の不完全閉止により、漏えい
したガスに煙草の火が引火し爆発した。 コンロ パロマ 不明 LP 桜田設備工業有限会社

1987/7/3 高知 高知市 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を誤って開放し、煙草の火が引火したもの。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社森石油店

1987/7/6 茨城 神栖町 漏えい着火 1 0 1
ガスストーブ用末端ガス栓が開放されていたが、漏えい原因については不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山本石油株式会社

1987/7/6 埼玉 所沢市 漏えい着火 0 0 0
空焚きによる加熱で浴槽が燃えた。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 2号バーナー LP 上毛興業株式会社

1987/7/6 千葉 市川市 漏えい着火 0 0 0
外出から帰宅し、ガス漏れ警報器がなっていたため、台所の窓を開放した。警
報器が鳴りやんだので、コンロに点火したところ着火爆発した。 不明 不明 不明 LP 西部石油商事株式会社

1987/7/6 山形 酒田市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜に点火し、口火は確認したがメーンバーナーへの着火を確認しなかった
ことからバーナーから生ガスが漏えいし、風呂釜の口火より引火したものと思
われる。3戸の窓ガラスが2枚ずつ計6枚破損した。

風呂釜 ヤマハ 不明 LP 酒田市北部農業協同組合

1987/7/7 新潟 巻町 漏えい着火 0 0 1
風呂釜が立ち消えしたため、器具栓を閉め、容器を切替、再度点火したとこ
ろ、立ち消えした際に残留していたガスに引火し爆発した。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 蒲原ガス株式会社

1987/7/7 熊本 八代市 漏えい着火 0 0 2
２口末端ガス栓のうち、機器未接続でゴム管のみが付いている末端ガス栓を
誤って開放し、コンロに点火したため、引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社上村商店

1987/7/9 新潟 亀田町 漏えい着火 0 0 0
２口末端ガス栓のうち、機器未接続でゴム管のみが付いている側のガス栓を
誤って開栓し、マッチで点火したところ、ゴム管先で引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 安達燃料店

1987/7/9 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 0
２口末端ガス栓の機器未接続側を開放し、コンロに点火したため引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 大一ガス株式会社

1987/7/12 大分 大分市 漏えい着火 0 0 1
２口末端ガス栓のうち、機器未接続でゴム管のみが付いている末端ガス栓を
誤って開放し、コンロに点火したため、引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 大分市農業協同組合

1987/7/12 岐阜 朝日村 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火したが、未着火のまま放置し、煙草の火に引火した。

コンロ 不明 不明 LP 水口石油店

1987/7/13 香川 白鳥町 漏えい着火 0 0 0
自分でコンロを設置したところ、末端ガス栓とゴム管との接続不良でガスが漏
えいし、コンロの火が引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 竹本石油株式会社

1987/7/13 東京 調布市 漏えい着火 0 0 1
コンロに着火しなかったため、漏えいしたガスに何らかの火が引火爆発した。

コンロ 不明 RT-1KS LP 丸松燃料店

1987/7/15 北海道 函館市 漏えい着火 0 0 1
コンロを点火したと思ったが、未着火でガスが漏えいしていたため急いで再点
火したところ、引火火災となった。 コンロ パロマ 35NK LP 東野商店

1987/7/15 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
機器未接続末端ガスを誤って開放したため、コンロに点火したところ引火し
た。 末端ガス栓 不明 不明 LP マルニ奥村商事株式会社

1987/7/17 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 0
コンロに点火したところ爆発音とともに炎が上がった。前回使用時に元栓だけ
を閉じて器具栓は開放していた模様。 コンロ パロマ PA-32W LP 旭川プロパン
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1987/7/17 埼玉 草加市 漏えい着火 0 0 1

ＬＰガス販売事業者がゴム管交換作業中、替えのゴム管を忘れ、取りに戻って
いる間に、消費者が工事終了と勘違いし、末端ガス栓を開き器具に点火しよう
として漏えいガスに引火した。

ゴム管 不明 不明 LP サシダ商事株式会社

1987/7/17 千葉 市原市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火後、数分後消えていることに気付き、再点火したところ漏えいガ
スに引火した。 風呂釜 高木産業 TP-A11K LP 有限会社浜田屋

1987/7/18 滋賀 甲南町 漏えい着火 0 0 0
ゴム管のみ付いた機器未接続の末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火した
ため、漏えいしたガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 山本商店

1987/7/19 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜及びコンロを使用中、コンロの火が消えたので、コンロの末端ガス栓を
閉め、ガスボンベを切り換えた。再度、風呂釜に点火したところ小爆発が起
こった。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 205UFA LP 有限会社細谷達司商店

1987/7/21 山形 南陽市 漏えい着火 0 0 0

飲食店で、前夜閉店時に、末端ガス栓を全部閉めた際、誤って器具未接続のゴ
ム管のみ付いた末端ガス栓を逆に開栓してしまい、漏えいしたガスに冷蔵庫の
サーモスタットの火花が引火して爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 小野燃料店

1987/7/21 千葉 白子町 漏えい着火 0 0 2
コンロに点火しようとしたところ着火せず、漏えいしたガスに煙草の火が引火
した。 コンロ パロマ PA-35NK LP 千葉ガス株式会社

1987/7/22 北海道 小樽市 漏えい着火 0 0 1
台所付近でガスが爆発した。コンロの器具栓が開栓していた。被害者が泥酔状
態だった。 コンロ パロマ PA-3ANK LP 北日本燃料株式会社

1987/7/22 愛知 岡崎市 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓の挿入アダプター及びゴム管迅速継ぎ手が外れ、漏えいしていたガ
スに煙草を吸おうとして着火したライターの火が引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社ヨシダ住宅設備機器

1987/7/23 新潟 安塚町 漏えい着火 0 0 0
ガス臭がしたが、コンロの点火操作を何度か繰り返したところ排気口から火が
上がった。 コンロ リンナイ RT-3C LP 菱里農業協同組合

1987/7/23 愛媛 今治市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜に点火しようとしたところ、覆いの一部が損傷しており、そこから出火
した。従前にガスバーナーを交換した際設置が不十分であった。 風呂釜 不明 TA-291 LP 西日本石油ガス株式会社

1987/7/25 奈良 十津川村 漏えい着火 0 0 1
ゴム管のみ付いた機器未接続の末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火した
ため、漏えいしたガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 辻内ガス店

1987/7/28 高知 須崎市 漏えい着火 0 0 1
ゴム管のみ付いた機器未接続の末端ガス栓を誤って開放したため、別に使用中
の炊飯器の火に引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社岡本石油

1987/7/28 高知 南国市 漏えい着火 0 0 1

風呂を沸している時、ガス臭いのに気づきいったん消火し、浴室の扉及び玄関
の戸を開きガスの拡散・放出を行った。その後再点火した際、滞留していたガ
スに引火し火傷を負った。器具の故障によりガス漏れがあった。

風呂釜 不明 不明 LP 丸仁商事株式会社

1987/7/30 佐賀 武雄市 漏えい着火 0 0 2
質量販売で２ｋｇ容器を調整器を接続しコンロに火を点けたところ、容器側に
引火した。容器の過充てん、コンロによる容器の加熱等が考えられる。 不明 不明 不明 LP 株式会社堂島石油

1987/8/4 兵庫 尼崎市 漏えい着火 0 0 2

一口コンロの器具栓を完全に閉めなかったためガスが漏れ、翌朝たばこを吸お
うとライターを着けたところ引火し、爆発・火災となった。2階部分が全焼し1
名重傷。両隣等3戸の窓ガラス数枚が割れ、割れたガラスの破片で1名軽傷。

コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1987/8/6 高知 高知市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続の末端ガス栓を誤って開放し、煙草の火に引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 日和崎石油株式会社

1987/8/10 兵庫 尼崎市 漏えい着火 0 0 3
コンロ使用して約２時間後、再度点火しようとしたころ、漏えいしていたガス
に引火した。ゴム管の接続不良と思われる。

ゴム管
(焼肉用コンロ)

不明 不明 LP 森脇米穀店

1987/8/10 宮崎 都城市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続の末端ガス栓を閉め忘れ、煙草に火を点けたところ引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 三角石油ガス株式会社

1987/8/10 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 4 0

湯沸器用排気ダクトが故障のうえ室内換気装置も停止していて、大型湯沸器
(11.000Kcal/h)が不完全燃焼したため、1名がCO中毒で倒れ3名がCO中毒の症状
があると診断された。

大型湯沸器 パロマ PH-6号F(11) TG 北海道ガス株式会社

1987/8/12 大阪 八尾市 漏えい着火 0 0 8
コンロのゴム管が何らかの理由で末端ガス栓より外れ、気づかないまま煙草に
火を点け、引火した ゴム管 不明 不明 LP 株式会社大生

1987/8/13 島根 益田市 不完全燃焼 0 3 0

美容室で店主と客２名が気分が悪くなり病院で診察を受けた。美容室で使用中
の湯沸器が、１０年経過しており、海岸近くのため、器具の錆が燃焼部におち
目詰まりを起こし、不完全燃焼を起こしたものと推定。

小型湯沸器 パロマ PH-5号3F LP 新光プロパンガス株式会社

1987/8/13 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 1
コンロを操作していたところ、ゴム管付近が燃えた。詳細原因は不明。

ゴム管 不明 不明 LP 共和液化ガス工業株式会社

1987/8/14 青森 弘前市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火、３０分後に確認したところ、火が消えていたので、再度点火す
るために窓を開放し換気を十分にした思い再点火したところ、引火した。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 株式会社弘前燃料センター

1987/8/14 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続の末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火しようとしたため引火
した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 早阪商店

1987/8/15 青森 六戸町 漏えい着火 0 0 1

普段ガス器具を使ったことのない者が、中間コックを開けずに末端ガス栓を開
放した。翌日中間コックを開けて、調理していたところ、漏えいしていたガス
に引火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 佐藤建設工業

1987/8/16 長崎 長崎市 漏えい着火 0 0 2
アパートにて蚊取り線香に火を点けたところ爆発した。配管に異常はなく、末
端ガス栓の閉め忘れか、ゴム管の破損によるものと思われる。 不明 不明 不明 LP 増田石油株式会社
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1987/8/21 神奈川 小田原市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火しようとしたところ、漏えいガスに引火した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 府川商店

1987/8/21 大分 蒲江町 漏えい着火 0 0 0
コンロ接続部のゴム管が何らかの理由により外れ、漏えいしたガスに冷蔵庫の
サーモスタットの火花が引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 江藤産業株式会社

1987/8/22 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 2
コンロを使用する際、誤って別の末端ガス栓を開いてしまい、コンロの火が引
火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社米沢産業

1987/8/23 埼玉 小鹿野町 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火後、数分後、火がついていないのに気付き、再点火したところ爆
発した。 コンロ リンナイ R-3DL-300 LP 小鹿野町農業協同組合

1987/8/31 沖縄 佐敷町 漏えい着火 0 0 0
家庭用サウナのスイッチを入れたまま長時間放置したため火災となり、二次災
害を防止するため集合装置のバルブを閉じた。 家庭用サウナ 不明 不明 LP 佐敷郡農業協同組合

1987/9/1 神奈川 座間市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火しようとしたところ爆発した。配管等異常なし。

風呂釜 ガスター BF-SR03 LP 有限会社山口プロパン住宅機器

1987/9/2 愛媛 宇和島市 漏えい着火 0 0 0
たこ焼きの移動屋台において、ゴム管の接続不良からガスが漏えいし、たこ焼
きの火が引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 協和石油株式会社

1987/9/4 秋田 横手市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火しようとして、マッチに火が着かず時間がかかったため漏えいし
たガスに引火した。 風呂釜 不明 不明 LP 大曲市農業協同組合

1987/9/6 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
コンロ使用後、器具栓を不完全閉止の状態であったため、煙草の火が引火し
た。 コンロ ターダ LC-204 LP 丸北ホクト燃料商事株式会社

1987/9/6 大分 大分市 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を誤開放し、漏えいしたガスに炊飯器の火が引火爆発
した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 光伸ガス株式会社

1987/9/8 秋田 八森町 漏えい着火 0 0 0
ゴム管のみ付いた機器未接続の末端ガス栓を誤って開放したため、別に使用中
のコンロの火に引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社越前谷商店

1987/9/10 岡山 総社市 漏えい着火 0 0 0
コンロ使用後、器具栓が不完全閉止状態であったためガスが漏えいし、爆発し
た。 不明 不明 不明 LP 深見升平商店

1987/9/10 兵庫 加古川市 漏えい着火 0 0 1

入浴中、メインバーナーに点火しないため、種火に点火しようとしたところ漏
えいしていたガスに引火爆発した。湯が溢れたことにより種火を消火したもの
と思われる。

風呂釜 オカキン 不明 LP 加古川ガス株式会社

1987/9/11 東京 府中市 漏えい着火 0 0 3
湯沸器の器具栓が開いていたことから、湯沸器の点火ミスと推定される。

小型湯沸器 パロマ PH-5F LP 帝都ガス株式会社

1987/9/12 埼玉 栗橋町 漏えい着火 0 0 2
朝コンロに点火した後、何らかの理由で消えてしまった。昼頃に帰宅し、ガス
臭に気付き、コックを閉止しようとしたところ爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社田沼商店

1987/9/13 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火したと思ったところ、約１０分後消えていることに気付き再度点
火したところ、漏えいしていたガスに引火した。 風呂釜 三基工業 不明 LP 有限会社平和商会

1987/9/13 大分 別府市 漏えい着火 0 0 1
コンロを点火後、外出し、戻って来た時に煙草に火を点けたところ、漏えいし
ていたガスに引火爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社泉水商店

1987/9/15 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜を追い焚きしようとしたところ、パイロットバーナーが消えていたた
め、再点火したところ漏えいしていたガスに引火した。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 P-20 LP 鈴商石油ガス株式会社

1987/9/19 島根 浜田市 漏えい着火 0 0 1
普段使用していないコンロを使おうとして移動した際に器具栓が開き、煙草の
火に引火した。 コンロ 松下 不明 LP 浜田ガス株式会社

1987/9/19 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 1
オーブンレンジの器具栓の誤開放により庫内にガスが漏出し、点火したところ
漏れたガスに引火し急に吹き出した炎により軽い火傷を負った。 レンジ 上野製作所 不明 TG 仙台市

1987/9/20 奈良 生駒市 漏えい着火 0 0 1
コンロが点火しなかったため、誤って器具に接続されていないガス栓を開き、
コンロの点火操作をしたため漏えいガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 北村産業株式会社

1987/9/21 北海道 室蘭市 漏えい着火 0 0 1
コンロ使用後、器具栓が不完全閉止の状態であったため、煙草の火が引火し
た。 コンロ パロマ TA32MW LP 三幸商店

1987/9/22 神奈川 大磯町 漏えい着火 0 0 1

厨房内オーブンが失火しているのに気付き、再点火したところ滞留していたガ
スに引火し爆発した。メーカー調査では、空気取り入れ口にほこりが付着し、
立ち消えとなったもの。

オーブン 富士厨房 不明 LP 日商岩井ガス株式会社

1987/9/22 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 1
マンション１室で爆発音とともに出火。配管等の気密試験では異常なく、漏え
い原因は不明。 不明 不明 不明 LP 福島商店

1987/9/22 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 1 0
供給ガスに適合しないガス用の開放式ストーブを使用したため、不完全燃焼を
起こし、一酸化炭素が発生し中毒。 ストーブ 関東ガス器具 US-4000 TG 北海道ガス株式会社

1987/9/24 北海道 恵庭市 漏えい着火 0 0 1
コンロで煙草に点火しようと繰り返し着火しようとしたところ、微少漏えいガ
スに引火爆発した。 コンロ ターダ 不明 LP 株式会社ハチロ物産

1987/9/25 岐阜 可児市 漏えい着火 0 0 2
屋台にてフライヤーを使用中、ゴム管の接続が悪かったためガスが漏えいし
た。 ゴム管 不明 不明 LP 朝日石油

1987/9/29 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜に点火した際、末端ガス栓が腐食・劣化していたためガスが漏えいし
た。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社竹内石油
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1987/9/30 神奈川 茅ヶ崎市 漏えい着火 0 0 1
コンロで天ぷらをしていたところ油に引火、消火後、器具栓を開栓したままに
していたため、漏えいしたガスに引火した。 コンロ ヨート 不明 LP 茅ヶ崎市農業協同組合

1987/10/1 三重 松阪市 漏えい着火 1 0 1
ガス爆発により建物が崩れ、下敷きになった。風呂又は台所からガスが漏れて
冷蔵庫のサーモスタットで引火爆発したのではないかと推定。 不明 不明 不明 LP 松阪プロパン商会

1987/10/2 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 1
清掃するためにコンロを持ち上げた際ゴム管が外れ、末端ガス栓を閉めていな
かったためガスが漏えいした。その後コンロに点火した際、引火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社並木屋

1987/10/3 山形 朝日村 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火後、点火ミスか煮こぼれにより消火し、煙草に火を点けたところ
漏えいしていたガスに引火爆発した。詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 庄内朝日農業協同組合

1987/10/3 島根 浜田市 漏えい着火 0 0 1

コンロに点火しようとしたところ爆発し、火災が発生した。コンロとゴム管が
完全に挿入されてなく、ホースバンドが器具側より１５ｃｍずれた所にあった
ことから接続不良と推定。

ゴム管
(コンロ)

松下 GC-ZAN LP 有限会社福田石油

1987/10/4 富山 滑川市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続末端ガス栓を誤開放し、コンロに点火したため漏えいしていたガス
に引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社丸八

1987/10/5 静岡 沼津市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜に点火したまま寝込み、その後燃焼器の加熱により出火した。漏えいは
なく、空焚きが原因と推定。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 菊地敏夫商店

1987/10/5 埼玉 蕨市 漏えい着火 0 0 2
飲食店で調理中、ゴム管のみ接続した機器未接続末端ガス栓（２口）を誤って
開放し、使用中のコンロから引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社高吉商店

1987/10/6 広島 倉橋町 漏えい着火 0 0 1
ゴム管にネズミによる破損があり、コンロに点火作動を行ったところ、漏えい
爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 中国ガス機器株式会社

1987/10/8 静岡 浜松市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜の種火が消えていることに気付き、種火の栓を一旦閉止した後、点火用
ライターで点火使用とした際、滞留していたガスに引火爆発した。事故当日、
容器を交換した際、種火がついていることに気づかず容器交換したため、開栓
状態で種火が消えた。

風呂釜 日立 不明 LP 浜松燃料株式会社

1987/10/8 熊本 長洲町 漏えい着火 0 0 1
焼肉用屋台でライターに点火したところ爆発した。焼肉用コンロの器具栓が開
栓状態だったためガスが漏えいしていた。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社柚井石油本店

1987/10/15 秋田 大曲市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続の末端ガス栓を開放し、コンロに火を点けようとして、漏えいした
ガスに引火したもの。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社まるむ本店

1987/10/16 大阪 泉佐野市 漏えい着火 0 0 1
ゴム管のみ付いた機器未接続の末端ガス栓を誤って開放したため、漏えいした
ガスが何らかにより引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 田畑商店

1987/10/17 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 0
コンロを使用する際誤って機器未接続側末端ガス栓を開放し、点火したため漏
えいガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 北炭販売株式会社

1987/10/18 山梨 甲西町 漏えい着火 0 0 1
コンロを消そうとして誤って機器未接続の末端ガス栓を開放し引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 甲西大井農業協同組合

1987/10/21 三重 嬉野町 漏えい着火 0 0 1

湯沸器を使おうと思い別の末端ガス栓を開放し、さらに閉止しようとして別の
ガス栓を開放した状態で休んでしまいゴム管が外れていたためガスが漏えい
し、翌朝煙草の火に引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 東海忠燃株式会社

1987/10/21 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 1
グリル付テーブルコンロを点火した際、何らかの原因で漏れていたガスに引火
し火災となる。当事者宅全焼。 不明 不明 不明 TG 京葉ガス株式会社

1987/10/22 岩手 盛岡市 漏えい着火 0 0 1
入浴中、風呂釜に点火操作を繰り返したところ滞留したガスに引火し爆発し
た。 風呂釜 不明 不明 LP 有限会社中野プロパン商会

1987/10/22 大分 山香町 漏えい着火 0 0 0
コンロの点火操作を何度か繰り返したところ漏えいしたガスに引火し１１戸が
全焼した。 コンロ 不明 不明 LP 糸永商店

1987/10/23 高知 高知市 漏えい着火 0 0 1
コンロを使用して調理後、器具栓・元栓を閉め忘れたことに気づかず、約４時
間後、コンロに点火しようとしたところ、滞留していたガスに引火爆発した。 コンロ 日立 GHG-30W LP 有限会社林燃料住宅設備

1987/10/24 三重 四日市市 不完全燃焼 1 0 0
飲酒帰宅後、小型湯沸器に点火し、お湯を出した状態で寝込んでしまったた
め、不完全燃焼を起こし中毒死。 小型湯沸器 パロマ PH-4F TG 合同ガス株式会社

1987/10/25 三重 紀伊長島町 漏えい着火 0 0 1
機器未接続末端ガス栓を誤開放したのを放置し、１時間後ＴＶのスイッチ消し
た際に引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 紀勢物産

1987/10/25 広島 大野町 漏えい着火 0 0 1
ゴム管のみ付いた機器未接続の末端ガス栓を誤開放したため、漏えいしたガス
が厨房に滞留し、コンロに点火した際引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 中村悟一商店

1987/10/27 北海道 石狩町 漏えい着火 0 0 0

コンロ清掃のため、末端ガス栓からゴム管を外し再装着したところ、接続が
しっかりしておらず、ゴム管がはずれ、ガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモス
タットの火花によって引火した。

ゴム管 不明 不明 LP 北ガス燃料株式会社

1987/10/27 福井 宮崎村 漏えい着火 0 0 0

コンロに点火したところ、突然コンロの火が、末端ガス栓と接続しているゴム
管に着火した。何らかの原因でゴム管の中間部分に穴があき、ガスが漏えいし
ていた。

ゴム管 不明 不明 LP 宮崎村農業協同組合

1987/10/28 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
コンロ使用後、末端ガス栓を閉めずにおいたところ、ゴム管にネズミによる穴
が開いており、ガスが漏えいし石油ストーブの火が引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社石川燃料商事
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1987/10/28 大分 宇目町 漏えい着火 0 0 0
２口コンロ双方に点火したが、一方しか着かなかったことに気づかず離れたと
ころ、漏えいしたガスが一方の火から着火し延焼した。 コンロ 不明 不明 LP 宇目町農業協同組合

1987/10/30 千葉 松戸市 漏えい着火 2 0 0

６階建てマンションの２階で爆発事故が発生した。室内の末端ガス栓は全て閉
止状態であり、爆発原因は不明。なお、事故発生当日、事故部屋の真上の部屋
でガス臭が鳴ったため連絡しており、また、１週間前、５階で配管からガス漏
えいがあった。

不明 不明 不明 LP 松戸市農業協同組合

1987/10/30 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 2
機器未接続末端ガス栓がわずかに緩んでおり、漏えいしたガスに引火爆発し
た。 末端ガス栓 不明 不明 LP 共和液化ガス工業株式会社

1987/11/1 奈良 奈良市 漏えい着火 0 0 0

末端ガス栓を閉める際、ゴム管のみついた機器未接続末端ガス栓を誤って開栓
してしまい、漏えいガスが冷蔵庫のサーモスタットの火花で引火爆発し、住宅
が全焼した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 東海忠燃株式会社

1987/11/1 東京 杉並区 不完全燃焼 1 0 0
排気筒のない風呂釜を点火しながら入浴し、換気不良のため発生したCOにより
中毒死。当該室は日頃使用しないため改善されていなかった。 風呂釜 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1987/11/1 石川 内灘町 漏えい着火 0 0 0

当事者がガスストーブに接続されていたゴムホースを器具側接続部よりホース
バンド共離脱させ一口ガス栓を開放、ゴムホース先からガスが放出し何かの火
点により爆発・火災となったものと推定。当事者負傷。当事者宅1階半壊・2階
半焼。近隣1戸の窓ガラス破損の他、駐車場の天井板剥離。

ゴム管 不明 不明 LP 伊丹産業株式会社

1987/11/2 岩手 盛岡市 漏えい着火 0 0 0
コンロの周りを清掃中、誤ってゴム管に手を触れ外れてしまい、末端ガス栓を
閉めていなかったためガスが漏えいし、炊飯器の火に引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社細田燃料

1987/11/6 広島 府中市 漏えい着火 0 0 1
二ロガス栓の予備コックを誤開放し、コンロに点火したが点火しないので別の
コンロに点火した途端爆発した。窓ガラス6枚が破損した。 ガス栓 不明 不明 LP 奥野ガス株式会社

1987/11/7 愛媛 伊予市 不完全燃焼 0 5 0
美容室で店主と客が倒れた。小型湯沸器使用中、換気不足（換気扇未使用）、
長時間使用、湯沸器のフィンの目詰まりによる燃焼不良の要因が重なった。 小型湯沸器 パロマ PH-5号2AB LP 伊予農業協同組合

1987/11/10 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 0
卓上コンロを使用する際、誤って末端ガス栓を開栓し点火したところ、漏えい
したガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 毎日ガスセンター株式会社

1987/11/11 群馬 伊香保町 漏えい着火 0 0 1
コンロに鍋をかけたまま寝込んでしまい、その間吹きこぼれにより消火し、ガ
スが漏えいし、何らかの原因により引火爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社高橋満雄商店

1987/11/11 愛知 西春日井市 漏えい着火 0 0 0
浴室で洗髪のため湯沸器を使用中、何らかの原因で火災が発生した。原因、出
火場所とも不明。 不明 不明 不明 LP 熊沢燃料店

1987/11/15 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 0
コンロ使用後、片付ける際に末端ガス栓を開放したままゴム管を外したため、
別に使用中のコンロの火が引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 合資会社増田精米店

1987/11/16 東京 日の出町 漏えい着火 0 0 2
室内にある末端ガス栓を閉め忘れ、煙草に火を点けたところ漏えいしていたガ
スが引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 秋川農業協同組合

1987/11/16 香川 庵治町 漏えい着火 0 0 1
コンロに鍋をかけて離れ、１５分後戻って煙草に火を点けたところ、爆発し
た。消費者が酩酊状態であった。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社藤野商店

1987/11/17 秋田 大館市 漏えい着火 0 0 0
飲食店で焼き鳥用コンロの点火に手間取り、漏えいしたガスに引火したため火
災となった。（全焼） コンロ 不明 不明 LP 大館家庭ガス

1987/11/18 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 0
子供が末端ガス栓を開放し、コンロの点火操作を繰り返し、ガス警報器がなっ
たが、そのまま続け、漏えいしたガスに引火爆発した。 コンロ リンナイ KG261 LP 北海道日通プロパン販売株式会社

1987/11/19 秋田 秋田市 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓とゴム管及び器具栓間に接続不良があり、漏えい爆発が起こり住宅
が全焼した ゴム管 不明 不明 LP 太平プロパン株式会社

1987/11/23 富山 富山市 漏えい着火 0 0 0
コンロを使用する際誤って機器未接続側末端ガス栓を開放したためガスが漏え
いし、隣にある石油ガスボイラーの凍結防止ヒーターから引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 北酸株式会社

1987/11/25 長野 長野市 漏えい着火 0 0 1

コンロを使用中、容器が空になったので携帯用ボンベに接続し使用、その際末
端ガス栓を閉止しなかった。このため配送員が容器を取替、バルブを全開した
際に末端ガス栓からガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモスタット等で引火爆発
し、家屋が全焼した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 貝印石油株式会社

1987/11/25 東京 調布市 漏えい着火 0 0 3

ボイラーに点火約15分後、ガス警報器が鳴り出したためボイラー室に駆けつ
け、ドアを開けたとたん爆発した。同室は塗装工事のため給気口・換気口に目
張りがしてあり、空気不足の状態でボイラーを稼動させたことに起因している
と思われる。ボイラー室の窓が一部破損したほか、換気扇が変形した。

温水ボイラー 巴商会 BBGY-1000 TG 東京ガス株式会社

1987/11/26 広島 広島市 漏えい着火 0 0 1
コンロの末端ガス栓とのホースを外し、２時間後、煙草を吸おうとして引火爆
発した。詳細は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社ナカガワ

1987/11/28 東京 足立区 漏えい着火 0 0 0
工場事務所内の一部が半焼した。配管に漏えいはなく、応接室の末端ガス栓か
ら微量の漏えいによる爆発と推定される。 末端ガス栓 不明 不明 LP 森田屋商店

1987/11/28 静岡 沼津市 漏えい着火 0 0 2
コンロで調理後、器具栓が半開の状態で置かれ、ガスが漏えい滞留し、冷蔵庫
のサーモスタット等により引火爆発した。配管には漏えいはなかった。 コンロ パロマ 不明 LP 株式会社ザ・トーカイ

1987/11/28 千葉 市川市 ガス中毒 0 2 0
開放式ストーブを点火した際、未着火に気付かず生ガスが放出され中毒。

ストーブ リンナイ R-6591SⅡ TG 京葉ガス株式会社
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1987/11/29 岩手 滝沢村 不完全燃焼 0 4 0

台所に設置してある小型湯沸器で浴槽に給湯中、不完全燃焼を起こし、湯沸器
そばにいた者が酸欠で倒れ、居間にいた者も気分が悪くなり救急車で運ばれ
た。換気扇を取り付けるようＬＰＧ事業者から言われていた。１週間ぐらい前
から燃焼中ススが発生していた。

小型湯沸器 パロマ PH-5号2AB-1（S52年購入） LP 有限会社なみ五燃料

1987/11/29 長野 伊那市 漏えい着火 0 0 0
浴室内で出火、消火後現場を確認した結果、浴槽内に水がなく、空焚きと推定
される。 風呂釜 高木産業 TPA-25K LP 株式会社太田屋

1987/11/29 岐阜 関市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜を空焚きしたため出火した。

風呂釜 日立 不明 LP 佐藤燃料店

1987/11/29 長野 信濃町 不完全燃焼 2 0 0

風呂を焚きながら食事をしていたところ、一酸化炭素中毒で死亡した。風呂釜
は、屋内に設置してあり、排気筒がついておらず、また、約２０年ほど前のも
ので、従前より、燃焼に時間がかかっていたとのこと。ＬＰ販売事業者は風呂
釜の存在を知らなかった。（発見日は１２月２日）

風呂釜 不明 不明 LP 株式会社カネコ商会

1987/11/30 東京 瑞穂町 漏えい着火 0 0 1

宿直室のストーブに点火後、社内巡回に行き、戻ってきた際に火がついていな
かったため再点火したところ爆発した。 初の点火時に着火を確認しなかった
ため、ガスが漏えいしていた。

ストーブ 不明 不明 LP 伊吹石油ガス株式会社

1987/12/1 徳島 鳴門市 漏えい着火 0 0 1
朝食でコンロを使用後、閉栓し、寝ていたところ、昼頃爆発した。ガスの流入
経路、発火源は不明。 不明 不明 不明 LP 鳴門ガス株式会社

1987/12/2 岐阜 多治見市 漏えい着火 0 0 0
コンロに点火したまま外出したため、コンロが加熱し、近くのものに燃え移っ
た。 コンロ 不明 不明 LP 陶都プロパン株式会社

1987/12/3 北海道 岩見沢市 漏えい着火 0 0 1
コンロでお湯を沸かそうとして点火したが、点火を確認せず寝こんだため、漏
えいしたガスに石油ストーブから引火した。 コンロ 不明 不明 LP 北燃商事株式会社

1987/12/4 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 0
アパートの空き室でガス漏れがあり爆発した。漏えい箇所、原因等不明

不明 不明 不明 LP 株式会社丸東

1987/12/4 奈良 香芝町 漏えい着火 0 0 3
機器未接続の末端ガス栓を誤って開放したため、滞留したガスに石油ファン
ヒーターの火が引火し爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 中谷鉱油株式会社

1987/12/4 岐阜 岐阜市 漏えい着火 0 0 1

誤って未使用のガス栓(ワイランド用可とう管コック)を開け、そのまま寝てし
まい、翌朝充満したガスに気付かずコンロに点火したため引火爆発した。被害
者宅台所の窓及び天井が落ち、当該建物2階全て(計5戸)の天井及び窓ガラスに
被害が及んだ。

ガス栓 不明 不明 TG 岐阜ガス株式会社

1987/12/5 岐阜 土岐市 漏えい着火 0 0 0

台所で火災が発生し天井、湯沸器等一部焼失した。事故当時コンロは使用して
いないが、何らかの火が、湯沸器接続のゴム管に燃え移り、ガスが流出し火災
となった。

ゴム管 不明 不明 LP 東鉄商事株式会社

1987/12/6 福岡 豊津町 漏えい着火 0 0 1
未明に大きな音とともに火災が発生した。ガスによる爆発であるが、漏えい箇
所、原因は不明。 不明 不明 不明 LP ヒロクプロパン商会有限会社

1987/12/7 北海道 利尻町 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を誤開放しコンロに点火したことから、漏えいしたガ
スに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 沓形漁業協同組合

1987/12/9 京都 福知山市 漏えい着火 0 0 0

コンロで調理中、居室で横になっていたところ、ガス漏れ警報器がなったため
台所に行ったところ爆発した。コンロの立ち消えか点火未確認と推定。消費者
は酩酊状態だった。

コンロ パロマ PA-1SH-5 LP 有限会社芦田ガスショップ

1987/12/9 兵庫 西宮市 漏えい着火 1 0 3
アパートで未明に爆発火災があり、出火原因・出火元等不明。

不明 不明 不明 LP 阪神産業株式会社

1987/12/10 千葉 船橋市 漏えい着火 0 0 5
朝、煙草に火を点けたところ爆発した。ゴム管にネズミによる損傷があり、ま
た、末端ガス栓が開いていたためガスが漏えいした。 ゴム管 不明 不明 LP 東京ガス興業株式会社

1987/12/10 山口 山口市 漏えい着火 0 0 0

ストーブを点火するため、末端ガス栓を開けたところ音がしたが、そのまま器
具栓を開け点火したところ、末端ガス栓付近から火が出た。末端ガス栓部のゴ
ム管との接続不良が原因。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社えびすや

1987/12/10 新潟 巻町 漏えい着火 0 0 1

開放式ストーブを点火した際、未着火に気付かず生ガスが放出し、約1時間45
分後火が着いていないことに気付きストーブのコックを閉めようとしたが、そ
の際点火操作をしたため爆発炎上した。

ストーブ リンナイ R65K TG 蒲原ガス株式会社

1987/12/10 福岡 福岡市 不完全燃焼 3 0 0
小型湯沸器(9，800Kcal/h)の本体給気口の目詰まりにより不完全燃焼を起こ
し、長時間便用と換気扇不使用とが重なり中毒死。 小型湯沸器 パロマ PH-5号-2A TG 西部ガス株式会社

1987/12/11 宮崎 野尻町 漏えい着火 0 0 1
スーパー内の総菜コーナーでフライヤーの種火を点火、３０分後使用しようと
したところ爆発した。種火に点火した際、着火を確認せず、漏えいしたもの。 フライヤー 千代田興業 不明 LP 吉田商事株式会社

1987/12/12 群馬 榛名町 漏えい着火 0 0 1

ストーブを自ら設置していたが、煙草を吸おうとライターに点火したところ漏
えいしていたガスに引火爆発した。ゴム管はストーブ側で抜けており、頻繁に
着脱を繰り返していたとのことで、ここから漏えいしたものと思われる。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社宮下食販

1987/12/12 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 2
ストーブに接続している塩化ビニールホースが末端ガス栓側で脱落し、漏えい
していたガスが、電気こたつに着火し爆発した。

ゴム管(塩化ビニールホー
ス)

不明 不明 LP 横浜南農業協同組合

1987/12/12 大阪 守口市 漏えい着火 1 0 0

炊事後の器具栓(テーブルコンロ)とガス栓の閉止操作における二ロガス栓の予
備コック誤開放によりガスが放出したのち、ライターの火で引火し爆発・火
災。

ガス栓 不明 不明 LP 帝燃産業株式会社
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1987/12/12 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1

ゴム管を切断して自殺をはかり、部屋に充満したガスが何らかの着火源で引火
爆発したらしい。当事者が爆発後にベランダから飛び降り重傷を負うとともに
隣人1名が軽傷を負った。また、当事者宅と隣室1戸が大破、2戸が中破した
他、同建物内10戸の窓ガラスが破損した。

ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1987/12/13 大分 別府市 ガス中毒 1 0 0
開放式ストーブと接続されたゴム管が器具側から何らかの原因ではずれたため
生ガスが放出し中毒死。 ストーブ パロマ 不明 TG 大分ガス株式会社

1987/12/14 大阪 大阪市 不完全燃焼 1 0 0
小型湯沸器(9，600Kcal/h)を換気扇を作動させずに長時間使用したため、不完
全燃焼し中毒死。 小型湯沸器 東芝 GH-5L TG 大阪ガス株式会社

1987/12/15 山形 山形市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続の末端ガス栓を誤って開栓し、コンロに点火したため漏えいしたガ
スに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社斉藤商店

1987/12/15 茨城 水海道市 漏えい着火 0 0 0

コンロに点火した際、瞬間湯沸器から漏れたと思われるガスに引火し爆発し
た。なお、事故後、湯沸器を分解検査したが異常はなく、漏えい箇所・原因不
明。

大型湯沸器(調理台型) ノーリツ GBF-13 LP 石井燃料店

1987/12/15 東京 江戸川区 不完全燃焼 1 1 0

居間で一酸化炭素中毒により１名死亡、１名重体となった。換気扇が作動して
おらず、窓を閉め切った状態だった。湯沸器からは水が流れていた。事故後測
定すると、１万ppm/分のＣＯが検知されたが、器具を点検後測定すると20ppm/
分であった。石油ストーブが併用されていた。

小型湯沸器 松下 GW-5DV(P) LP 株式会社柳屋

1987/12/16 北海道 函館市 不完全燃焼 0 4 0
小型湯沸器(9，800Kcal/h)の不完全燃焼と換気扇不使用・長時間使用が重なっ
てCO中毒。 小型湯沸器 松下電器 GW-5DV TG 北海道ガス株式会社

1987/12/18 静岡 富士市 漏えい着火 0 0 3
ガスストーブのゴム管接続部が緩んでおり、漏えいしていたガスが戸を開けた
ところ隣室に流れ、点火していたガスストーブの火が引火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 東海酸素株式会社

1987/12/19 長野 塩尻市 漏えい着火 0 0 8

ホテル宴会場にて、テーブル下ピット内（掘り炬燵式）の末端ガス栓に、ゴム
管にて卓上コンロを設置していたところ、ゴム管の１つが外れ、ガスが漏えい
した。換気扇を回し、ガスの排気をしたが、コンロに点火した際、ピット内に
滞留していたガスに引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP サンリン株式会社

1987/12/19 新潟 新潟市 漏えい着火 0 0 0
浴槽に水を入れすぎたため排水しながら風呂釜に点火したところ、空焚きと
なった。 風呂釜 日本楽器製造 YB-S LP 有限会社中山商店

1987/12/20 茨城 大宮町 漏えい着火 0 0 0
飲食店でコンロに点火し鍋をかけたたまま外出したところ、火災が発生した。
火災になった状況は不明。 コンロ リンナイ RT LP 石川燃料店

1987/12/20 埼玉 与野市 漏えい着火 0 0 1
爆発事故が起こりアパートが全壊した。埋設管等は異常なく、室内の末端ガス
栓がなく取り外された可能性があるが、詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 八千代商事有限会社

1987/12/20 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を開放し、コンロを点火したため、漏えいしたガスに
引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 佐藤興産株式会社

1987/12/20 福岡 朝倉町 漏えい着火 0 0 1

朝炊飯器に点火した後、再仮眠し、２０分程度で戻った際、電灯を付け、ガス
流出音がするので元栓を閉めようとしたところ爆発した。ゴム管に異常はな
く、コンロの器具栓が開いていたことから、コンロに点火ミスかコンロの不完
全閉止が原因かと思われる。

不明 不明 不明 LP 有限会社川崎屋

1987/12/21 千葉 君津市 漏えい着火 0 0 1
コンロを点火しようとしたところ着火せず、再点火したところ漏えいしていた
ガスに引火した。 コンロ リンナイ RT-2KN LP 株式会社島田ガス水道

1987/12/21 香川 高松市 漏えい着火 0 0 1
機器に未接続の末端ガス栓を誤って開放したままにし、台所でコンロに火を点
けようとしたところ漏えいしていたガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 高山産業株式会社

1987/12/21 岐阜 安八町 漏えい着火 0 0 0
昼食時コンロを使用したまま消火せず外出したため、加熱により付近の物に引
火した。 コンロ 不明 GH630A LP 有限会社高田商店

1987/12/21 広島 広島市 ガス中毒 0 2 0
グリル付テーブルコンロのグリルの着火ミスに気付かなかったうえ、コックを
閉めるのも忘れて就寝して中毒。 コンロ 不明 不明 TG 広島ガス株式会社

1987/12/22 大阪 堺市 漏えい着火 0 0 1

ガス臭に気付き、台所に行ったところ末端ガス栓が開いていたので、閉栓した
時に爆発した。当日、焼肉用コンロを器具側ガス栓からゴム管を外したまま末
端ガス栓を開栓していた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 荒鏡燃料店

1987/12/23 愛知 尾西市 漏えい着火 0 0 0
コンロに蒸し器をかけたまま出勤したため、蒸し器が加熱され、中棚が外れた
弾みでゴム管に接触・破損しガスが漏えいし、着火した。 ゴム管 不明 不明 LP 合資会社ツバメプロパン

1987/12/23 広島 呉市 不完全燃焼 1 0 0
風呂釜の排気筒の屋外部分が腐食して穴があき、その部分から鳥が侵入して横
引き部分に巣を作ったため排気筒が閉塞状態となり、排気不良で中毒死。 風呂釜 ハーマン HM-125 TG 広島ガス株式会社

1987/12/24 青森 五所川原市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火しようとしたところ、爆発した。従前にコンロを使用した際、器
具栓を完全に閉じず漏えいしていたガスに引火したと推定される。 コンロ リンナイ RT3GI400 LP 有限会社日通プロパン

1987/12/24 神奈川 寒川町 漏えい着火 0 0 1
新規入居した消費者がＬＰガス販売店に連絡せず開栓し、風呂釜に点火しよう
として再点火を繰り返したところ爆発した。 風呂釜 日立 HM-25 LP 有限会社金庫屋

1987/12/25 三重 津市 漏えい着火 0 0 0
コンロ接続のゴム管に穴が開いており、漏えいしたガスが爆発したと推定。穴
が開いた理由等は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 合同液化ガス株式会社
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1987/12/27 徳島 阿南市 漏えい着火 0 0 1
台所でガスが漏えいしていたところ、煙草の火に引火爆発した。漏えい箇所等
不明。 不明 不明 不明 LP 阿南市農業協同組合

1987/12/28 秋田 湯沢市 漏えい着火 0 0 1

２口末端ガス栓のうち、機器未接続でゴム管のみが付いている側のガス栓を
誤って開栓し、滞留したガスに冷蔵庫のコンプレッサーのスパークにより引火
した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 合名会社高田屋薬品

1987/12/28 三重 南勢町 漏えい着火 0 0 3

前日使用した焼肉器を末端ガス栓を閉めずに、器具栓側からゴム管を抜き放置
した。別のコンロに点火しようとしたところ、漏えいしていたガスに引火し
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 東海忠燃株式会社

1987/12/28 沖縄 与那城村 漏えい着火 0 0 4

コンロに点火しようとしたところ点火せず、時間をおいて再点火したところ爆
発した。配管を調査したところ異常はなく、末端コックと器具の接続ゴム管に
２箇所ネズミによる破損があり、そこから漏えいしたものと思われる。

ゴム管
(コンロ)

リンナイ KG88D LP 与那城村農業協同組合

1987/12/29 宮崎 日南市 漏えい着火 0 0 1

飲食店において串焼き器に点火後使用せず、１時間後、炊飯器に点火したとこ
ろ爆発した。配管に異常はなく、その他のガス栓・器具栓も閉まっていたこと
から、串焼き器への点火ミスと思われる。

串焼き器 リンナイ 串焼62号 LP 株式会社日米商会

1987/12/30 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 0
爆発音とともに出火、１戸を全焼した。ガス漏えい箇所、原因は不明。なお、
迅速継ぎ手付きホースに接続された末端ガス栓が開栓していた。 不明 不明 不明 LP 株式会社ダイワ

1987/12/30 新潟 新井市 漏えい着火 0 0 1

開放式ストーブを使用する際に、ホースを壁カランに不完全に取り付けたので
外れ、うたた寝をしていてガスの漏れる音に気付き接続し直した。その直後に
点火したため、室内のガスに着火し、爆発・火災となった。

ストーブ リンナイ R-6651 TG 新井市

1987/12/31 群馬 桐生市 漏えい着火 0 0 0
飲食店の営業終了後、串焼き器を消火したが、器具栓の閉止が不完全でガスが
漏えいし、冷蔵庫のサーモスタットから引火爆発した。 串焼き器 パロマ 不明 LP 川井商店

1987/12/31 三重 尾鷲市 漏えい着火 0 0 0

民宿で親族が忘年会を開き、終了後別棟に引き上げてから約７時間後爆発が起
こった。末端ガス栓から漏えいしたガスが冷蔵庫のサーモスタットから引火し
たと考えられるが、事故規模も大きく原因不明。

不明 不明 不明 LP 第一プロパン

1987/12/31 大阪 東大阪市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火しようとして、器具未接続の末端ガス栓を誤って開放してしまっ
たため、ガスが漏えいし、着火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 田中商店

1988/1/2 鹿児島 大崎町 不完全燃焼 0 1 0

入浴中一酸化炭素中毒となった。屋外式風呂釜を室内に設置していたため、換
気不良等により不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が発生したと推定。なお、消
費者は販売事業者から屋外設置変更の注意を受けていたが、そのまま使用し続
けていた。

風呂釜
(屋外式)

日立
TA-280
（HC-HB22A)

LP 日米礦油株式会社

1988/1/3 東京 東久留米市 漏えい着火 1 0 1
ガス漏れによる爆発であるが、原因等不明。

不明 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

1988/1/4 愛知 豊川市 漏えい着火 0 0 3

通常、二口コンロとガス炊飯器を接続している二ロガス栓の一方に、一口コン
ロを鍋料理のために絹巻きホースで接続し直し使用した。その後、何らかの原
因で絹巻きホースがガス栓からはずれ生ガスが漏れ、翌朝石油ストーブにマッ
チで点火したところ爆発し火災に至った。当事者宅が全焼し、周囲の7軒の窓
ガラスの一部が破損した。爆発の衝撃により灯内立ち上り管の根元が折損し、
その放出ガスを止めるため全地点1時供給停止(約2時間)。

コンロ 不明 不明 LP 親和エルピーガス株式会社

1988/1/6 三重 志摩町 漏えい着火 0 0 0
未使用であった末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点
火した際、引火、爆発した。ゴムキャップが何故外れていたかは不明。 末端ガス栓 不明 不明 LP 志摩ガス協業組合

1988/1/6 岡山 岡山市 漏えい着火 0 0 3

器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、何らかの着火源により引火、爆発・火災となったと推定されるが、詳細は
不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 入江産業

1988/1/7 北海道 苫小牧市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロの火に引
火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社田原燃料

1988/1/7 三重 明和町 漏えい着火 0 0 0
ゴム管の一部ちぎれと異常損傷から、ゴム管の破損又は元栓からの脱却により
ガスが漏えいし、何らかの着火源に引火、爆発したと推定。 ゴム管 不明 不明 LP 三重忠石株式会社

1988/1/7 静岡 熱海市 ガス中毒 0 1 0
開放式ストーブの点火未確認のため漏えいした生ガスによりCO中毒。

ストーブ リンナイ R-6621 TG 熱海ガス株式会社

1988/1/8 群馬 小野上村 不完全燃焼 2 0 0
キャンピングカー内の換気不十分の状態でガスコンロとガスストーブを使用し
ていたため、不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒となった模様。

コンロ
ストーブ

不明 不明 LP 不明

1988/1/8 広島 江田島町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロ使用後、消火ミスによりガスが漏えいしつづけ、再点火したとこ
ろ、引火、爆発した。 コンロ 日立 GHG-311 LP 山本忠プロパン店

1988/1/9 兵庫 北淡町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに鍋を置き点火後しばらくして爆発した。立消えによる漏えいと推
定。 コンロ 不明 GT-37H LP 有限会社室津プロパン

1988/1/10 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 0
湯沸器のゴム管がガス炊飯器の側面に接触しており、炊飯器の過熱によりゴム
管が溶け、漏えいしたガスが炊飯器の火に引火、火災となった。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社天山ガス

1988/1/11 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 3
漏えいしていたガスが何らかの着火源に引火し、爆発・火災となった。ガスコ
ンロ（２口）の右側のツマミが全開になっていたが、詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 藤本物産有限会社

1988/1/11 広島 福山市 不完全燃焼 2 0 0
自然排気式風呂釜の排気筒が外壁貫通後の部分で何らかの原因により脱落して
いたため、排気が十分に行われず不完全燃焼を起こして中毒死。 風呂釜(CF式) ノーリツ GSU-4R TG 福山ガス株式会社
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1988/1/12 青森 八戸市 漏えい着火 0 0 1
ガス炊飯器に点火したが、その後立消えしていたため、再点火した際漏えいし
てガスに引火し、火災となった。 炊飯器 不明 不明 LP 有限会社板垣燃料店

1988/1/12 東京 練馬区 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓が開放状態であったため、そこから漏えいしたガスが電気
冷蔵庫のサーモスタットの火花に引火、爆発したものと推定。 末端ガス栓 不明 不明 LP マルヰ物産株式会社

1988/1/12 長野 上郷町 漏えい着火 0 0 0
風呂釜に点火したが、浴槽の排水栓が不完全閉止状態であったため、水が抜け
空だき状態になり、火災となった。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 US-2 LP 大萬株式会社

1988/1/13 栃木 鹿沼市 漏えい着火 0 0 3
ガスコンロに接続してあるゴムホースが配管側で外れていたが、何が原因で爆
発・火災となったか詳細不明。 不明 不明 不明 LP 有限会社椎名商会

1988/1/13 千葉 富津市 漏えい着火 0 0 1
まんじゅう焼器にガス点火器で点火しようとしたところ、漏えいしていたガス
に引火、爆発した模様。 不明 不明 不明 LP 島津商会

1988/1/13 静岡 沼津市 漏えい着火 0 0 0
風呂の空だきにより、火災となったと推定。

風呂釜 不明 不明 LP 有限会社藤井商店

1988/1/14 岩手 九戸村 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに鍋を置き点火後しばらくして爆発した。立消えによる漏えいと推
定。 コンロ 不明 不明 LP 九戸村農業協同組合

1988/1/14 東京 稲城市 漏えい着火 0 0 3
ガスコンロ接続のゴムホースにネズミにがじったと思われる穴が開いており、
そこからガスが漏えいし、ガスコンロに点火したところに引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 松本燃料店

1988/1/15 埼玉 所沢市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、石油ストーブに引火、
爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東燃ガス株式会社

1988/1/15 長野 佐久市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火後、着火しておらず、水の状態であったので、２度点火操作をし
たところ爆発した。立消えによるガスが漏えいしたものと推定。 風呂釜 不明

※
バーナーMHL-121用KS-300

LP 佐久プロパンガス協同組合

1988/1/15 三重 大宮町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロが鍋の吹きこぼれで立消えしたため、ガスが漏えいし、石油ストー
ブの火に引火、爆発した。 コンロ 不明 RX-300G LP 有限会社米庄商店

1988/1/15 兵庫 夢前町 漏えい着火 0 0 0
購入後10年以上経ったガスストーブを約10年振りに使用していたところ爆発し
た。ガスストーブから漏えいしたガスが石油ストーブの火に引火した模様。 ストーブ

※10年以上も前の大阪ガ
スの製品

不明 LP 有限会社田路物産

1988/1/16 大阪 高槻市 漏えい着火 0 0 4
閉栓していたゴムキャップに穴が開いており、ガスが漏えいし、電気炊飯器の
サーモスタットに引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 川居商事有限会社

1988/1/16 鹿児島 鹿児島市 ガス中毒 2 0 0
一口コンロの点火ミスにより生ガスが放出し中毒死。

コンロ リンナイ RT-1KS TG 日本ガス株式会社

1988/1/18 岡山 津山市 漏えい着火 0 0 1
タバコに火を着けようとしたところ、漏えいしていたLPガスに引火し、爆発し
た。何故漏えいがあったかは不明。 不明 不明 不明 LP 有限会社杉山燃料店

1988/1/21 東京 町田市 漏えい着火 1 0 1

ガスストーブの点火で２回目のとき、漏えいしていたガスに引火、爆発・火災
となった。ガスコンロを片づけた際、絹巻きのゴム管がコンロから抜け、開放
状態となった。なお、元栓とガスストーブとガスコンロは三つ又でつながって
いる状態であった。

低圧ホース 不明 不明 LP 平本商事株式会社

1988/1/22 沖縄 石垣市 酸欠・その他 1 0 0
浴室は内側から施錠され、換気扇も作動していない密閉状態であるとともに、
湯沸器に給排気設備が備わっていない状態であり、酸素欠乏となった。 大型湯沸器(CF式) 松下 GW-84A LP 有限会社美崎プロパン

1988/1/24 兵庫 春日町 漏えい着火 0 0 1

容器が空になったため、ストーブのゴム管を途中で切断し、別の容器に接続し
て使用。その後、空の容器を交換した際末端ガス栓が開放状態であったため、
ガスが漏えいし、ストーブの火に引火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社丹波ホームガス

1988/1/24 兵庫 新宮町 漏えい着火 0 0 5
玄関の電灯をつけたところ爆発した。警察・消防の推定では、未使用末端ガス
栓の誤開放によりガスが漏えいした見ている。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社内海電化ハウス

1988/1/24 鳥取 西伯町 漏えい着火 0 0 0

風呂釜の点火操作をしていたところ、風呂釜と末端ガス栓とを接続していたゴ
ム管が何らかの理由で、末端ガス栓側で外れ漏えいしたガスに着火、爆発・火
災となった。ゴム管が外れた原因は不明。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社塚田商店

1988/1/24 北海道 札幌市 ガス中毒 1 0 0
二口コンロに鍋をかけたまま寝込んでしまい、吹きこぼれにより火が消え、生
ガスが放出し中毒死。 コンロ リンナイ R-2GK-108 TG 北海道ガス株式会社

1988/1/25 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 4

ストーブとゴム管の接続が悪くガスが漏えいし、立消えが起こった。その後も
元栓を閉止しなかったため、ガスは漏えいしつづけ、タバコを吸おうとライ
ターを着けたところに引火、爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社ホクト

1988/1/25 静岡 三島市 漏えい着火 1 0 1
ガスコンロの器具栓が半開き状態であったことから、ここからガスが漏えい
し、何らの着火源に引火、爆発したと推定。 コンロ パロマ PA25NK LP 国益燃料有限会社

1988/1/28 東京 東村山市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロの器具栓がほぼ全開であったため漏えいしガス、及びガスストーブ
の器具側のゴム管接続口が何らかの原因で外れ、漏えいしたガスがタバコを吸
おうと着けたライターの火に着火し、爆発・火災となったと推定。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社佐野商店

1988/1/29 千葉 木更津市 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロに点火したところ爆発した。詳細不明。

コンロ 不明 不明 LP 有限会社浜一商事

1988/1/29 大分 別府市 漏えい着火 0 0 0

ヤカンに火をかけたままにしていて、吹きこぼれにより立消えを起こし、漏え
いしたガスが滞留、冷蔵庫のサーモスタットのスパークにより引火、爆発した
ものと推定。

コンロ 日立 GHS-270 LP 神陽ガス株式会社
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1988/2/1 埼玉 浦和市 漏えい着火 0 0 2
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、石油ストーブの火に引
火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 帝都ガス株式会社

1988/2/3 熊本 菊池市 漏えい着火 0 0 1
未使用であった末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点
火した際、引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社緒方商店

1988/2/3 静岡 熱海市 ガス中毒 1 0 0
一口コンロの点火未確認のため漏えいした生ガスにより中毒。

コンロ リンナイ RT-1KS TG 熱海ガス株式会社

1988/2/5 北海道 札幌市 ガス中毒 0 1 0

湯沸用ポットのかけられた二口コンロから生ガスが漏出し、被害者が倒れてい
た。CO中毒と脳血栓の症状があった。コンロに点火しかけた時に脳血栓で昏倒
し、未着火のまま生ガスが漏出したものと思われる。

コンロ リンナイ KG-88D TG 北海道ガス株式会社

1988/2/6 宮崎 日向市 漏えい着火 0 0 0

屋内設置の５㎏ボンベを開放し、その後屋外設置の20㎏ボンベ２本からの配管
の末端ガス栓を開放し、ガスコンロに点火したところ、突然足下から火が上が
り、火災となった。原因は、末端ガス栓に燃焼器に接続されていないゴム管が
あり、誤って開放した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 旭マルヰガス株式会社

1988/2/6 静岡 熱海市 ガス中毒 0 1 0
二口コンロの点火未確認のため漏えいした生ガスにより中毒。

コンロ パロマ PA-3G TG 熱海ガス株式会社

1988/2/7 福井 福井市 漏えい着火 0 0 1

タバコを吸おうとライターに火を着けたところ、爆発した。それ以前に下の階
ではガスの出が悪いことを受け容器の交換作業が行われていたが、原因等詳細
は不明。

不明 不明 不明 LP 福井プロパンガス株式会社

1988/2/8 滋賀 甲西町 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の排水栓の閉止が不十分であったため、水がなくなり、空だき状態とな
り、火災が発生した。 風呂釜 不明 不明 LP 甲西ガス協業組合

1988/2/8 京都 亀岡市 漏えい着火 0 0 0
末端ガス栓へのゴム管の差し込みが浅かったため、接続部よりガスが漏えいし
引火、火災となった模様。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社亀岡ガスストアー

1988/2/8 埼玉 川口市 漏えい着火 0 0 0
炊飯器周辺からガスの漏えいがあり爆発し火災となった。台所の一部が焼損
し、窓ガラスが約10枚破損した。 炊飯器 不明 不明 LP 株式会社サイサン

1988/2/10 宮城 石巻市 ガス中毒 0 1 0
グリル付二口コンロの点火未確認による生ガス中毒。

コンロ 東芝 GKR-382 TG 石巻ガス株式会社

1988/2/11 愛媛 吉海町 不完全燃焼 0 1 0
部屋を密閉状態にし、換気扇を回していなかったため、不完全燃焼が起こり、
一酸化炭素中毒となった。 小型湯沸器 松下 GW-5D LP 藤田商店

1988/2/12 新潟 長岡市 漏えい着火 0 0 1
未使用であった末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点
火した際、引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社今井作蔵商店

1988/2/12 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、燃焼器を着火した際、引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社藤井プロパン商会

1988/2/12 北海道 旭川市 ガス中毒 0 1 0
グリル付二口コンロの点火未確認による生ガス中毒。

コンロ 日立 GHG-39H TG 旭川ガス株式会社

1988/2/13 北海道 士別市 漏えい着火 2 0 0

ガスコンロからガスが漏えいし、石油ガスストーブの火に引火、爆発・火災と
なった。なお、ガスコンロのグリル部の点火ツマミが半開となっていたが原因
は不明。

コンロ クリナップ GT622 LP 協業組合北部ガスセンター

1988/2/13 三重 津市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロ（１口）のゴム管が何かの原因により外れ、もう１つのガスコンロ
（２口）でも立消えしたため再点火しようとしたところ爆発した。双方からガ
スが漏えいし、再点火の着火に引火、爆発した模様。

ゴム管 不明 不明 LP 東海忠燃株式会社

1988/2/14 千葉 船橋市 漏えい着火 0 0 1

居間の壁型コンセントカランが溶けており、ガスストーブの絹巻ゴム管が外れ
た状態であったため、そのカランからガスが漏えいし、ガスストーブの火に引
火、爆発したと推定。何故ゴム管が外れていたかは不明。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社三浦商事

1988/2/14 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

ストーブに接続された絹巻ゴム管がはずれ、ガスが漏えいし、それに気付かず
点火したため引火爆発。泥酔状態にあった当事者が軽度のやけどをした。ま
た、畳やベットが少しこげた。

ストーブ 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

1988/2/15 埼玉 浦和市 漏えい着火 0 0 4
部屋の末端ガス栓カランに接続しているゴム管が何らの原因で外れ、その際ガ
スが漏えいし、ストーブの火に引火、火災となったと推定。 ゴム管 不明 不明 LP 昭和ガス株式会社

1988/2/16 青森 むつ市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロ（３口）の左側に点火後、右側のバーナーに点火しようとして誤っ
て器具未接続であったガス栓（２口）の右側を開けたところガスが流出しコン
ロ左側の火に引火、火災となった。なお、ガス栓の右側は器具未接続であり、
ゴム管がついたままの状態であった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社山本米穀店

1988/2/16 鹿児島 鹿屋市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の過熱により出火。

風呂釜 不明 HB-56B LP 鹿屋ガス株式会社

1988/2/16 鹿児島 国分市 漏えい着火 0 0 5

帰宅後、ガスコンロで湯を沸かし、ストーブに火を着けようとしたところ、爆
発し、火災となった。ガスコンロの器具栓を閉め忘れていたことが原因と見ら
れる。

コンロ 不明 LC-253 LP 株式会社コーアガス鹿児島

1988/2/16 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

居間に設置されている換気扇を使用することにより室内が負圧となり、この状
態が浴室内にも影響し、使用中のシャワー付自然排気式風呂釜の燃焼排ガスが
浴室内に滞留し、燃焼上の酸素不足から一酸化炭素が発生し中毒死したものと
思われる。

風呂釜(CF式) 日立 CFS-2 TG 北海道ガス株式会社
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1988/2/17 埼玉 浦和市 漏えい着火 0 0 1

ストーブの器具栓へのゴム管の差し込みが不完全であり、使用の都度移動して
いるうちに緩んで、ガスが漏えいし、ストーブの火に引火、火災となった模
様。

ゴム管 不明 R-66 LP 株式会社鶴見商店

1988/2/17 三重 鈴鹿市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、タイマーセットしてあったガス炊飯器の火に引火、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 北川プロパン

1988/2/17 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0

都市ガス用ボイラーをLPガス用に転換する際、排気筒の改良を行ったが、その
先端が低くなりフード内に収まってしまい、高温の排気熱がフードへ伝わりモ
ルタル裏側の木ズリが炭化、低温出火した模様。

ボイラー 不明 不明 LP 山川ガス株式会社

1988/2/17 福岡 田川市 漏えい着火 0 0 0

炊事場付近より出火し、店舗を全焼した。その後の調査でガスコンロ右側のガ
ス栓（小）が開放状態で、もう一方のガス栓（大）は火災によって溶けてい
た。警察の調査でもガスコンロ付近からの出火と考えていることから火の消し
忘れによる過熱が原因と推定。

コンロ 不明 不明 LP 田川市金川農業協同組合

1988/2/18 福岡 鞍手町 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の空だきにより火災が発生。なお空だき防止装置装置のダイヤフラム部
へ通じる部品が不良であり、販売店により応急的に短絡させてあった。 風呂釜 松下 GH-138 LP 鞍手ガス有限会社

1988/2/19 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

ガス炊飯器を片づける際、そのままゴム管を外して片づけ（元栓にはゴム管が
付いた状態）、その後ガスコンロを着けようと元栓を開けたが火が着かなかっ
たため、石油ストーブをつけようとマッチを擦ったところ爆発した。ガスコン
ロを着けようと開けたガス栓が当初外したところの元栓と推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社上田商店

1988/2/19 愛知 幸田町 漏えい着火 0 0 1
元栓開放状態でゴム管の取り付け行っており、その作業の間ガスが漏えいし、
そのガスコンロに点火した際引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社平松石油店

1988/2/21 青森 弘前市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを点火して、しばらく場所を移し、戻ってきてタバコに火を着けよ
うとしたところ、爆発した。原因等詳細は不明。 コンロ リンナイ RT-3GI LP 富士見総業株式会社

1988/2/21 岐阜 大垣市 漏えい着火 0 0 0
浴槽に水が入っていると思い風呂釜を点火したが、空だき状態となり、火災と
なった。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 大屋商店

1988/2/22 埼玉 浦和市 漏えい着火 0 0 1

風呂を沸かそうと、バーナーに点火したところ爆発した。操作ミスがあったか
又はパイロットバーナーではなく、メインバーナーへ直接点火したのではない
かと考えられる。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-204 LP 有限会社萩原商店

1988/2/22 徳島 池田町 漏えい着火 0 0 1
未使用であった末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点
火した際、引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 井本プロパン

1988/2/22 福岡 広川町 漏えい着火 0 0 8
三つ又のゴム管を使用していたが、一方には燃焼器が接続されておらず開放状
態であった。そのため、ガスが漏えい、コンロの火に引火し、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 広川町農業協同組合

1988/2/24 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0
暗闇の中で燃焼器を使用したため、誤って未使用側の末端ガス栓を開放し、漏
えいしたガスがガスコンロの火に着火し、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 祇園山崎ガス株式会社

1988/2/25 東京 田無市 漏えい着火 0 0 2

湯沸器の器具栓を閉止し、元栓を閉止するとき、誤って湯沸器に接続されてい
ない未使用元栓を開放したため、ガスが漏えいし、タバコを吸おうとしたライ
ターの火に着火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社ハマセイ商店

1988/2/28 長野 穂高町 不完全燃焼 0 2 0
ガスストーブを換気されていない密閉状態で長時間使用していたため、不完全
燃焼が起こり、一酸化炭素中毒となった。 ストーブ サンヨー GHR-2240P LP 有限会社会田商店

1988/2/28 熊本 荒尾市 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロのオーブン部に不良品があり交換することになったが、従業員が部
品を取りに行っている間に、コンロ部を使用したため、コンロ部とオーブン部
との接続部分よりガスが漏えいし、引火、爆発した。なお、従業員は使用禁止
の注意喚起を怠っていた。

コンロ リンナイ RBR-450EN-12 LP 有限会社古家燃料店

1988/3/1 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0
ガステーブルを使用した後、器具栓のみを閉止し、その後しばらくして再点火
しようとしたところ爆発した。 コンロ 不明 RT-3GN400 LP 池田興産株式会社

1988/3/2 岩手 盛岡市 漏えい着火 0 0 0
流し台を交換後、ガスコンロを元へ戻し、お湯を沸かそうとした際、火炎を吹
いた。原因としては、ゴムホースの接続が不完全だったと考えられる。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社川市商店

1988/3/3 長野 箕輪町 漏えい着火 0 0 0
風呂釜と浴槽を結ぶパイプから水が漏れ、空だき状態となり火災に至った。

風呂釜 松下 GF-127 LP 唐沢商店

1988/3/3 広島 福山市 漏えい着火 1 0 0
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、ガスコンロに点火しようとしたところ引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 福山米穀企業組合

1988/3/4 広島 福山市 漏えい着火 0 0 2
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放し、ボンベの元栓を開け燃
焼テストをしたため、漏えいしていたガスに引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 粟井商店

1988/3/5 大分 津久見市 漏えい着火 0 0 1
湯沸器の点火操作を繰り返しているうちに、ガスが漏えいし、着火、爆発し
た。 小型湯沸器 不明 不明 LP 江藤産業株式会社

1988/3/6 鹿児島 種子島町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに煮物をかけっぱなしにしたため、台が過熱され発火、火災となっ
た。 コンロ パロマ PA-25K LP 岡元商店

1988/3/9 愛知 弥富町 漏えい着火 0 0 2

消費者がガス臭で目が覚めると、ホースが末端ガス栓から外れいたため、元栓
を閉めた。その後、石油ファンヒーターを点火したところ爆発、火災となっ
た。原因としては、漏れたガスが残留していて、点火されたと考えられる。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社山源服部商会
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1988/3/9 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 0
ＬＰガスの漏えい火災が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 山喜商店

1988/3/10 福岡 飯塚市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際に引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 飯塚液化ガス協業組合

1988/3/11 兵庫 加西市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロで煮炊きしていたところ、しばらくすると炎が立ち上がっていた。
詳細は不明。 コンロ 不明 不明 LP 加西市農業協同組合

1988/3/12 石川 輪島市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火して３０分後に風呂場へ行くと、火が消えていたため、ガス栓を
閉じた。その後マッチで点火しようとしたところ爆発した。 風呂釜 ヤマハ P-20 LP 輪島市農業協同組合

1988/3/12 高知 土佐清水市 漏えい着火 0 0 2
低圧ホースが腐食・劣化してガスが漏えいしていたが、換気をし、ガスコンロ
に点火しようとマッチを擦った際、引火・爆発した。 低圧ホース 不明 不明 LP 株式会社五光商事

1988/3/13 東京 足立区 漏えい着火 0 0 1

湯沸器の具合が悪かったため、２日間口火を着けたままの状態で使用してお
り、石油ストーブを点火したところ爆発した。原因としては、口火が消えガス
が漏えいしたためと推定。

小型湯沸器 パロマ PH-4-2F LP 東京石油ガス株式会社

1988/3/14 東京 大島町 漏えい着火 0 0 1

厨房を清掃後、炊飯器に接続しているゴムホースを外し、帰宅。その後、仕込
みのため厨房へ入った際、ガス臭がしたため、換気扇を回し業務用レンジに点
火したところ爆発した。炊飯器に使用した１口ガス栓は「開」の状態であっ
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 高梨プロパンガス

1988/3/14 東京 世田谷区 漏えい着火 0 0 1

作業場内の湯沸器用のガス栓を閉めたつもりが、もう一方の燃焼器のないガス
栓を間違って開放してしまい、その後湯沸器のガス栓を操作した際に爆発し
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社小林燃料店

1988/3/14 大阪 富田林市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを末端ガス栓から外し、別のガスコンロで炊き、その後タバコに火
を着けたところ爆発した。器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放
にしたものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 西田商店

1988/3/14 新潟 新潟市 不完全燃焼 4 0 0

開放式湯沸器(9，700kcal/h、元止式)を換気扇を使用せずに長時間使用状態と
したため、不完全燃焼し中毒死。給気口にゴミ、フィンにススが詰まっており
不完全燃焼を起こしたと推定される。

小型湯沸器 リンナイ
RU-95H
製造年:1976年11月

TG 北陸ガス株式会社

1988/3/15 東京 調布市 不完全燃焼 1 0 0

2人が入浴中に気分が悪くなり浴室を出た時共に倒れた。1人が気がついた時、
他の1人は既に死亡していた。自然排気式湯沸器(26，000kcal/h)は浴槽への落
とし込みに使用しており、その給排気方式はブランチドフルー方式で、同湯沸
器に接続されていた共用ダクト内の排気筒エルボの曲がり部分に生コンの塊等
が堆積していたため、不完全燃焼した湯沸器の排気が室内に逆流しCO中毒死に
至ったものと思われる。

大型湯沸器(CF式) 北英熱器 ｸﾗｳﾝ13号 TG 東京ガス株式会社

1988/3/16 長崎 長崎市 漏えい着火 0 0 1
ゴム管がネズミにかじられた痕があるため、そこからガスが漏えいし、引火、
爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 長崎農業協同組合

1988/3/16 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

シャワー付自然排気式風呂釜の排気筒の先端が風圧帯に入っていた(排気筒の
立ち上がりなし)ため、排気あふれが生じ中毒になったものと思われる。浴室
内でシャワーが流れ出たままの状態で倒れており、病院に搬送されたが死亡。

風呂釜(CF式) ノーリツ GNQ-5 TG 北海道ガス株式会社

1988/3/18 東京 豊島区 漏えい着火 0 0 3
ストーブに接続された絹巻ラセン管がガス栓から外れ、漏れたガスに気付かず
ストーブの点火操作をしたため爆発。 ストーブ 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1988/3/18 岡山 岡山市 ガス中毒 1 0 0
グリル付二口コンロの点火ミスにより生ガスが漏出し中毒死したものと思われ
る。 コンロ 日立 GHG-32W TG 岡山ガス株式会社

1988/3/18 沖縄 那覇市 不完全燃焼 0 1 0

浴室内に設置された開放式湯沸器(0.8kg/h、元止式、製造年・設置年不明)を
使用して入浴中(シャワーを浴びる)倒れた。排気設備不良により不完全燃焼
し、CO中毒になったものと思われる。

小型湯沸器 パロマ PH-5号 LP マルヰ産業株式会社

1988/3/19 栃木 足利市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの器具栓を操作中、誤って開放状態したままにしたためガス漏れが
発生し、後日そのガスに引火、爆発・火災となった模様。 コンロ 松下 PC2 LP 株式会社大野俊春商店

1988/3/19 兵庫 和田山町 漏えい着火 0 0 1

コンロを使用するためガス栓を開にしたが、誤って二ロガス栓の未使用側を開
にし、点火しないのでコンロに接続されている側のガス栓を開にし点火中引火
爆発。1名が1ヶ月のやけどを負い、サッシ3枚のガラスが破損。

ガス栓 不明 不明 LP 朝来郡農業協同組合

1988/3/21 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 2

家人がタバコを吸うためライターを着けた際、爆発した。ガスストーブ用に床
コンセント・カランにガスストーブにガスを供給する絹撒安全ホースを接続し
ていたが、カラン上部に家具が置かれていたため、ホース接続具部分にヒビ割
れが生じ、ガスが漏えいした。

ゴム管 不明 不明 LP 東京エルピーガス株式会社

1988/3/21 石川 小松市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし
ガスコンロに点火したところ、引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社タジマ住設

1988/3/22 埼玉 鷲宮町 漏えい着火 0 0 1
タバコを吸おうとライターに火を着けたところ、爆発した。ガスコンロを点火
後、立消えし、ガスが漏えいした模様。 コンロ リンナイ 不明 LP 本多プロパン

1988/3/22 東京 世田谷区 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器の使用に伴って発生した一酸化炭素中毒事故と思われるが詳細は
不明。発見時、湯沸器は使用状態であり、換気扇は使用されていなかった。 小型湯沸器 パロマ

PH-4-2F
製造年:1978年

TG 東京ガス株式会社
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1988/3/23 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 0

消費者宅で火災が発生した。その後の調査の結果、ガスの元栓は開放状態でゴ
ム管が焼けていたが、コンロ側の接続部分は残っていた。原因については不
明。

不明 不明 不明 LP 有限会社佐藤商店

1988/3/26 静岡 富士市 漏えい着火 0 0 0
風呂に水を入れた際、排水栓がしっかりはまっておらず、水位が下がり空だき
となり爆発、火災となった。 風呂釜 不明 不明 LP 株式会社一商会

1988/3/29 奈良 王寺町 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開栓したため、ガスが漏えいし、ガスコンロの火に引
火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 植田石油株式会社

1988/3/29 広島 - 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を数回したところ着火しなかったので、マッチで点火しよう
とした際に、釜に滞留していたガスに引火、爆発した。 風呂釜 ノーリツ

GSM-2M
（1981年1月製造）

LP 広島ガス安芸津販売株式会社

1988/3/30 岡山 岡山市 漏えい着火 0 0 1
ガス爆発が発生。詳細は不明。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社原田商店

1988/3/30 栃木 佐野市 不完全燃焼 3 1 0

台所に設置された自然排気式湯沸器(22，500kcal/h)により風呂に給湯中、不
完全燃焼を起こして4名が被害を受けた。二口コンロのバーナーは燃焼状態で
あり、コンロの上の換気扇は回っていた。　給排気設備は共用ダクト方式であ
るが、このダクトには湯沸器の排気筒が接続されているとともに台所用の換気
扇も設置されており、同時に使用すると排気不良を起こす可能性がある。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-12号-A
製造年:1981年11月

TG 佐野ガス株式会社

1988/3/31 宮城 仙台市 不完全燃焼 1 0 0
風呂釜の排気筒が室内の立上がり部分で終わっており、入浴中不完全燃焼が起
こり、一酸化炭素中毒となった。

排気筒
(風呂釜)

不明 不明 LP 仙台マルヰ株式会社

1988/4/1 埼玉 和光市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブに接続されている絹巻ゴム管と壁埋め込みガス栓との接続不良で
ガスが漏えいし、ガスストーブの火に引火、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 関東鉱燃株式会社

1988/4/2 神奈川 川崎市 不完全燃焼 0 3 0
湯沸器使用中、換気扇を回していなかったため、燃焼不良となり、一酸化炭素
中毒となった。 小型湯沸器 松下 GW-525 LP 日本ガス株式会社

1988/4/2 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロを使用中、奥へ押し込んだ際にゴム管が加熱され、ガスが漏えい
し、火災となった。 ゴム管 不明 不明 LP 日生産業有限会社

1988/4/3 東京 台東区 不完全燃焼 1 0 0
開放式ストーブを機器に適合しないガスの供給地区で使用したため、不完全燃
焼を起こし、一酸化炭素が発生し中毒死。 ストーブ 日立 GVB-341 TG 東京ガス株式会社

1988/4/4 神奈川 相模原市 不完全燃焼 1 0 0

パイプシャフト内に設置されていたパイプスペース(屋外)設置型湯沸器(30，
500kcal/h)の排気筒が浴室及び居室の天井内を通ってベランダ側まで配管され
ており、ベランダ側の外壁貫通部には防火ダンパーが取付けられていた。湯沸
器の使用により防火ダンパーが作動したため排気が阻害され、湯沸器が不完全
燃焼し、その排気が排気筒の不完全な接続部からあふれ、浴室内に流入し中毒
死したものと思われる。

大型湯沸器 リンナイ
RUX-1605PSOU
製造年:1987年2月

TG 東京ガス株式会社

1988/4/5 東京 小平市 不完全燃焼 2 0 0

風呂釜がトイレ付きバスルーム内に設置されていたため、２次空気入口がゴミ
等により詰まり気味となり、空気不足から不完全燃焼を起こし、排気筒（２
次）が細くなっていたため継目から一酸化炭素が浴室へ逆流した。

風呂釜 タイヘイ D502 LP 東京プロパンガス株式会社

1988/4/6 福井 福井市 漏えい着火 1 0 0
ガスストーブに接続されていたゴム管が何らかの原因で外れ、ガスが漏えい、
冷蔵庫のサーモスタットに引火、爆発・火災となった。 ゴム管 不明 不明 LP ガスプロ株式会社

1988/4/7 兵庫 山南町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに着火したまま外出し、その後火災が発生。詳細は不明。

コンロ リンナイ R-3G LP 足立藤三郎商店

1988/4/8 福島 会津若松市 漏えい着火 0 0 1
配管工事中、末端に適切な閉止措置を施しておらず、その後元栓を開き湯沸器
に点火した際、漏えいしていたガスに引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 阿部商事株式会社

1988/4/9 鹿児島 鹿児島市 不完全燃焼 2 0 0

屋内設置の湯沸器が防火ダンパーが閉じた状態で燃焼し、強制排気したため、
排気が逆流したこと及び排気筒の継ぎ目が不十分な接続であったこと等から不
完全燃焼が起こり、一酸化炭素中毒が発生した模様。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-1600CMF LP
株式会社鹿児島ニューファイヤー
ガス

1988/4/10 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 1
ガス爆発・火災が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 金沢忠燃株式会社

1988/4/11 大阪 堺市 漏えい着火 0 0 1
ゴム管にひび割れがあり、ガスが漏えいし、ガスストーブを点火した際引火、
火災となった。 ゴム管 不明 不明 LP 大野ガス設備

1988/4/12 神奈川 相模原市 不完全燃焼 1 0 0

パイプシャフト内に設置されていたパイプスペース(屋外)設置型湯沸器(30，
500kcal/h)の排気筒が浴室及び居室の天井内を通ってベランタ側まで配管され
ており、ベランダ側の外壁貫通部には防火ダンパーが取付けられていた。湯沸
器の使用により、防火ダンパーが作動したため排気が阻害され、湯沸器が不完
全燃焼し、その排気が排気筒の不完全な接続部からあふれ、浴室内に流入し中
毒死したものと思われる。

大型湯沸器 リンナイ
RUX-1605PSOU
製造年:1987年2月

TG 東京ガス株式会社

1988/4/13 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロの点火操作中に火災となった。詳細について不明。

不明 不明 不明 LP 丸中住設株式会社

1988/4/14 東京 日野市 漏えい着火 1 0 1
浴槽へ入ろうとした瞬間、爆発・火災した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社谷合燃料店

1988/4/16 岐阜 関市 漏えい着火 0 0 2
ガス爆発。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 松山燃料店

1988/4/16 島根 大田市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを使用中、爆発した。ゴム管にネズミのがじったような痕があり、
そこからガスが漏えいしたものと推定。 ゴム管 不明 不明 LP 瀧川産業株式会社

1988/4/17 香川 白鳥町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロとゴム管の接続が不完全であったため、ガスが漏えいし、引火、火
災となった。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社丸協石油店
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1988/4/18 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 1
ガス爆発・火災が発生。ガスコンロの立消えで漏えいしたガスに再点火したこ
とによると推定。詳細は不明。 コンロ 不明 不明 LP 田村ガス

1988/4/19 青森 黒石市 漏えい着火 0 0 1
焼損状況から、ガスストーブに点火しようとしたところ、立消えしたガスコン
ロからLPガスが漏えい、着火、爆発・火災となったとものと推定。 コンロ 日立 GAG312 LP 太平熔材株式会社

1988/4/22 愛媛 保内町 漏えい着火 0 0 0
燃焼器具に未接続となっている末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、
ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 速水商店

1988/4/25 東京 三鷹市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の器具栓を閉め忘れ、その後再度点火した際に引火し、爆発した。

風呂釜 不明 不明 LP 多摩ガス工業株式会社

1988/4/25 山口 岩国市 漏えい着火 1 0 2
何らかの原因でガスが漏えい、爆発・火災となった。原因等詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 高山石油ガス株式会社

1988/4/28 福島 喜多方市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返しているうちにガスが滞留・流出し、そのうちに引
火、爆発した。 風呂釜 コロナ TA-297 LP 有限会社山庄商店

1988/4/28 福井 武生市 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓（２口）を入れ替えた際、確実にガス栓を閉止していなかったた
め、ガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモスタットにより引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 南越プロパン商会

1988/4/29 富山 魚津市 不完全燃焼 0 2 0

室内が閉めきった状態で換気扇も未使用であったため、不完全燃焼を起こし、
一酸化炭素中毒となった。なお、湯沸器内部はパーマに使用する薬品で腐食が
見られた。

小型湯沸器 パロマ PH-53F LP 有限会社日通プロパン

1988/5/1 愛知 大府市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロに鍋を置き点火したが着火について確認せず、しばらくして爆発・
火災が発生。点火の際に着火していなかったため、漏えいしたガスが冷蔵庫の
サーモスタットの火花に引火した模様。

コンロ 不明 PA35ANK LP 株式会社富新住宅設備

1988/5/1 京都 大江町 漏えい着火 0 0 0
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放（半開）したため、ガスが
漏えいし、炊飯器に点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 真下油店

1988/5/1 京都 岩滝町 漏えい着火 0 0 1
鋳物コンロを使用後、末端ガス栓を閉止せず、ゴム管を炊飯器に接続した。そ
の間ガスが漏えいし、炊飯器に点火した際に引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社西原

1988/5/4 宮城 柴田町 漏えい着火 0 0 1
タバコに火を着けようとしたところ、漏えいしていたLPガスに引火し、爆発し
た。原因は不明。 末端ガス栓 不明 不明 LP 岩間光熱店

1988/5/5 福岡 大木町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに点火したが着火しなかったため、ガス栓を開放状態で、マッチで
点火しようとしたところ、漏れていたガスに引火し、爆発・火災となった。 コンロ 不明 GT-2AIL LP 大木町農業協同組合

1988/5/6 大阪 八尾市 漏えい着火 0 0 3

並列して４つあるガス栓のうち１つのゴム管は器具未接続であり、器具未接続
側のガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、湯沸器に点火した際に、引火、
爆発・火災となった模様。

末端ガス栓 不明 不明 LP エッカ商事株式会社

1988/5/6 北海道 妹背牛町 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、タバコを吸おうとライ
ターに火を着けた際引火、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社高橋商店

1988/5/7 埼玉 秩父市 漏えい着火 0 0 2
ガス爆発が発生。未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、引
火、爆発したものと推定。 末端ガス栓 不明 不明 LP 埼玉秩父石油ガス株式会社

1988/5/9 長野 長野市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開栓したため、ガスが漏えい
し、ガスコンロの火に引火し、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社飯島商店

1988/5/12 広島 福山市 漏えい着火 1 0 0

台所の二ロガス栓(コックは開の状態)より台所用湯沸器に接続されていたゴム
ホース(約1.2m)の湯沸器側をはずし、ベランダに設置してあった風呂釜に接続
しようとしていて、そのゴムホースから漏れたガスに何らかの火が引火し、火
傷を負い2日後に死亡した。

ガス栓 不明 不明 LP 株式会社協同ガス

1988/5/13 栃木 宇都宮市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、湯沸器の火に引火し、
爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 栃木ホームガス株式会社

1988/5/15 鹿児島 鹿児島市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロを点火した
際引火し、火災となったと模様。 末端ガス栓 不明 不明 LP 鹿屋ガス株式会社

1988/5/16 北海道 北見市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロの使用中ゴム管が外れたため、ガスが漏えいし、火災となった。ゴ
ム管が十分に差し込まれていなかったことやホースバンドの締め付けが緩かっ
たことが原因と推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社茂藤

1988/5/16 滋賀 能登川町 漏えい着火 0 0 2

末端ガス栓を開放したまま、ゴム管を二つ折り（輪ゴムで止め）にして接続し
た。その後輪ゴムが老朽化し切れ、漏えいしたガスが風呂釜の種火に着火、爆
発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 東能登川農業協同組合

1988/5/18 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの火が立消えしたため、点火操作を繰り返すなか爆発した模様。詳
細は不明。 コンロ 日立 YX315 LP 仙台エルピーガス

1988/5/20 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火したところ、爆発した。原因等詳細は不明。

風呂釜 積水化学 SA-SD型132用 LP 仙台ツバメ株式会社

1988/5/20 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 2

何らかの原因でガスが漏えい、爆発・火災となった。原因等詳細は不明。な
お、ガスコンロに接続されていたゴムが外れ、ホースバンドの締め付け位置が
ずれていた。

ゴム管 不明 不明 LP 三共プロパンガス株式会社

1988/5/20 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 1
たばこを吸おうと火をつけたところ爆発した。原因等詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 平野蕃商店

40



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1988/5/21 福島 矢吹町 漏えい着火 0 0 0

ガス爆発が発生。冷蔵庫付近の燃焼が激しかったため、サーモスタットに漏え
いしたガスが引火したものと推定。その後の調査で、器具栓の閉止が不十分で
あった。

コンロ パロマ PA35ANK LP 富士屋産業株式会社

1988/5/22 埼玉 新座市 漏えい着火 1 0 0
ガス爆発が発生。原因等詳細は不明であるが、末端ガス栓の片側のツマミが開
になっていることから、点火ミス又は立消えによるものと推定。 コンロ 不明 R-3GI LP 佐藤興産株式会社

1988/5/22 東京 国分寺市 不完全燃焼 0 1 0
外壁塗装工事のため業者がビニールで風呂釜・排気筒を目ばりしたため、不完
全燃焼が起こり一酸化炭素中毒となった。 風呂釜 不明 不明 LP サンコー住宅機器株式会社

1988/5/24 岐阜 各務原市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したためガスが漏えい、し
ばらくしてガスコンロを点火したところ引火し、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社各務原食糧

1988/5/24 新潟 味方村 不完全燃焼 2 0 0

密閉した部屋で開放式湯沸器(9，800kcal/h、元止式)と開放式ガスストーブ
(2，600kcal/h)とを使用しているうちに酸素が不足し、不完全燃焼となり中毒
死。

小型湯沸器 パロマ
PH-5号-2AB
製造年:1979年5月

TG 白根市

1988/5/25 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 0
ガス爆発が発生。ゴム管付近からの出火との証言もあるが詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 橋本産業株式会社

1988/5/25 神奈川 二宮町 漏えい着火 0 0 0
風呂釜接続のゴム管をネズミがかじり穴があいたため、ＬＰガスが漏えいし、
バーナーの火に着火、爆発・火災となった（科捜研結論）。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社栄屋商店

1988/5/26 岡山 久米南町 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、タバコを吸おうとライターに点火したところ、引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 久米南町農業協同組合

1988/5/27 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロで吹きこぼれのため、立消えとなり、ガスが漏えいしているところ
にマッチで再点火しようとしたため、引火、爆発した。 コンロ ターダ LC-103 LP 有限会社長谷川商事

1988/5/29 北海道 増毛町 漏えい着火 0 0 1
ガスが漏えいし、火災が発生。詳細は不明。

ゴム管 不明 不明 LP 笹原燃料店

1988/5/29 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0

ゴム管が外れたため、ガスが漏えいし、ガスコンロの火に引火、爆発・火災と
なった。原因はゴム管の長さが不十分で、日々の使用によりホースバンドが緩
み抜けやすくなったためである。

ゴム管 不明 不明 LP 金沢忠燃株式会社

1988/5/30 山口 小野田市 漏えい着火 0 0 0
ストーブ用ゴム管が元栓から外れ、漏えいしたガスが何らかの着火源に引火、
爆発・火災になった。原因等詳細は不明。 末端ガス栓 不明 不明 LP 小野田石油株式会社

1988/5/30 沖縄 宜野湾市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火後、立消えしたため、ガスが漏えいし、タバコを吸おうと火
を着けたところ引火、火災となった。 コンロ 日立 HITACHI-38H LP 平安座プロパン

1988/5/31 長野 長野市 漏えい着火 0 0 4
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した
際に引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 長野ガス株式会社

1988/5/31 東京 江戸川区 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火後、ガス臭がした。漏えいや爆発等の原因は不明。

コンロ パロマ PA LP 株式会社杉本商店

1988/5/31 大阪 茨木市 漏えい着火 0 0 2

末端ガス栓（２口）の一方のゴム管は器具未接続であり、未接続側を開放した
ため、ガスが漏えいし、湯沸器に点火した際に、引火、爆発・火災となった模
様。

末端ガス栓 不明 不明 LP 日本ガス工業株式会社

1988/5/31 和歌山 新宮市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの器具栓の不完全閉止によりガスが漏えいし、再点火した際、引
火、爆発・火災となったものと推定。 コンロ 不明 PA-21F LP

株式会社新宮プロパンガスサービ
ス

1988/5/31 沖縄 具志川市 漏えい着火 0 0 4

末端ガス栓（２口）の一方のゴム管は器具未接続であり、両方とも開放したた
め、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火した際に、引火、爆発・火災となっ
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP コメットプロパン

1988/6/5 北海道 北見市 漏えい着火 0 0 0

湯沸用に8㎏ボンベを使用していたが、接続の末端ガス栓（２口）のうち器具
未接続の方が開放され、漏えいしたガスが、ガスコンロの火に引火、爆発・火
災となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP きつい商店

1988/6/5 神奈川 鎌倉市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返しすうちに爆発した。

風呂釜 日立 HBU-24 LP 飯島商事有限会社

1988/6/6 茨城 麻生村 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火しようとしたところ、ガスが漏えいし、引火、爆発した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 石神商店

1988/6/8 岩手 金ヶ崎町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを使用後、ツマミを半開状態にしたままだったため、ガスが漏えい
し、その後ツマミを全開にしたため点火スパークにより着火、爆発した。 コンロ パロマ IC-61 LP 戸田商店

1988/6/8 秋田 男鹿市 不完全燃焼 0 1 0

洗髪するため、洗面室にて開放式湯沸器(9，600kcal/h)を使用中、一酸化炭素
中毒で倒れた。熱交換器のフィン詰まりによる不完全燃焼とともに、換気不足
によるものと考えられる。

小型湯沸器 ナショナル
GW-5Y(G)
製造年:1984年2月

TG 男鹿市

1988/6/10 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓と器具栓を開放した瞬間気分が悪くなり、しばらくしてガスコンロ
に点火しようとしたところ爆発した。 コンロ リンナイ RT-1KS LP 株式会社矢口商店

1988/6/10 広島 竹原市 漏えい着火 0 0 0
誤って末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、何らかの着火源に着火、
爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 広島ガス竹原販売株式会社

1988/6/11 福島 いわき市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火し、しばらくして確認すると着火していなかったため、再点
火した際周辺に滞留していたガスに引火、爆発した。 コンロ パロマ IC-301 LP 有限会社田代燃料店

1988/6/11 茨城 結城市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの点火操作を繰り返したところ（２回）爆発した。詳細は不明。

コンロ パロマ PA25NK LP 為我井石油店
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1988/6/13 栃木 壬生町 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発・火災が発生。ガスコンロにおける煮こぼれによる立消えが原
因とも考えられるが、詳細は不明。 コンロ 日立 不明 LP 粂川商店

1988/6/14 青森 青森市 漏えい着火 0 0 1

階段の補修工事中に玉石を投げ捨てた際、風呂釜のゴム管に接触し、ゴム管が
外れガスが漏えい、タバコに火を着けようとしたところ引火、爆発したと推
定。

ゴム管 不明 不明 LP 東北石油ガス株式会社

1988/6/14 東京 武蔵村山市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロ（マッチ点火式）に点火したが着火せず、しばらくして再点火した
ところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。 コンロ 杉山産業 不明 LP 有限会社高橋金物店

1988/6/18 岩手 大東町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの点火操作を繰り返すうち、ガスが滞留し、着火、火災となった。

コンロ 不明 GT-3CI LP 大東プロパン協業組合

1988/6/18 神奈川 藤沢市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに点火後、しばらくして見ると火がついていなかったため、再点火
したところ、爆発・火災となった。 コンロ リンナイ R-3GJ LP 株式会社和宏

1988/6/18 滋賀 草津市 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓の閉止が不完全であったため、ガスが漏えいし、タバコを吸おうと
ライターに火を着けた際引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社モトイ

1988/6/19 静岡 浜松市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火したところ、爆発した。詳細は不明。

風呂釜 不明 TA202 LP ガステックサービス株式会社

1988/6/19 愛知 田原町 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロ（２口）で湯を沸かし、一方を消そうとツマミを切ったところ、爆
発した。詳細は不明。 コンロ リンナイ RSB205 LP 田原町農業協同組合

1988/6/20 群馬 榛東村 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに点火しようとしたところ爆発した。ゴム管にネズミがかじったよ
うな穴が開いていた。 ゴム管 リンナイ RUS-2B LP 榛東村農業協同組合

1988/6/22 長野 飯田市 漏えい着火 0 0 1
掃除中、誤って末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、その後ガスコン
ロに点火しようとした際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 飯田市農業協同組合

1988/6/22 沖縄 平良市 漏えい着火 0 0 2
自動食器洗浄機のパイロットバーナーに点火しようとしたところ爆発した。点
火ミスと推定。 食器洗浄機 日調 I-L LP 株式会社宮古燃料

1988/6/23 北海道 千歳市 漏えい着火 0 0 0

閉栓していた末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火
しようとしたところ引火、火災となった。なお、閉栓の際、ゴム管を撤去して
おらず末端ガス栓に接続したままだった。

末端ガス栓 不明 不明 LP マルエス産業株式会社

1988/6/23 東京 板橋区 漏えい着火 0 0 3
中華用大型ガスコンロの点火用コック（ゴム管の先にバーナーがついたもの）
からガスが漏えい、引火、爆発した模様。 コンロ 不明 不明 LP 岡田商店

1988/6/25 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返すうちに、ガスが滞留し、着火、爆発した。

風呂釜 ヤマハ 不明 LP 株式会社南部商店

1988/6/25 奈良 大和高田市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火しよ
うとした際引火、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 今村ガスショップ

1988/6/26 青森 金木町 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロを点火した
際引火し、火災となったと推定。 末端ガス栓 不明 不明 LP 金木農業協同組合

1988/6/26 茨城 水海道市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜にマッチで点火しようとしたところ爆発した。風呂釜の末端ガス栓が少
し開いていたが、詳細は不明。 風呂釜 ニッコウ SA-SK1 LP 有限会社鬼怒川産業

1988/6/26 大分 大分市 不完全燃焼 1 0 0

台所に設置されている自然排気式湯沸器(15，200kcal/h)により浴室へ給湯し
ていたが、排気筒が鳥及び鳥の巣により閉そくされていた(排気筒は立ち上が
り不足であった)ため、排気不良を起こし、発生した一酸化炭素により中毒死
したものと思われる。

大型湯沸器(CF式) ダンホット S-8-6 TG 大分ガス株式会社

1988/6/27 群馬 明和村 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロ（ボンベ付き）で先にコンロの栓が開いていたため、ボンベのバル
ブを開放しマッチで点火しようとした際、引火、爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 原口商店

1988/6/28 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 0

消費設備検査の検査後、取り外したゴム管を戻し忘れ、その後末端ガス栓を開
放した際ガスが漏えいし、ガスコンロに点火しようとした際引火、爆発・火災
となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社松山生協

1988/6/30 滋賀 湖東町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを使用中、ガス切れが起こり、容器を切替え、再点火したところ、
爆発・火災となった。詳細は不明。 コンロ 不明 C-36-1 LP 湖東農業協同組合

1988/6/30 広島 福山市 不完全燃焼 0 3 0

強制排気式湯沸器(30，000kcal/h)の排気筒を換気扇用排気フードに接続して
使用する排気設備のものであり、湯沸器使用中に排気フードの換気扇を使用せ
ず、又、クーラー使用中のため窓等を閉めていたため、室内に排出された廃気
ガスによりCO中毒に至ったものと思われる。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-161F TG 福山ガス株式会社

1988/7/4 福岡 三橋町 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火したが、着火していなかったため種火ツマミを元に戻し、再点火
した瞬間爆発した。点火前にガスが滞留していたと見られるが、原因等詳細は
不明。

風呂釜 ノーリツ ※旧型 LP 大橋義孝商店

1988/7/7 広島 新市町 漏えい着火 0 0 2
ガス漏えい爆発・火災が発生。詳細は不明。

コンロ 不明 不明 LP 小田プロパン

1988/7/12 東京 大島元町 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火しようとマッチを擦ったところ漏えいしていたガスに引火、爆発
した。詳細は不明。 風呂釜 不明 ※15年程前のもの LP ナカムラ産業株式会社

1988/7/13 千葉 船橋市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発・火災が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 藤野燃料店

42



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1988/7/13 埼玉 入間市 漏えい着火 0 0 1
ガス臭がした後、ガスコンロを確認中、誤って着火ツマミを回し、漏えいして
いたガスに着火、爆発・火災となった。 不明 不明 不明 LP 有限会社堀口商事

1988/7/14 北海道 帯広市 不完全燃焼 1 0 0
湯沸器の排気筒にスズメが巣を作っていたため、排気が不十分となり、不完全
燃焼を起こし、一酸化炭素中毒となった。 大型湯沸器 パロマ PH-1000F LP 品川商事株式会社

1988/7/14 京都 宮津市 漏えい着火 0 0 1

グリル付二口コンロのグリルコックを十分に閉止しなかったため、ガスがグリ
ル内に充満し、その後コンロの器具コックを開いたら引火して軽い火傷を負っ
た。

コンロ タカラ GVS-56 LP 宮津市農業協同組合

1988/7/16 東京 八王子市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火後、しばらくして着火していなかったため、再点火したところ爆
発した。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-201 LP 有限会社丸栄商店

1988/7/16 兵庫 高砂市 漏えい着火 1 0 3
漏えいしていたガスが何らかの着火源に引火し、爆発・火災となった。詳細は
不明。 不明 不明 不明 LP 株式会社宮永商店

1988/7/17 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 3
ガス漏えい爆発が発生。事故後６ヵ所あった末端ガス栓のうち２ヵ所が開放状
態であったが、詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 石井プロパンガス

1988/7/18 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロを点火しようとしたところ、漏えいしていたガスに引火、爆発し
た。事故が起こるよりも前の時間にもガスコンロが使用されており、その際器
具栓の閉止が不完全であった可能性も考えられる。

コンロ 不明 不明 LP 有限会社猪木プロパン商会

1988/7/19 福島 郡山市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロに鍋をかけたつもりが、グリルのツマミを回してしまったためガス
が漏えいし、その後コンロに火が着いていないことが分かり再点火したところ
漏えいしていたガスに引火、爆発した。

コンロ クリナップ GT-62 LP 有限会社宗形商店

1988/7/20 奈良 田原本町 漏えい着火 0 0 1

魚焼器に点火後、しばらくしてタバコに火を着けようとしたところ爆発した。
末端ガス栓が３ヵ所あったが１つ器具未接続のゴム管が接続されており、未使
用の末端ガス栓を誤開放したものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 安達住設ガス電器商会

1988/7/21 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返すうちに爆発した。

風呂釜 ノーリツ
GS-2（製造から10年以上経過していた
模様） LP 株式会社マルヤス

1988/7/21 京都 長岡京市 漏えい着火 0 0 0
未使用末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火しよう
とした際引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社仙石商会

1988/7/22 大分 大分市 漏えい着火 0 0 0
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 大分マルヰ株式会社

1988/7/23 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 団燃料店

1988/7/23 佐賀 三瀬村 漏えい着火 0 0 0
ガス漏えい火災が発生。事故後の調査では、湯沸器よりゴム管が外れていたこ
とが確認されたが、原因等詳細は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 神埼郡農業協同組合

1988/7/29 和歌山 岩出町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロのグリルの器具栓が半開状態だったため、ガスが漏えいし、点火し
た際引火、爆発・火災となった。 コンロ 不明 PA-35SNK LP 株式会社大和商会

1988/7/29 京都 舞鶴市 漏えい着火 0 0 1
容器交換の際のエア抜きのガスが滞留し、湯沸器に点火した際引火、爆発し
た。 末端ガス栓 不明 不明 LP りんどう商会

1988/8/1 香川 高松市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの点火ミスにより、ガスが漏えいし、タバコに火を着けようとした
ところ着火、爆発した。 コンロ パロマ PA1S LP 日本プロパンガス株式会社

1988/8/1 長崎 大村市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスコンロを点
火した際漏えいしていたガスに引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 大村コンクリート株式会社

1988/8/2 青森 弘前市 漏えい着火 0 0 4
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスコンロを点
火した際漏えいしていたガスに引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 新谷米穀店

1988/8/2 愛知 名古屋市 不完全燃焼 1 0 0

開放式湯沸器(8，550kcal/h、元止式)を長時間燃焼させたため、不完全燃焼と
なりCO中毒死したものと推測される。また、換気扇と共用ダクトとの連絡管が
損傷していたため、換気扇が十分に機能していなかった。

小型湯沸器 ナショナル
GW-43
製造年:1973年12月

TG 東邦ガス株式会社

1988/8/3 福岡 春日市 漏えい着火 0 0 2
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

コンロ リンナイ ハオ4000 LP 大成産業株式会社

1988/8/5 兵庫 南淡町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの点火操作を繰り返すうち、ガスが滞留し、着火、火災となった。

コンロ リンナイ 3GI LP 伊丹産業株式会社

1988/8/6 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

居間に設置されているレンジフードを使用することにより室内が負圧となり、
この状態が浴室内にも影響し、使用中のシャワー付自然排気式風呂釜の燃焼排
ガスが浴室内に滞留し、燃焼上の酸素不足から一酸化炭素が発生し中毒死した
ものと思われる。

風呂釜(CF式) 日立 CFS-2 TG 北海道ガス株式会社

1988/8/6 岐阜 可児市 漏えい着火 0 0 2

二口コンロを使用した際、二ロガス栓のガス機器の接続されていない側のガス
栓(ゴム管が10m程接続され、まるめてあった。)を誤って開いたままにしてお
いたため、翌朝漏えいしていたガスにタバコの火で着火し爆発。2名が全身や
けどを負った。当事者宅が全壊したほか近隣4軒において窓ガラス等が破損し
た。

ガス栓 不明 不明 LP 東邦液化燃料株式会社

1988/8/7 青森 弘前市 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓（１口）に三つ又が使用されており、一方が器具未接続となってお
り、ここから漏れたガスが何かの着火源によって爆発したものと推定。 末端ガス栓 不明 不明 LP 弘前市農業協同組合

1988/8/10 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返すうち、ガスが滞留し、着火、火災となった。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 UFA205 LP 合資会社増田精米店
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1988/8/10 島根 瑞穂町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの点火操作を繰り返すうち、ガスが滞留し、着火、火災となった。

コンロ リンナイ RT-2AC LP 邑南農業協同組合

1988/8/10 新潟 燕市 漏えい着火 0 0 0

自殺を図り、ガス栓を開き寝込んでしまった。数時間後に起きてタバコに火を
つけようとしたところ、爆発し火災となった。当事者が負傷し、当事者宅が半
壊した。また、隣家の窓ガラス(約20枚)が破損した。

ガス栓 不明 不明 TG 燕市

1988/8/11 長野 飯田市 漏えい着火 0 0 0
未使用側の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火し
た際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 飯田市農業協同組合

1988/8/11 奈良 橿原市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの点火操作を繰り返すうち、ガスが滞留し、着火、火災となった。

コンロ パロマ PA21F LP 株式会社高橋商店

1988/8/13 千葉 柏市 漏えい着火 0 0 2
タバコに火を着けようとしたところ爆発した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP ベニー商事株式会社

1988/8/13 宮崎 延岡市 ガス中毒 0 1 0
二口ガス栓において、コンロに接続されていないゴムホースだけ付いた側のガ
ス栓を誤開放したため、生ガスが放出し中毒。 ガス栓 不明 不明 TG 宮崎ガス株式会社

1988/8/15 北海道 上湧別町 漏えい着火 0 0 1
保温状態になっていたガス炊飯器が何らかの原因で異常過熱し、火災になった
模様。詳細は不明。 炊飯器 パロマ PR200 LP 田島燃料店

1988/8/15 和歌山 御防市 漏えい着火 0 0 1
ガス炊飯器の点火操作を繰り返すうち、ガスが滞留し、着火、火災となった。

炊飯器 パロマ PR-8CS LP 有限会社近畿プロパン工業社

1988/8/15 東京 大田区 不完全燃焼 1 0 0
浴室内に設置された開放式湯沸器の排気部にやかんを載せて使用したために、
湯沸器が不完全燃焼を起こして大量にCOが発生しCO中毒死。 小型湯沸器 リンナイ

RU-95G
製造年:1978年8月

TG 東京ガス株式会社

1988/8/16 静岡 富士市 漏えい着火 0 0 1
外釜式風呂釜に点火したが、しばらくして着火していないことがわかり、再度
点火しようとした際に、漏えいしていたガスに引火、火災となった。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 富士酸素工業株式会社

1988/8/16 高知 高知市 漏えい着火 0 0 0
ガス漏えい爆発事故が発生。詳細は不明。ただし、ゴム管が接続されていた末
端ガス栓は開放状態であった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 山岡燃料店

1988/8/17 秋田 男鹿市 漏えい着火 0 0 1

開放式湯沸器に接続されたゴム管の亀裂により生ガスが放出し、湯沸器の点火
スイッチに手を掛けたところ、このスパークが起爆源となり引火爆発。ガラ
ス、天井板等の一部破損。

ゴム管 ダンロップ 2.SR179E3 TG 男鹿市

1988/8/22 富山 富山市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返すうち（過去の故障により操作しにくくなっていた
模様）、ガスが滞留し、着火、火災となった。

風呂釜
(BF式)

松下 GF-70B1 LP サカヰ産業株式会社

1988/8/23 香川 丸亀市 漏えい着火 0 0 2
未使用側の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガス点火棒に着火、
爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社中島屋商店

1988/8/23 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

シャワー付自然排気式風呂釜の設置されている浴室において入浴中に倒れCO中
毒。外気に面した給気口はなく、浴室ドアの給気口(ドアガラリ)はシャッター
式であり閉められていた。また、湯気抜きファンは作動していた。原因は、風
呂釜を給気口閉塞の状態で使用したため酸欠による不完全燃焼となったと推定
されている。

風呂釜(CF式) 日立 CFS-2 TG 北海道ガス株式会社

1988/8/27 三重 伊勢市 漏えい着火 0 0 1

末端ガス栓（２口）の一方が、器具未接続のゴム管が接続されていたことか
ら、誤ってガス栓を開放、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火しようとした際
引火、火災となった模様。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社松阪ガス

1988/8/27 京都 京都市 漏えい着火 0 0 1
タバコに火を着けようとしたところ爆発した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 京都マルヰ株式会社

1988/8/29 千葉 袖ヶ浦町 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロを使用していたところ突然爆発した。冷蔵庫の破損が激しいことか
ら、コンロの器具栓の閉止が不完全だったためガスが漏えいし、冷蔵庫を着火
源として着火、爆発したと推定。

コンロ 不明 KG-300 LP 株式会社ザ・トーカイ

1988/8/29 北海道 札幌市 ガス中毒 0 1 0
グリル付二口コンロの点火ミスにより生ガスが漏出し中毒。

コンロ リンナイ RT-3GVD TG 北海道ガス株式会社

1988/8/30 青森 八戸市 漏えい着火 0 0 1
ゴム管が１本外れ、末端ガス栓も開放状態であり、ここから漏れたガスが何ら
かの着火源により爆発したものと推定。 不明 不明 不明 LP 有限会社カネ宮商店

1988/8/30 埼玉 川越市 漏えい着火 0 0 2
詳細は不明。何らかの原因で漏えいしたガスが風呂釜の点火の際引火、火災と
なったと推定。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-201 LP 山二ガス

1988/8/31 徳島 北島町 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放してしたため、ガスが漏え
いし、ガスコンロに点火した際引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 金〇商店

1988/9/1 北海道 美幌町 不完全燃焼 2 0 0

湯沸器の親火が消え、種火がついていたことのほかに、ドアや窓も閉め切られ
ていたことから、排気不良により不完全燃焼が起こり一酸化炭素中毒になった
模様。

小型湯沸器 ほくさん HK502 LP 有限会社前田商店

1988/9/1 新潟 新潟市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返しているうちにガスが滞留・流出し、そのうちに引
火、爆発した。 風呂釜 不明 PA-291 LP 株式会社東プロ

1988/9/1 岐阜 穂積町 漏えい着火 0 0 2
ガス漏れに気が付き換気を行った後、タバコに火を着けようとしたところ爆
発・火災となった。詳細は不明。 コンロ 不明 PA21F LP 株式会社サンセキ

1988/9/1 岐阜 中津川市 漏えい着火 0 0 0
ガス漏えい火災が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 中津川市農業協同組合

1988/9/1 三重 尾鷲市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロの点火が着火に至っておらず、そのためガスが漏えいし、何らかの
着火源に着火、爆発した。 コンロ 松下 GT211 LP 株式会社尾鷲ガス
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1988/9/3 愛知 名古屋市 不完全燃焼 1 2 0

3人が倒れ病院に運ばれたが、うち1人は死亡した。隣の部屋に設置されていた
開放式湯沸器(9，650kcal/h、元止式)を長時間使用した際の排ガスが流入し、
CO中毒事故が起きたものと推測される。

小型湯沸器 パロマ PH-5号2AB TG 東邦ガス株式会社

1988/9/5 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1

タバコに火を着けようとしたところ爆発した。焼損がひどい箇所の末端ガス栓
からゴム管がきれいに抜けていたことより、何らかの原因でゴム管が抜けたと
推定。

ゴム管 不明 不明 LP 桜井商店

1988/9/6 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

湯沸器（8号）から浴槽へ給湯し、入浴中一酸化炭素中毒となった。換気扇が
廻っていなかったこともあり、換気不良で不完全燃焼となり、一酸化炭素が発
生した。

大型湯沸器 東芝 PH861 LP 渡部商店

1988/9/7 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 2

器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放状態にしている間に、中間
ガス栓を開放したため、ガスが漏えい、その後ガスコンロに点火しようとした
ところ引火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 金沢ガス株式会社

1988/9/10 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 2
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

コンロ リンナイ RTS-3A LP 有限会社若栗燃料

1988/9/12 長野 伊那市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロの点火がうまくいかなったので、器具栓を開放したまま別のバー
ナーで点火しようとした際に引火、火災となった。 コンロ 不明 GT-701 LP 有限会社野口商店

1988/9/13 茨城 水海道市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜のバーナーの口火を消し忘れたため、ガスが漏えいし洗濯機のモーター
のスパークにより着火、爆発した。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-297 LP 田中燃料店

1988/9/13 北海道 札幌市 ガス中毒 1 0 0
風呂釜のゴム管が何らかの原因で抜け落ち、生ガスが漏出し浴槽内において中
毒死。 風呂釜 不明 不明 TG 北海道ガス株式会社

1988/9/15 東京 八王子市 漏えい着火 1 0 0
ゴム管がネズミによって破損しておりガスが漏えいしている中、ガスコンロに
点火したため引火し、爆発・火災となった。 ゴム管 不明 不明 LP 鈴屋燃料店

1988/9/15 新潟 豊浦町 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返しているうちにガスが滞留・流出し、そのうちに引
火、爆発した。 風呂釜 不明 GS-4M LP 有限会社三協ガス商会

1988/9/18 東京 八王子市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。なお、風呂釜と末端ガス栓とを接続する
ゴム管が外れていたことが確認された。 コンロ パロマ PA-35NK LP 井上忠次商店

1988/9/18 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 0

店舗営業を終了後、業務用フライヤーのパイロットバーナーを消し忘れ、フラ
イヤー本体と接触していた強化ガスホースが過熱され損傷し、漏れた生ガスに
着火し火災に至った。厨房室ダクトの一部及び業務用フライヤーを焼損。

ゴム管 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1988/9/20 埼玉 毛呂山町 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火しようと器具栓を開放したが、マッチがなく、取りに戻る間ガス
が漏えいし、点火しようとした際、ガスに着火、爆発した。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 芝屋商店

1988/9/20 兵庫 市川町 漏えい着火 0 0 1
タオル蒸し器にライターで点火しようとしたところ漏れていたガスに引火、爆
発した。ゴム管が腐食・劣化していたガスコンロを使用していた。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社鶴居ガス

1988/9/21 埼玉 三芳町 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。なお、事故後の調査の際、風呂釜と末端
ガス栓をつなぐゴム管が外れ、そのホースバンドもずれていた。 不明 不明 不明 LP 江澤商事株式会社

1988/9/24 埼玉 越谷市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓が開放状態となり、ガス漏えいし、何らかの着火源により
引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東武ガス株式会社

1988/9/24 長野 坂北村 漏えい着火 0 0 0
ガス炊飯器が燃焼不良を起こし（煤で外面が黒くなっていた）、近くの可燃物
へ引火、火災となった。 炊飯器 パロマ PR-300 LP 筑北農業協同組合

1988/9/27 福島 郡山市 漏えい着火 0 0 1

作業中ガス臭がしたため、大型湯沸器の種火を消そうとしたところ爆発した。
事故より前に、回転釜の取り外しをし、その際末端ガス栓の閉止措置が取られ
ていなかったことから、何らかの原因でこの栓が開放され、ガスが漏えいした
可能性もある。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社やまさ住設

1988/9/28 大阪 茨木市 酸欠・その他 1 0 0
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放した際大量のガスが漏れだ
し、酸欠状態となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社矢田商会

1988/9/29 山口 柳井市 漏えい着火 1 0 0
ガス爆発・火災が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 日之出石油ガス株式会社

1988/9/30 群馬 館林市 漏えい着火 0 0 1
ゴム管の接続不良によりガスが漏えいし、ブレカーを落とそうとした際に引
火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 原商店

1988/9/30 愛知 東海市 漏えい着火 0 0 1

店舗において、閉店後、二口コンロに接続された普通ゴム管が何らかの原因で
外れ漏出した生ガスが冷蔵庫の火花で着火し小爆発。店内天井の一部及び壁面
の一部が損壊。

コンロ 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

1988/10/1 徳島 山城町 漏えい着火 0 0 1

器具未接続のゴム管が末端ガス栓に接続されたままの状態で放置され、別の口
ではガスコンロが接続されており、誤開放によりガスが漏えいし、点火の際引
火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 三宅産業株式会社

1988/10/2 群馬 館林市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜のバーナーに点火したが着火せず、ガス切れと思い予備容器を開放した
が、その間バーナー栓を閉止していなかったため、ガスが漏えいし、再点火し
た際引火、爆発した。

風呂釜 不明 不明 LP 原商店

1988/10/2 東京 日野市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの火が立消えし、漏えいしたガスが何らかの着火源に着火、爆発・
火災となった。着火源については、冷蔵庫のサーモスタットと考えられる。 コンロ リンナイ RT-2KS LP 日野市農業協同組合
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1988/10/3 千葉 流山市 漏えい着火 0 0 1

ガス漏えい爆発が発生。2日前にストーブをゴム管からに外したということで
あったため、ガスコンロをつけようとした際、誤って器具未接続のゴム管が接
続された末端ガス栓を開放してしまい、点火操作した際漏えいしていたガスに
引火、爆発したものと考えられる。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社岡田屋商店

1988/10/3 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 3

親類の家においてガス栓を開き自殺を図っていたところへ、当該宅住人が帰宅
しコンロへ点火しようとしたところ放出されていた生ガスが引火し爆発・火
災。自殺当事者及び当該宅住人が重傷を負い、他の2名が軽傷を負った。当該
住宅は全焼した。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1988/10/8 広島 広島市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロに点火しようとマッチを擦ったところ爆発した。使用の2時間程前
に清掃が行われており、その際ゴム管が抜けたか又は抜いたかしていて、それ
に気が付かずに器具栓を開放したため、ガスが漏えい引火したものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 広島ガス可部販売株式会社

1988/10/10 東京 江戸川区 不完全燃焼 0 1 0

シャワー付自然排気式風呂釜の口径100mmの逆風止めに接続されている口径
90mmの排気筒が排気を塞ぐ形で逆風止め内の逆風板まで落ちており、排気がほ
とんど浴室内にあふれる状態であった。そのような状態でシャワーを長時間使
用したため不完全燃焼を起こしCO中毒に至ったものと推定される。

風呂釜(CF式) 日立 CFS-1 TG 東京ガス株式会社

1988/10/12 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返すうちに、ガスが漏えいし引火、爆発した模様。

風呂釜 不明 不明 LP 井原米店

1988/10/16 千葉 船橋市 漏えい着火 0 0 1

台所の13φガス栓と居間のストーブとを13φゴム管、9.5φゴム管および9.5φ
絹巻ホースを接続することによってつなぎ、使用していたが、ゴム管と絹巻
ホースは接続具を使用せず直接ねじ込んで接続されていたため、そこから生ガ
スが漏出し、喫煙のためのライターの火で引火し小爆発。当事者宅の窓ガラス
(2枚)が破損。

ゴム管 不明 不明 TG 京葉ガス株式会社

1988/10/18 埼玉 岩槻市 不完全燃焼 1 3 0
当該機器には煤が溜まっており、不完全燃焼が起こり、一酸化炭素が発生した
と考えられる。なお、密閉状態で洗髪等に約１ｈ使用したためと思われる。 小型湯沸器 松下

GW-525
（1983設置）

LP 清水ガス産業株式会社

1988/10/18 福岡 稲築町 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを使用中、眠り込んでしまい、起きてタバコを吸おうと火を着けた
ところ爆発した。原因は煮こぼれにより火が立消えし、漏えいしたガスに引火
したものと推定。

コンロ リンナイ RT-3DL LP みとま燃料プロパン商会

1988/10/18 山形 三川町 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを使用しようと、未使用側を含め末端ガス栓（２口）を開放したが
着火せず、容器のバルブを確認すると、閉まっていたため開放したところ、炎
が上がった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 庄内三川町農業協同組合

1988/10/19 滋賀 彦根市 漏えい着火 0 0 0
鉄板焼４台に点火し、鉄板を掃除していたところ、近くのゴム管が何らかのは
ずみで過熱されガスが漏えいし着火、火災となった模様。 ゴム管 不明 不明 LP 渡辺商店

1988/10/20 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 2

容器バルブを開き調理を始めたところ、突然爆発した。原因は前に部屋を使用
したものが壁内設置のボックスガス栓を閉栓せずに容器バルブを閉めていたた
めである。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社田中石油店

1988/10/21 奈良 河合町 漏えい着火 0 0 1

ゴム管がネズミにより破損させられていたことに気が付かずに、オーブンを使
用しようと点火操作を行っていたところ漏えいしていたガスに引火、爆発し
た。

ゴム管 不明 不明 LP 岡井商事株式会社

1988/10/22 栃木 足利市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 川岸商店

1988/10/22 徳島 鳴門市 不完全燃焼 1 1 0
一酸化炭素中毒が発生。詳細は不明であるが、都市ガス用湯沸器をLPガスでも
使用していた。 小型湯沸器 パロマ PH-5A LP 大津農業協同組合

1988/10/23 愛知 東郷町 漏えい着火 0 0 1

二口コンロで湯を沸かしていたところ、うたた寝をしてしまい湯が吹きこぼれ
て火が立ち消えた。その後、火が消えているのに気づき、誤ってやかんのか
かっていない測のバーナーのコックを回したため漏れていたガスが引火して爆
発。台所の天井等損壊。

コンロ パロマ PA-3SNK-5 TG 東邦ガス株式会社

1988/10/23 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1

何らかの方法で故意にガスを漏らし、爆発・火災に至ったと推測される。漏え
い個所、着火源等については不明。当事者が重傷を負い、隣室の1名が軽傷を
負った。当事者宅と隣の2室は全焼、残りの6室は半焼。

不明 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

1988/10/25 千葉 柏市 漏えい着火 0 0 3

自殺を図り、居間のガス栓(バルブ付壁コンセントコック)から無理矢理放出さ
せた生ガスが何らかの原因により着火爆発した。当事者が重傷を負うととも
に、3名が軽傷を負った。また、当事者宅が全壊、同住宅内の28室と周辺の18
戸で窓ガラスが破損するなどの被害があった。同住宅(46戸)の供給を約5時間
停止した。

ガス栓 不明 不明 TG 京葉ガス株式会社

1988/10/27 茨城 土浦市 漏えい着火 0 0 13
ガス漏えい爆発・火災が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 東部液化石油株式会社

1988/10/28 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0
不完全燃焼していた開放式湯沸器(9，600kcal/h、元止式)を換気扇を作動させ
ずに使用したため、室内に一酸化炭素が充満し、中毒死。 小型湯沸器 松下

GW-526(A)G
製造年:1979年8月

TG 東京ガス株式会社

1988/10/30 千葉 市厚市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。事故後の調査で漏えい箇所は湯沸器の接続部でゴム管
が抜けていた。 不明 不明 不明 LP 串田ガス工業株式会社

1988/10/30 京都 京都市 漏えい着火 0 0 2
ガスレンジのコンロに点火したところ爆発した。ガスコンロのグリル部分で立
消えが起こり、ガスが漏えいしたためと考えられる。 コンロ リンナイ RT-3GID LP 株式会社京プロ

1988/11/1 岐阜 多治見市 漏えい着火 0 0 1
タバコに火を着けようとしたところ爆発した。詳細は不明。ただ、ガスコンロ
を使用する際は炊飯器に使用しているゴム管を外して使用していたとのこと。 不明 不明 不明 LP みどりや
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1988/11/1 石川 輪島市 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロを使用中、湯が吹きこぼれて火が立消え状態となり、ガス漏れ警報
器が鳴ったため末端ガス栓を閉止したが、その後誤って未使用の末端ガス栓を
開放したため、ガスが漏えいし、再点火した際着火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 中央プロパン商会

1988/11/2 千葉 勝浦市 漏えい着火 0 0 0
ゴム管がネズミにかじられており、ガスが漏えいした。その後、何らかの着火
源に着火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 岡田プロパン

1988/11/3 宮崎 宮崎市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 南九州プロパンガス株式会社

1988/11/6 長野 上山田町 漏えい着火 0 0 1

液化石油ガス設備士が末端ガス栓の取り付けの際、手締めしたのみであったた
め、ガスを供給したところ抜け落ちガスが漏えいし、近くの石油ストーブに引
火、火災となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 戸倉上山田プロパンガス株式会社

1988/11/8 埼玉 八潮市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロに点火しようと末端ガス栓を開ける際誤ってゴム管を引き抜いてし
まったため、ガスが漏えいし、タバコを吸おうとライターに火を着けたところ
引火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 河原実業株式会社

1988/11/10 茨城 石岡市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作をしたところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。漏え
いの原因としては、末端ガス栓の腐食・劣化によると推定される。 末端ガス栓 不明 不明 LP 高野商事株式会社

1988/11/11 大阪 守口市 漏えい着火 0 0 7
ガス臭がしたため、器具栓及び末端ガス栓を閉め、しばらくしてタバコに火を
着けようとしたところ爆発した。詳細不明。 不明 不明 不明 LP 米嶋産業株式会社

1988/11/15 愛知 尾西市 漏えい着火 0 0 1
乾燥機の点火操作を繰り返すうちに、ガスが滞留し、引火、爆発・火災となっ
た。 乾燥機 サンヨー SCD-38 LP 原田石油株式会社

1988/11/16 長野 伊那市 漏えい着火 0 0 1
ガス漏れ警報器が鳴ったため、換気をしたが、十分ではなく、炊飯器に点火し
たところ爆発した。漏えい原因は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社イトウ商会

1988/11/16 大阪 大阪市 不完全燃焼 4 0 0

ベランダに設置した浴槽に、換気扇を回さず開放式湯沸器(8，200kcal/h、元
止式)を使用して、給湯したまま就寝したため湯沸器が不完全燃焼状態とな
り、一酸化炭素が発生して中毒死。

小型湯沸器 陽栄製作所
33-026
製造年:1976年8月

TG 大阪ガス株式会社

1988/11/17 埼玉 所沢市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの着火がうまくいかず、その後タバコを吸おうとライターに火を着
けたところ爆発した。詳細は不明。 コンロ 不明 KGS-88 LP 株式会社サンコー

1988/11/17 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 1

ガスレンジを使用中に火を止めようと器具栓を操作したところ硬直しており、
力を入れて回すとツマミとノズル部分が抜け、ガスが噴出、火災となった。原
因等詳細は不明（使用後2年3か月）。

レンジ 富士厨房 FGR9-60A LP 日高岩井ガス株式会社

1988/11/17 東京 町田市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの器具栓のみ閉止し外出、その後アイロンを使用したが、コンセン
トから抜いた直後爆発した。 コンロ 松下 GC-15 LP 日本ガス株式会社

1988/11/17 長崎 長与町 漏えい着火 0 0 1
ガス漏えい爆発が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 長崎石油プロパン

1988/11/17 静岡 浜松市 漏えい着火 0 0 1

定期消費設備点検の際、風呂釜のゴム管を交換するはずが、古いゴム管を外し
たのみであった。そのため、風呂釜に点火しようと末端ガス栓を開放した際、
ガスが漏えいし、再点火において着火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 丸勝石油

1988/11/19 大阪 守口市 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロを接続した際、末端ガス栓との接続が十分ではなく、末端ガス栓の
閉止が不完全であったため、ガスが漏えい、コンロの点火の際引火、爆発した
模様。

末端ガス栓 不明 不明 LP 帝燃産業株式会社

1988/11/21 和歌山 那智勝浦町 漏えい着火 0 0 3
ガスコンロに点火後、しばらくしてその下部より爆発した。詳細は不明。

コンロ リンナイ RA-22(S48年型) LP 那智プロパンガス販売所

1988/11/21 北海道 札幌市 ガス中毒 0 1 0

二ロガス栓において、コンロが接続されていない側にガスホースのみが接続さ
れており、そこから生ガスが漏出していたことから、ガス栓の誤操作による生
ガス中毒と思われる。

ガス栓 不明 不明 TG 北海道ガス株式会社

1988/11/23 埼玉 両神村 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロよりガスが漏えい、何らかの着火源により着火、爆発した。詳細は
不明。 コンロ 不明 不明 LP 松川プロパン

1988/11/23 福岡 広川町 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロに点火したところ激しく炎が上がった。原因は、未使用状態（ゴム
キャップなし）であった末端ガス栓が誤って開放され、ガスが漏えいしたため
である。

末端ガス栓 不明 不明 LP 広川町農業協同組合

1988/11/25 愛知 小牧市 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓（２口）のうち未使用側を開放してしまったため、ガスが漏えい
し、その後ガスコンロを点火したため引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東和プロパン販売株式会社

1988/11/25 神奈川 相模原市 不完全燃焼 1 0 0
窓を閉め切った状態で長時間使用していたため、不完全燃焼が起こり、一酸化
炭素中毒となった模様。※発見日時：11月27日 小型湯沸器 松下 GW-50 LP 有限会社ゼネラルガス

1988/11/26 三重 大王町 漏えい着火 0 0 0

オーブンレンジに点火しようと点火棒を近づけたところ火が「ボッ」と燃え上
がったため、末端ガス栓を閉にし、その場を離れたが、再点火しようとしたと
ころ爆発・火災となった。末端ガス栓を閉め忘れていたため、ガスが漏えいし
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山際肇商店

1988/11/26 京都 福知山市 ガス中毒 1 1 0
食事後、ガス栓を開けたままコンロからゴム管を抜いて片付けたため、ゴム管
の先から漏れた生ガスにより中毒死及び中毒。 ガス栓 不明 不明 TG 福知山市
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1988/11/26 東京 豊島区 不完全燃焼 1 0 0

自然排気式湯沸器(20，000kcal/h)の一酸化炭素を含む排気が台所にあふれて
充満したためCO中毒死したものと思われる。給排気設備はブランチドフルー方
式であるが、共用部の排気筒面積が不足している等の不備があった。

大型湯沸器(CF式) シャホトー SM-10 TG 東京ガス株式会社

1988/11/28 香川 高松市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放し、ガスストーブに点火し
たため、漏えいしたガスに着火し、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 四国液化石油ガス開発株式会社

1988/11/29 福島 いわき市 漏えい着火 0 0 2
未使用の末端ガス栓を開放したが、漏れに気づき閉止した。その後しばらくし
て何かしらの着火源に着火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東日本ガスサービス

1988/11/29 神奈川 厚木市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、燃焼器に点火したとこ
ろ引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP セントラルガス株式会社

1988/11/30 神奈川 真鶴町 漏えい着火 0 0 1
ストーブに点火しようとしたが火が着かなかったため、マッチを擦ったところ
爆燃した。詳細は不明。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社土屋商店

1988/12/1 東京 練馬区 不完全燃焼 1 0 0

開放式ストーブ使用中の不完全燃焼で発生した一酸化炭素により中毒死。ス
トーブの金網スケルトン部がすすで黒くなっており、不完全燃焼していたと思
われる。また、換気することなく長時間使用したことが複合して事故に至った
ものと思われる。

ストーブ シャープ GX-187 TG 東京ガス株式会社

1988/12/2 北海道 深川市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロの掃除の際、ゴム管を外したが、末端ガス栓を閉めていなかったた
めガスが漏えいし、石油ストーブの火に着火、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 第一興産株式会社

1988/12/2 新潟 柏崎市 漏えい着火 0 0 3

ストーブに接続されているゴムホースがねずみにかじられ、そこから生ガスが
漏出し、タバコを吸うためのマッチの火により引火、爆発。カーテン、ふすま
等をこがした。

ゴム管 不明 不明 TG 柏崎市

1988/12/3 三重 磯部町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの点火操作を繰り返すうちに爆発・火災となった。詳細は不明。

コンロ 不明 PA-22FH LP 渡鹿野漁業協同組合

1988/12/3 鳥取 岸本町 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロを使用した後、器具栓が完全には閉止がなされておらず（警察の鑑
識でも確認済み）、何らかの原因で立消え、ガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモ
スタットに触れ着火、爆発・火災となった。

コンロ 松下 GT-3C2 LP 岸本町農業協同組合

1988/12/5 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブの点火操作を繰り返すうちに、ガスが滞留し、火が吹き上がり、
火災となった。 ストーブ リンナイ R-643F LP 株式会社名豊ガスセンター

1988/12/6 神奈川 藤沢市 不完全燃焼 1 0 0
入浴中一酸化炭素中毒となった。当該風呂釜等は当事者が設置したもので、排
気筒も室外にでていなかった。

排気筒
(風呂釜：バーナー)

世田谷製作所 TA-205 LP 小川商事有限会社

1988/12/7 山形 米沢市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを使用中、ガスが漏えいガスコンロの火に引火し、爆発した。な
お、ゴム管にはネズミによるかじり傷があった。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社小笠原商店

1988/12/7 長野 更埴市 不完全燃焼 0 2 0

調理作業中、体調不良となり、病院へ搬送。診断の結果、一酸化炭素中毒で
あった。事故当時８台の燃焼器が使用されており、２台ある換気扇は作動して
いなかった。

不明 不明 不明 LP 岡谷酸素株式会社

1988/12/7 奈良 橿原市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、石油ファンヒーターのスイッチを入れた際引火、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 大和住宅設備株式会社

1988/12/9 宮崎 都城市 漏えい着火 0 0 0

壁用ボックスガス栓にガスコンロをつなぎ使用していた。片づけをしている
際、ボックスガス栓側が開放状態で、器具側のゴムホースを外したため、ガス
が漏えいし、何らかの着火源に着火、爆発・火災となった模様。

ゴム管 不明 不明 LP 徳石石油店

1988/12/10 神奈川 茅ヶ崎市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロに点火後、寝てしまい起きた際タバコを吸おうと火を着けた瞬間爆
発・火災となった。原因は吹きこぼれによる立消えで、その際ガスが漏えいし
たためである。

レンジ 不明 GR-60S LP 相模チューボー株式会社

1988/12/10 愛知 岡崎市 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロを使用中、突然爆発・火災となった。原因は、ゴム管から器具のみ
が取り外されていたため、誤って末端ガス栓を開放し、漏えいしたガスが石油
ストーブの火に引火、爆発・火災となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 合資会社三宅商店

1988/12/11 静岡 富士市 漏えい着火 2 0 0
ガス漏えい爆発・火災が発生。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社トーシンホームガス

1988/12/12 奈良 奈良市 漏えい着火 0 0 3
何らかの原因でガスコンロからゴム管が抜けガスが漏えいした。その後タバコ
に火を着けようとしたところ爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 前田商店

1988/12/13 三重 上野市 ガス中毒 1 0 0

グリル付二口コンロのグリルのコックが全開で生ガスが放出しており、グリル
内には何もなく、コンロにやかんがかけてあったことから誤操作による中毒死
と思われる。

コンロ リンナイ RT-3GI-400 TG 上野都市ガス株式会社

1988/12/14 東京 品川区 不完全燃焼 1 0 0

開放式ストーブを機器に適合しないガスの供給地区で使用したため、不完全燃
焼を起こし、一酸化炭素が発生し中毒死。当該器具は被害者の実家から送られ
たものであり、器具コックを絞りながら使用していた。

ストーブ 日立熱器具 GVB-30A TG 東京ガス株式会社

1988/12/18 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、ガスコンロの点火操作を繰り返すうちに引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社松井商店

1988/12/18 広島 広島市 不完全燃焼 3 0 0

浴室内設置バランス型風呂釜が故障していたので、台所の開放式湯沸器(9，
500kcal/h)の出湯管にビニールホースを差し込み浴槽へ給湯し、長時間使用と
なったため、湯沸器が不完全燃焼を起こし一酸化炭素中毒死。換気扇は使用さ
れていなかった。

小型湯沸器 サンヨー GB-63 TG 広島ガス株式会社
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1988/12/19 茨城 三和町 漏えい着火 0 0 3
何らかの原因で漏れていたガスが石油ストーブに引火、爆発・火災となった。
詳細は不明。 コンロ 松下 JT3DH LP 茨城屋商店

1988/12/19 山梨 山梨市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに点火した後、しばらくしてタバコに火を着けようとしたところ爆
発した。 コンロ パロマ PA701 LP 山崎石油店

1988/12/20 大阪 堺市 漏えい着火 1 0 1
ガス漏えい爆発事故発生。詳細不明。

不明 不明 不明 LP 松原プロパン

1988/12/20 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜のバーナーに点火後、種火にしていたが、種火が消えたため、再点火し
たところ爆発した。 風呂釜 不明

HO-200G
（S48年頃設置）

LP 宮城商事有限会社

1988/12/20 徳島 徳島市 不完全燃焼 0 4 0

開放式湯沸器(8，100kcal/h)の上部排気口が油、ゴミ、その他の付着物で詰
まっており、そのため湯沸器が不完全燃焼をし、CO中毒事故に至ったものと思
われる。

小型湯沸器 パロマ
PH-4号2F
製造年:1981-1982年

TG 四国ガス株式会社

1988/12/23 大阪 忠岡町 漏えい着火 0 0 1
器具未接続のゴム管が接続された末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えい
し、ガスコンロに点火した際引火、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 梶野産業株式会社

1988/12/23 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0
石油ガスファンヒーターのスイッチを入れたところ、爆発した。事故当時爆発
した場所ではガスコンロを使用していたが、詳細は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社宮野商事

1988/12/24 熊本 泉村 漏えい着火 0 0 1

末端ガス栓接続のゴム管から湯沸器を外したが、機器のみ外しそのままの状態
にしていたため、後日、ガス栓を閉止しようと誤って開放、ガスが漏えいし、
引火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社喜下屋那須酒店

1988/12/26 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0
開放式ストーブを密閉状態の部屋で長時間使用したため、室内が酸欠状態にな
り不完全燃焼を起こしCO中毒死。 ストーブ 関東ガス器具 40-ｳﾙﾄﾗﾚｲA TG 東京ガス株式会社

1988/12/26 岐阜 岐阜市 漏えい着火 0 0 1

自然排気式風呂釜の排気筒トップ(排気筒の立ち上がりなし)に鳥の巣があった
ため、排ガスがバフラーよりあふれていた。また、給気口・換気口がなく、
窓・ドアともに閉止状態であり、本風呂釜には口火安全装置が付いていなかっ
たため、浴室内が酸欠状態となり立ち消えが生じたものと思われる。そこへ再
点火を行ったため、漏出した生ガスが引火し爆発。窓ガラス3枚が割れた。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GSU-1A
製造年:1971年1月

TG 岐阜ガス株式会社

1988/12/28 京都 京都市 漏えい着火 0 0 1
タバコを吸おうとライターに火を着けたところ爆発した。ガスコンロと末端ガ
ス栓とのゴム管の接続不良によるもと推定。 末端ガス栓 不明 不明 LP 松井商店

1988/12/28 岡山 岡山市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火しようとしたところ爆発した。詳細は不明。

不明 不明 PA-100K LP 備南ガス株式会社

1988/12/28 三重 鳥羽市 酸欠・その他 0 0 2
ガスコンロ（ボンベ付き）を窓を閉め切った状態で使用したため、酸欠状態と
なった。 コンロ 不明 不明 LP 杉原プロパン

1988/12/30 栃木 小山市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロ等の掃除際に、ヒューズガス栓が半開状態となったため、少量ずつ
ガスが漏えいし、石油ストーブの点火により着火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 小野口商事株式会社

1988/12/31 岩手 盛岡市 不完全燃焼 2 0 0

石油ストーブ・石油ファンヒーター（点火状態は不明）と湯沸器（燃焼中）が
あり、密閉された部屋であったため、相乗効果もあり換気不良となり、一酸化
炭素中毒となった模様。

小型湯沸器 松下
GW-525
（S51年型）

LP 光商事株式会社

1988/12/31 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロに点火したところ爆発した。詳細は不明（科捜研での調査結果で
は、３つの器具栓のうち、１つは閉栓跡が確認できなかったとのこと。）。 コンロ 東芝 PK-P375 LP 京浜石油株式会社

1988/12/31 新潟 能生町 漏えい着火 0 0 1
ストーブに接続された絹巻ホースがはずれ、そこから生ガスが漏れ蛍光灯のス
イッチにより爆発。被害者宅の2階天井、床等損壊。 ストーブ 不明 不明 TG 能生町

1989/1/1 東京 豊島区 漏えい着火 0 0 2

ストーブに接続されだ絹巻ラセン管がガス栓側で外れ、そこから漏出したガス
が電気冷蔵庫のサーモスタットのスパークにより引火爆発したものと思われ
る。当該室及び当該建物の全室が爆風により破損。近隣5建物の窓ガラス等が
破損。

ストーブ 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1989/1/2 長崎 小浜町 漏えい着火 0 0 4

旅館従業員が中間ガス栓をあけ２口ガス栓を使用していたが、事故時一方のガ
ス栓からガスコンロをはずしたにもかかわらず閉栓せず、一方のガス栓につな
がっているガスコンロに点火したところ、漏えいしていたガスに引火爆発し４
名が負傷した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 関燃料店

1989/1/2 福岡 大牟田市 漏えい着火 0 0 1
ガスレンジでうどんを煮ていたところ鍋がふきこぼれレンジの火が消え、ガス
が漏れていたので、器具栓を閉めようとしたとき爆発し、軽傷を負った。 コンロ 不明 TP3NR LP 中嶋燃料店

1989/1/3 岡山 成羽町 漏えい着火 0 0 1
湯沸器使用の際、未使用の末端ガス栓を開け、ガスが漏れ石油ストーブをつけ
ようとマッチをすったところ爆発し、１名が軽傷を負った。 末端ガス栓 不明 不明 LP 為永商店

1989/1/5 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 2

住民がガスコンロを使用する際に未使用の元栓を誤って開放したためガスが漏
えいし、石油ストーブに引火し、火はすぐ消し止めたが、２名が５日程度の火
傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 鳥居薪炭店

1989/1/6 福岡 行橋市 漏えい着火 0 0 1

台所のガスコンロを設置時に末端ガス栓とゴム管をホースバンドを使用して締
めずに接続したことから、緩み、その箇所からガスが漏れ、タバコの火を着け
たとたん爆発火災が発生し、１名が負傷した。

ゴム管 不明 不明 LP 村田商事株式会社

1989/1/6 兵庫 芦屋市 漏えい着火 0 0 0

居間の二口ガス栓を全開にし自殺を図ったが、死にきれずタバコを吸おうとし
たところ着火し爆発。当事者が負傷するとともに、当事者宅の居間の壁と窓ガ
ラス及び隣家の窓ガラスが損壊。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社
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1989/1/6 岡山 岡山市 ガス中毒 1 0 0

煮物をするために台所から寝室まで絹巻きゴム管を引き込み、一口コンロに鍋
をかけ器具栓を回し点火したつもりが点火せず、放出した生ガスによりCO中毒
死。

コンロ リンナイ R-1KN3 TG 岡山ガス株式会社

1989/1/8 大分 中津市 漏えい着火 0 0 2

台所の２口ガス栓コックの一方において燃焼器具が取り外されホースが付いた
ままになっていたが、一方のガス栓でガスコンロを使用するに当たって気付か
ずにガス栓を開け、ガスが漏れ、タバコに火を着けたところ爆発し、けが人が
発生した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 川合商店

1989/1/8 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

業務用２口コンロの片側の器具栓を開け、点火したが点火せずに、ガスが漏え
いし、被害者がタバコを吸おうとライターに火をつけたところ引火爆発し、重
傷を負った。

コンロ
(業務用)

オザキ 70K LP 稲田液化ガス株式会社

1989/1/8 愛知 名古屋市 不完全燃焼 0 2 0

風呂釜が故障していたため、台所の開放式湯沸器(8，450Kcal/h、元止式)から
ビニールホースで浴槽へ給湯して使用しており、換気扇を回さず長時間使用と
なったため湯沸器が不完全燃焼しCO中毒。

小型湯沸器 パロマ P1-85S-A TG 東邦ガス株式会社

1989/1/14 石川 鹿島町 漏えい着火 0 0 1
夜間にゴム管の風呂釜側の接続部が緩み、そこから漏れたガスが、朝方風呂場
の戸を開けたところ居間のストーブに引火し爆発し、住民が軽傷を負った。 ゴム管 不明 不明 LP 鳥屋町農業協同組合

1989/1/15 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 2

住民の友人がコンロで湯を沸かそうと誤って２口ガス栓の一方で未使用のホー
スがつながったままになっているガス栓を開にしたが、湯が沸かないので一方
のガス栓を開き、コンロを使用して湯を沸かした。その後居間でお茶を飲んで
いたとき、ガスの臭いがしたので、誤開放したガス栓を閉めたが、漏れたガス
が居間の石油ファンヒーターの火に引火爆発し２名が負傷した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 浅野商店

1989/1/15 埼玉 浦和市 漏えい着火 0 0 2

消費者が買って取り付けたガステーブル（リンナイ：５０００Ｂ）のホース差
し込みが不十分なために、少量のガスが漏れ、ストーブの火が引火し、爆発し
２名が負傷した。

ゴム管 不明 不明 LP 堀川産業株式会社

1989/1/15 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 0

ＢＯＸコック（ヒューズ機能無し）とゴムホースの接続付近のユニオン部から
ガスが漏れ、石油ストーブの火に引火・火災となった。消防の調査ではＢＯＸ
コック内のユニオン部が閉の状態では漏えいはないが、開の状態にすると漏れ
ることが判明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 近畿プロパン株式会社

1989/1/17 福岡 中間市 漏えい着火 0 0 1

自殺目的でコンロが接続されたゴム管を切断しガス栓を開放した。その後、帰
宅した子供が鍵のかかっていない窓から室内に入り、ガスを止めようとしてコ
ンロの器具栓(点火ボタン)を誤って点火操作したため爆発。

ゴム管 不明 不明 TG 中間ガス株式会社

1989/1/18 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 0

ゴムホースをストーブに接続し、ストーブをつけたまま入浴していたところガ
ス漏れ警報器が作動したので、風呂の窓を開けたとたん爆発した。ゴムホース
にはホースバンドがなく、ふすまを閉めたはずみで、ガス栓からホースが抜く
てガスが漏れ何らかの火に引火爆発したと思われる。

ゴム管 不明 不明 LP 播州ガス協業組合

1989/1/18 三重 阪南町 漏えい着火 0 0 2

被害者が木造２階建ての２階の部屋に設置していたガスファンヒーターの絹ま
きホース（ゴム管）に足を引っかけたことから、継手からガスが漏れ、ガス
ファンヒターの火に引火・火災となり、家屋を半焼し、住民２名が３週間の火
傷を負った。

ゴム管 不明 不明 LP 丸福住設

1989/1/19 長野 長野市 漏えい着火 0 0 0

２口コンロ（リンナイ：ＲＴＳ－２Ｋ）の一方の火の着きが悪いことから女性
が２口末端ガス栓の未使用部のコックを開けたり閉めたりしているうちに、ガ
ス栓から漏れたガスにコンロの火が引火し火災にいたり家屋が全焼した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 篠ノ井農業協同組合

1989/1/19 京都 舞鶴市 漏えい着火 0 0 0

午前中に母親が２口末端ガス栓（末端ガス栓）の一方についていたコンロ（パ
ロマ：ＰＡ－２５ＮＫ）をゴム管ごと末端ガス栓から外し、そのまま外出し
た。その後中学生の娘が末端ガス栓のゴム管が付いていない方を開放して点火
したが火がつかないので、もう一方を開きコンロに火をつけたところ、漏れて
いたガスに引火、火災となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 舞鶴小谷産業株式会社

1989/1/20 沖縄 那覇市 漏えい着火 0 0 0
供給開始時の空気抜き作業後、コンロから異常な音が聞こえたため、試しに点
火したところ爆発した。 コンロ 松下 NL-UZ2700I LP マルヰ産業株式会社

1989/1/23 奈良 奈良市 漏えい着火 0 0 2

婦人会の集まりで公民館で甘酒を温めるためコンロを使用する際、器具が未接
続でゴム管のみが接続されている未使用の末端ガス栓も同時に開放したことか
らガスが漏れ、コンロの火により引火、爆発し１名重傷、１名軽傷といなり、
公民館の一部焼損壊した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 奈良市農業協同組合

1989/1/24 埼玉 加須市 漏えい着火 0 0 1

留守をしていた家人（高齢）は日頃からガスコンロを留守中使用しないように
注意されていたが、事故時ガスコンロを使用しようと点火操作を繰り返すう
ち、ガスが漏れ、引火・火災に至り、当人は火傷を負い、家は全焼した。

コンロ リンナイ グリル付ガステーブル LP 有限会社不動岡プロパン

1989/1/24 東京 台東区 漏えい着火 0 0 1

ストーブに接続された絹巻ラセン管がガス栓側で外れ、漏出したガスに気付か
ないまま小型湯沸器を点火操作した時爆発。居室窓ガラス2枚及び台所回転窓1
枚破損、室内一部焼損。近隣被害なし。

ストーブ 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1989/1/25 島根 安来市 漏えい着火 0 0 1

おでん屋においてストーブ（Ｒ－１２２０ＣＭＳ－４０１）に点火したところ
漏えいしたガスに引火爆発し、飲食店主が軽傷を負い、民芸品や壁の一部、ス
トーブを焼損した。ゴム管にホースエンドがなかったことから、元栓とゴム管
との接続部からガスが漏れたと推定される。

ゴム管 不明 不明 LP 中国プロパン株式会社
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1989/1/25 新潟 小須戸町 漏えい着火 0 0 1

台所の掃除をするために、ストーブを移動した際、それに接続された絹巻ホー
スがストーブ側で外れ、ガスが漏出。その後、湯沸器を点火した時爆発。当事
者宅の天井、壁等が損壊。

ストーブ 不明 不明 TG 小須戸町

1989/1/26 福岡 北九州市 ガス中毒 0 1 0
泥酔状態で、お湯を沸かすためグリル付二口コンロを操作したが点火未確認の
まま寝込んだため、コンロの未着火により放出した生ガスでCO中毒。 コンロ パロマ PA-3GN TG 西部ガス株式会社

1989/1/27 青森 青森市 漏えい着火 0 0 2

販売店及びガスメーターメーカーの従業員が新装オープンのラーメン店の点検
時にガスコンロに点火したところ、エアー抜きが不十分であったことから、ガ
スが漏れガス爆発が発生し、軽傷を負い、ガラス戸等の破損があった。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社北斗燃料

1989/1/27 東京 府中市 漏えい着火 0 0 1

被害者が新しいコンロ（リンナイ：ＲＴ－１ＫＳ）に取り替えた際にゴム管の
接続が不十分であったことからガスが漏れ、台所の冷蔵庫か居間の石油ストー
ブが着火源となり爆発し、軽傷を負ったと思われる。

ゴム管 不明 不明 LP 武蔵品川流通株式会社

1989/1/27 愛知 田原町 漏えい着火 0 0 1

被害者がストーブに火をつけようとして、点火装置を操作したが、点火しない
ため何度も繰り返しているうちガスが漏えいし滞留した。そしてマッチで火を
つけようとマッチをすったところ着火爆発し、火災にいたり木造２階建ての家
屋を全焼し、隣も半焼し１名が軽傷を負った。

ストーブ 不明 不明 LP 田原商事株式会社

1989/1/29 大分 中津市 ガス中毒 1 2 0
一口コンロを使用した後、コンロをゴム管から取り外し押し入れにしまい、ゴ
ム管を装着したままガス栓を締めなかったため生ガスが漏出してCO中毒。 ガス栓 不明 不明 TG 中津市

1989/1/30 青森 弘前市 漏えい着火 0 0 1
消費者宅でガス爆発火災が起き、１名が重傷を負い、住宅を全壊した。ゴム管
が切断され、末端ガス栓及びガスコンロの器具栓も全開となっていた。 ゴム管 不明 不明 LP 石岡商店

1989/1/30 広島 音戸町 漏えい着火 0 0 2

町営アパートの３階の居間においてタバコに火を着けようとしたところ漏れて
いたガスに引火爆発した。被害者は逃げようとしてベランダから飛び降り重傷
を負い、訪れていた友人が軽い火傷を負った。近隣住民の話では、重傷を負っ
た被害者が自殺しようと風呂釜のゴムホースを切断したが、友人に止められ、
その後タバコに火を着けたとの情報がある。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社奥川商店

1989/1/30 鹿児島 和泊町 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロにかけたままのやかんから沸騰した水がこぼれてコンロの火が消
え、漏れたガスが台所に充満していたところに、冷蔵庫のサーモスタットが作
動した瞬間引火、爆発したものと思われ、家が全焼し、１名が軽度の熱傷を
負った。

コンロ 不明 不明 LP 中山プロパン

1989/1/31 静岡 浜松市 漏えい着火 0 0 2
風呂釜用のガスコック（ガス栓）が何らかの原因で亀裂が入り、少量づつガス
が漏えいし、ストーブの火に引火し、２名が軽傷を負った。 末端ガス栓 不明 不明 LP 松下石油株式会社

1989/1/31 富山 富山市 漏えい着火 0 0 1

被害者が外出する前に掃除をした際、誤ってストーブのスイッチに触れたこと
からガスが漏れ、外出から帰宅後、石油ストーブに点火したところ漏れたガス
に引火爆発し、全治１０日の火傷を負った。

ストーブ 松下 不明 LP 北酸株式会社

1989/2/1 東京 保谷市 不完全燃焼 2 2 0

５号湯沸器からゴムホースで浴槽に湯を導入していたところ、部屋が密閉状態
であり、換気扇も回っておらず、石油ストーブも付いていたことから一酸化炭
素中毒になり、子供２名が死亡し、夫婦が重症となった。

小型湯沸器 松下 W-53S LP 関根商店

1989/2/3 北海道 歌志内市 不完全燃焼 1 0 0

母親が湯沸器を使用していて意識を失い、気が付いたところ子供がソファーの
上でうつぶせになっており心音もないので救急車をよんだ。湯沸器の内部目詰
まるにより不完全燃焼となり一酸化炭素中毒となった。

小型湯沸器 松下 GW52BA LP 株式会社歌志内プロパン

1989/2/3 佐賀 江北町 漏えい着火 0 0 0
家屋の風呂場付近より出火、住宅２棟が全焼した。住人が午後５時頃ガス風呂
の火をつけていることから、風呂の空焚きが原因と思われる。 風呂釜 不明 不明 LP 江北プロパン

1989/2/3 北海道 札幌市 ガス中毒 0 1 0
何らかの原因でグリル付二口コンロの右側バーナーから生ガスが放出してお
り、CO中毒。 コンロ サンヨー GC-A6H TG 北海道ガス株式会社

1989/2/7 埼玉 三郷市 漏えい着火 0 0 4

事故時にガステーブルのコックが開いていたことから、レンジの使用誤りか煮
こぼれよりガス漏れが生じ、なんらかの火が引火したものと推定。爆発火災と
なり建物は全壊し、４名が負傷した。

コンロ パロマ PA-25NK LP 三郷市農業協同組合

1989/2/8 千葉 市川市 漏えい着火 0 0 1

何らかの原因により居間の壁埋込一口ガス栓から漏出したガスが電気器具のス
イッチの火花で引火爆発したものと思われる。当該住戸は室内が散乱し、その
他の7戸の窓ガラス10枚が破損。

ガス栓 不明 不明 TG 京葉ガス株式会社

1989/2/9 神奈川 横浜市 不完全燃焼 2 0 0

ガス漏れ警報器が鳴っていることから家主が部屋に入ってみると湯沸器の水が
出たままとなって、部屋で住民夫婦が亡くなっていた。換気扇は回っていな
かった。

小型湯沸器 サンヨー GB-C63 LP 若松屋商事株式会社

1989/2/9 奈良 香芝町 漏えい着火 0 0 1

コンロ（ターダ：ＳＧ－２０４）にてお茶を沸かすため未使用のガス栓を誤開
放、正しい元栓を開け直し、コンロに点火したところ爆発し１名が軽度の火傷
を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社大武

1989/2/9 神奈川 鎌倉市 漏えい着火 0 0 0

自殺を図ろうとして、ゴム管用ソケットを単体でガス栓に取り付け、10分位ガ
スを放出した後、タバコを吸おうとしてライターに火をつけたところ爆発。当
事者が軽傷を負うとともに、当事者宅の室内損傷、窓ガラス破損。階上室宅の
窓ガラス破損。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1989/2/9 長野 松本市 不完全燃焼 2 1 0

台所の換気扇を作動させないで、開放式湯沸器(9，600Kcal/h、元止式)を洗濯
機への給湯に長時間使用したため、湯沸器が不完全燃焼を起こし、その燃焼排
ガスによるCO中毒死及びCO中毒。

小型湯沸器 ナショナル
GW-5D(G)
製造年:1980年12月

TG 松本ガス株式会社
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1989/2/10 神奈川 茅ヶ崎市 漏えい着火 0 0 0
ゴム管とストーブ（リンナイ：Ｒ－４８０Ｐ）の差し込み部が外れてガスが漏
れ、冷蔵庫のサーモスタットの火花が引火、爆発、家屋の一部が破損した。 ゴム管 不明 不明 LP 信光実業株式会社

1989/2/13 北海道 江別市 ガス中毒 0 1 0
1階の住人が2台の一口コンロを全開にして自殺を図り、室内に充満した生ガス
が2階住人の居室に流入して1名がCO中毒。当事者は死亡。 コンロ 不明 不明 TG 旭川ガス株式会社

1989/2/14 北海道 士別市 漏えい着火 0 0 2

炊飯器につなぐゴム管がホースバンドが無く、自然に抜け落ちる状態であった
ことから自然に抜け落ちガスが漏れ、冷蔵庫のサーモスタットが着火源となり
爆発火災が発生し、爆風で隣の住民２名が軽傷を負った。 ゴム管 不明 不明 LP 斉藤金物店

1989/2/15 長崎 美津島町 漏えい着火 0 0 1
２口コンロで湯を沸かした後、タバコに火を着けたところ爆発し、建物の一部
を焼き、１名が軽傷を負った。本人の器具の操作ミスとみられる。 コンロ 不明 不明 LP 原田商店

1989/2/16 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 0

アパートの家主が空き部屋に入居予定があたので、点検するため、空き部屋の
まだ燃焼器につながっていないガス栓を開けたが、閉めるのを忘れたことから
ガスが漏えいし、何らかの着火源により爆発火災に至った。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社光ガス商会

1989/2/17 奈良 河合町 漏えい着火 0 0 1

ストーブを勤め先に持って行いくためゴム管をガス栓から外したが栓を閉める
のを忘れ、ガスが部屋中に充満、帰宅してライターに火を着けたところ爆発、
出火し重傷負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 岩倉商店

1989/2/17 兵庫 川西市 漏えい着火 0 0 0
迅速継手の付いたホースを何度も引き寄せて使用していた事から継手の取付部
に隙間が出来、ガス漏れとなり台所の一部が焼損した。 ゴム管 不明 不明 LP 奥村商店

1989/2/17 栃木 宇都宮市 漏えい着火 0 0 1

自殺をするため、ガス栓を開にしたままゴム管を外しガスを放出させ、その
後、電気こたつが着火源となり爆発した。当事者が重傷を負うと共に、当事者
を見に来た親戚の人が軽傷を負った。物損は障子が小火する程度。

ガス栓 不明 不明 LP 株式会社サイサン

1989/2/18 京都 京都市 漏えい着火 0 0 1
消費者が誤って未使用の末端ガス栓を開放し、炊飯器に点火したところ爆発し
１名が軽傷を負った。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社今井商店

1989/2/18 東京 品川区 漏えい着火 0 0 1

自殺を図ろうとして、ヒューズコックから二口コンロに接続されているゴム管
を切断し、ヒューズコックを半開にしてガスを噴出させ、その後タバコを吸お
うとして火をつけたところ爆発。当事者2名が負傷し、隣接のアパートの住人1
名が負傷した。また、当事者宅が大破したほか、近隣家屋の窓ガラス等破損。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1989/2/20 奈良 王寺町 漏えい着火 0 0 2

コンロを使用としたところ点火しないので、末端ガス栓が開いていないと思い
２口コックの未使用側を誤って開きガスが漏れ爆発火災、２名が軽傷を負っ
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 乾米穀燃料店

1989/2/21 宮崎 延岡市 ガス中毒 0 1 0

二口コンロの左側の器具栓が開の状態になっており、その上には何もなく右側
のコンロの上にやかんが置かれていたことから誤操作により放出した生ガスで
CO中毒。

コンロ リンナイ RX-200A TG 宮崎ガス株式会社

1989/2/22 愛知 岡崎市 漏えい着火 0 0 0

自殺するため床コック(ヒューズコック)を半開状態にして、石油ファンストー
ブを点火作動するようタイマーセットをして休んだ。半開状態で漏えいしたガ
スが石油ストーブの点火装置の作動により引火爆発。当事者が負傷。当該室が
全焼し、隣室等3宅でガラス窓が破損。

ガス栓 不明 不明 TG 岡崎ガス株式会社

1989/2/23 神奈川 茅ヶ崎市 漏えい着火 0 0 7

ガスコンロ（ダイエーＴ６０１）に火をつけお茶をのみ深夜テレビをみて、タ
バコに火をつけようとマッチに点火したら爆発火災となり７人が負傷した。事
故後２口コックの一方が半開の状態であった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 藤沢プロパンガス株式会社

1989/2/25 滋賀 大津市 不完全燃焼 2 0 0
気密性の高い部屋で、換気扇を回さずに開放式湯沸器(9,600Kcal/h、元止式)
を使用したため、湯沸器が不完全燃焼し、CO中毒死。 小型湯沸器 ナショナル

GW-5DV
製造年:1981年3月

TG 大津市

1989/2/28 茨城 総和町 漏えい着火 0 0 2
ガス漏えい爆発火災が発生し、建物が全焼した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社総和プロパン

1989/3/1 愛知 豊明市 漏えい着火 0 0 2

居酒屋の調理場で使用しなくなったコンロをとりはずし、未使用となった末端
ガス栓を誤って開け、別のコンロに点火したため漏えいしていたガスに引火爆
発し、２名が軽傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社池田商会

1989/3/1 広島 福山市 漏えい着火 1 0 0

コンロに接続されたゴム管が何らかの原因で切断され、漏えいした生ガスが室
内の電気器具等により引火し、爆発・火災となり、1名が焼死。当該室は全
焼。

ゴム管 不明 不明 TG 福山ガス株式会社

1989/3/5 福島 いわき市 漏えい着火 0 0 1

自宅兼飲食店の台所でコンロの末端ガス栓を閉止する際、半開きの状態にして
しまい、ガス漏れに気が付かず、他のガス器具２台にて調理している間に爆発
し、１名が軽傷を負った。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社緑屋酸素

1989/3/5 東京 中野区 漏えい着火 0 0 1
二口コンロの器具栓が開の状態のまま朝から放置したため室内に生ガスが充満
し、同日昼、コンロの点火操作をしたとき爆発。 コンロ リンナイ SN-026NU-3 TG 東京ガス株式会社

1989/3/6 岐阜 中津川市 漏えい着火 0 0 0
末端ガス栓の不完全閉止によりガスが漏れ、冷蔵庫のサーモスタットが着火源
となり爆発火災となり家屋が全焼した。 コンロ 不明 不明 LP 中津川プロパンガス株式会社

1989/3/6 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 4 0

強制排気式湯沸器(19，500Kcal/h)の排気扇を回さず(電気コンセントが差し込
まれていなかった。)使用し、排気ガスが室内にあふれたことと、ガスファン
ヒーターを使用していたため、湯沸器が不完全燃焼し、CO中毒になったものと
思われる。

大型湯沸器(FE式) 陽栄製作所 S10-S8 TG 北海道ガス株式会社
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1989/3/6 熊本 熊本市 不完全燃焼 2 1 0

浴室内に設置された自然排気式風呂釜の排気筒がすずめの巣により閉塞されて
いたため、燃焼排ガスの排気が妨げられて、風呂釜が不完全燃焼をおこし、入
浴中の被害者3名がCO中毒となり、死亡・中毒事故となった。

風呂釜(CF式) ノーリツ GSU-4R TG 西部ガス株式会社

1989/3/7 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1

コンロを使用中に末端ガス栓を操作したところ、つまみが外れたので手で押さ
えたら根元が折れ、ガスが漏えいしコンロの火に引火爆発火災となり、１名が
軽傷を負った。

末端ガス栓 桂精機製作所 1973年製 LP 札幌ほくさんプロパン株式会社

1989/3/8 大分 別府市 不完全燃焼 0 2 0

医院調理室において、排気フードにより排気するように設置された自然排気式
湯沸器(19，000Kcal/h)を、排気フードのスイッチを切ったまま使用していた
ため、湯沸器の近くで作業していた2名が帯留した排ガスにより軽いCO中毒と
なった。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-101M TG 大分ガス株式会社

1989/3/9 愛媛 伊方町 漏えい着火 0 0 2
コンロを使用中に立ち消えとなり、漏れたガスに石油ストーブの火が引火爆発
し、２名が軽傷を負った。 コンロ 不明 不明 LP ナカタ電器

1989/3/13 神奈川 相模湖町 漏えい着火 0 0 1

風呂釜を点火したあと立ち消えしたので、換気に努め、ガス栓も閉めて近寄
り、ガスが残っているか風呂釜の排気筒にライターの火を近づけたところ爆発
し、１名が重傷を負った。この風呂釜の点火装置のレバーが不良のため時々立
ち消えするとの負傷者の証言がある。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA205 LP 大房商会

1989/3/13 愛知 瀬戸市 漏えい着火 0 0 1
コンロの点火ミス、煮こぼれ又は立ち消えによりガスが漏れ、ストーブを点火
したところ爆発火災となり２棟が全焼し、１名が軽傷を負った。 コンロ 不明 不明 LP 株式会社角惣

1989/3/13 愛知 小牧市 漏えい着火 0 0 0
２口コックの末端ガス栓のうち未使用のガス栓を誤って開き、別のガス栓でコ
ンロに点火したところ漏れたガスに引火し爆発、全焼した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 篠岡農業協同組合

1989/3/16 栃木 宇都宮市 漏えい着火 0 0 1
事務所の台所に設置の１口コンロ用の末端ガス栓のグリス切れによって、ここ
よりガスが漏れ石油ストーブの火に引火爆発し、１名が軽傷を負った。 コンロ 不明 不明 LP 坂入商店

1989/3/16 千葉 千葉市 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器(8，400Kcal/h、元止式)を換気扇を回さずに使用し、長時間使用
状態となったため湯沸器が不完全燃焼しCO中毒死。 小型湯沸器 パロマ

PA-104CZ(U)
製造年:1980年9月

TG 東京ガス株式会社

1989/3/17 広島 福山市 不完全燃焼 2 1 0

台所に設置されていた強制排気式湯沸器(22，500Kcal/h、排気扇が接続されて
いる。)の排気筒が、居室の天井裏を通り屋外に出ていたが、外壁貫通部に取
り付けられていた防火ダンパーが閉止していたため、排気が阻害され、湯沸器
が不完全燃焼し、燃焼排ガスが排気筒接合部からあふれ居室に流入し、2人が
CO中毒死となり、上階の1人がCO中毒となった。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-12号A
製造年:1985年5月
排気扇PV-5

TG 福山ガス株式会社

1989/3/18 兵庫 尼崎市 漏えい着火 0 0 1
器具のコックを点火したつもりが、着火せず半開きのままガスが漏れ、タバコ
に火により爆発し１名が軽傷を負った。 コンロ 不明 不明 LP

株式会社ファミネット豊中配送セ
ンター

1989/3/19 千葉 君津市 不完全燃焼 4 0 0
屋内設置風呂釜の排気筒が外れ、ほとんどの排気が室内に入り、奥さんと子供
３人が一酸化炭素中毒で亡くなった。

排気筒
(風呂釜)

サンスター 不明 LP 君津農業協同組合

1989/3/22 熊本 益成町 漏えい着火 0 0 0
風呂を出る際に消火せずに風呂の水を抜き、風呂釜の空焚きとなり火災に至っ
た。 風呂釜 不明 不明 LP 赤井石油店

1989/3/26 滋賀 大津市 漏えい着火 0 0 1

寮の台所で、コンロに点火したところ爆発が起き火災となり１名が重傷を負っ
た。消費者の何らかのミスによりガス漏れが発生し、何らかの着火源により爆
発したものと考えられる。

不明 不明 不明 LP 上原成商事株式会社

1989/3/26 京都 京都市 漏えい着火 0 0 1

末端ガス栓を開け、コンロに点火したが火が付かないのでマッチで点火したと
ころ爆発し、軽傷を負った。２口コックの末端ガス栓のうち、未使用の末端ガ
ス栓を誤って開け、漏れたガスにマッチの火に引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 松岡電気ガス

1989/3/27 宮城 女川町 漏えい着火 0 0 1
風呂を沸かそうとボイラーのスイッチを繰り返し操作したところ着火爆発し、
１名が軽傷を負った。 風呂釜 不明 不明 LP 交拓社

1989/3/27 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 1

コンロを使用しようと末端ガス栓を操作したが点火しないので、ゴムホースを
末端ガス栓から抜いた。その後石油ストーブをつけていたところ末端ガス栓か
ら漏れていたガスが爆発し、１名が軽傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 梶川ガス

1989/3/28 長野 長野市 漏えい着火 0 0 1

スナックの経営者があまり使用しない焼き鳥調理用の燃焼器具をゴム管を切断
して取り外したが、事故時誤って２口コックの未使用末端ガス栓を開けてしま
い、ガス漏れ警報器が鳴った。このため窓をあけ換気し、しばらくして試験的
にガスコンロの点火したところ爆発し、経営者が軽傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP とや燃料店

1989/3/28 長野 東部町 漏えい着火 0 0 0
飲食店において、ガステーブルの器具栓が約３０度開きガスがもれ、他の燃焼
器具の種火に引火、爆発火災となった。 コンロ 不明 不明 LP 株式会社サイサン

1989/3/29 広島 尾道市 漏えい着火 0 0 0
飲食店において、断熱フードがない木製吊り戸棚に湯沸器を設置したため、熱
により壁が燃え、台所の一部が燃えた。 小型湯沸器 パロマ PH-5-3F LP 備後忠燃株式会社

1989/3/30 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 1

屋外で使用する肉焼き用の燃焼器を点火するに当たって、７箇所のバーナーを
点火棒で順次点火すべきところ、慣れからいっぺんに点火しようとして漏れた
ガスが着火、１名が軽傷を負った。

コンロ 不明 不明 LP 不明

1989/3/30 三重 四日市 漏えい着火 0 0 1
奥さんが燃焼器を外したのを知らずに夫がその末端ガス栓を誤って開いた後外
出し、帰宅後風呂釜を点火したところ爆発し、１名が重傷を負った。 末端ガス栓 不明 不明 LP ミヤマ燃設商会
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1989/4/2 富山 高岡市 漏えい着火 0 0 1

アパートの一室で帰宅した被害者がタバコに火をつけたところ爆発火災が発生
した。事故後の調査の結果、コンロのコックが開いていた。コンロのコックが
開いた原因は調査中。

コンロ 不明 不明 LP マルタン株式会社

1989/4/3 千葉 鎌ヶ谷市 漏えい着火 1 0 4

アパートの一室においてガスが漏れ何らかの火源で着火・爆発し、火災となっ
た。その部屋が全焼、その部屋の奥さんが死亡し、上階の住民４名が軽傷を
負った。居間の末端ガス栓が開の状態になっていた（ゴムホースは付いていな
い。）。

不明 不明 不明 LP 帝石プロパンガス株式会社

1989/4/3 佐賀 鳥栖市 漏えい着火 0 0 1
コンロの元栓が完全に止まっていなかったため、ガスが充満している事に気が
付かずコンロに着火して爆発、重傷を負った。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社轟木武次商店

1989/4/7 北海道 北見市 不完全燃焼 2 0 0

強制排気式の瞬間湯沸器にてシャワーを浴びていたところ女性が一酸化炭素中
毒で死亡し、同室にいた男性も意識不明の重症となり後日死亡した。原因につ
いては警察にて調査中。また事故後4月12日に警察立会のもと配管等の気密試
験を実施したが、異常はなかった。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-81F LP 株式会社道東アポロ興発

1989/4/7 茨城 勝田市 漏えい着火 0 0 0

ガス栓とふろバーナーを接続するゴム管に洗濯機がのったため、その震動でゴ
ム管に亀裂が生じ、漏れたガスが運転中の洗濯機のスパークにより引火し、爆
発。浴室の天井、壁及びガラス2枚が破損。

ゴム管 不明 不明 LP 東部液化石油株式会社

1989/4/9 北海道 紋別市 漏えい着火 0 0 1

市営住宅で漏れたガスが爆発し１名が軽傷を負い、室内が全焼した。居間でタ
バコを吸うため火をつけたら爆発したと、被害者は警察の調べに対し証言して
いるが、あいまいで原因がよくわからない。

不明 不明 不明 LP 西川産業株式会社

1989/4/9 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 1
２口コックの末端ガス栓のうち未使用のガス栓を誤って開き、漏れたガスに石
油ストーブの火が引火し爆発、全焼し、重傷を負った。 末端ガス栓 不明 不明 LP 合資会社竹本商会

1989/4/13 千葉 船橋市 漏えい着火 0 0 1

被害者（現場監督）が建設現場事務所の湯沸器を都市ガス用であったことから
自ら取替え、コンロ用のヒューズガス栓に新しくＬＰガス用湯沸器を設置し
た。事故時都市ガス用の湯沸器を取り外したガス栓につながっていた低圧ホー
スのネジコックを被害者が誤って開き、漏れたガスがなんらかの着火源により
爆発し、事務所を全焼させ、被害者は重傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 京葉液化ガス株式会社

1989/4/13 埼玉 所沢市 漏えい着火 0 0 0
新聞営業所台所の２口コック誤操作によって元栓が開状態になりガスが放出さ
れ、漏えい爆発火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社金子幸助商店

1989/4/14 広島 呉市 ガス中毒 2 0 0

台所の二ロガス栓のうち、器具が接続されていないゴム管の付いた(炊飯器が
取りはずされたままとなっていた。)側のガス栓を誤開放したため、放出した
生ガスによりCO中毒死。

ガス栓 不明 不明 TG 広島ガス株式会社

1989/4/16 千葉 市川市 漏えい着火 0 0 0
何らかの原因で漏れたガスに着火し爆発・火災となった見られる。

不明 不明 不明 LP 中台商店

1989/4/17 長野 箕輪町 漏えい着火 0 0 1

前入居者が事業者には連絡なしに退居した。その後、現入居者が事業者には連
絡なしに入居し、しばらくガスは使用せずに生活していたが、事故当日湯を沸
かすためメーターコックを開き、コンロに点火したとたん爆発した。風呂場の
器具の付いていないガス栓が開になったままの状態でメーターコックを開にし
たことによりガスが放出していたものと思われる。サッシ2枚及び入口ドアの
破損。

ガス栓 不明 不明 LP 箕輪町農業協同組合

1989/4/20 茨城 下館市 漏えい着火 0 0 1
コンロに火をつけたまま、眠ってしまい、目がさめて風呂に入ろうとして石油
風呂釜にマッチで点火したところ爆発し火災となって１名軽傷を負った。 コンロ 不明 不明 LP 増田商店

1989/4/20 沖縄 沖縄市 漏えい着火 0 0 1
コンロの火が消えたので、ゴム管を末端ガス栓から外して点検した。その後コ
ンロを点火したところ爆発し、１名軽傷を負った。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社セーフガス

1989/4/20 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 0

木造集合住宅の2階5室のうち、中央の室で爆発が発生し、同室は屋根が吹き飛
び全焼し、両隣が半焼した。当該室の住人がガス栓を開放して自殺を図ったも
のと推定。

ガス栓 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

1989/4/21 長野 上田市 漏えい着火 0 0 0

ガス風呂に点火したまま、別室で寝込んでした、気づいて風呂場に行ったら浴
室の壁、天井が燃えており、火災となった。風呂の空焚きにより過熱で壁が燃
えたみられる。

風呂釜 不明 不明 LP 塩田農業協同組合

1989/4/22 島根 東出雲町 漏えい着火 0 0 1

台所のガス漏れ警報器が鳴っていたので、ガスを外に放出させ、警報器の音が
小さくなったのでコンロを点火したところ爆発し、重傷を負った。コンロのゴ
ム管にはネズミがかじったような跡があった。

ゴム管 不明 不明 LP 東出雲町農業協同組合

1989/4/23 北海道 阿寒町 漏えい着火 0 0 2

食堂で主人が６箇所ある末端ガス栓を全て開放したが、一箇所はゴムホースが
付いているだけで燃焼器具は接続されていなかった。このため末端ガス栓から
もれたガスがタバコの火に引火し爆発し、２名が負傷した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社阿寒燃料

1989/4/23 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓（ヒューズ機能なし）を誤って開放し、コンロを点火した
際に引火爆発した。コンロが破損し、窓ガラスが２枚破損した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 長神金物有限会社

1989/4/24 北海道 富良野市 漏えい着火 0 0 1

オーブン式ガスコンロの下のゴムホースがネズミにかじられた穴が１０箇所あ
り、この部分からガスが漏れ、炊飯器に点火したところ爆発し台所の一部を焼
き、１名が軽傷を負った。

ゴム管 不明 不明 LP 岩沢石油株式会社

1989/4/25 大阪 富田林市 漏えい着火 0 0 2

アパートの一室で２口コックのうちゴムホース付きコックの方（器具未接続）
が半開きになっており、そこからガスが漏れ、何かの原因で引火爆発し、２名
が負傷した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 久保燃料店
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1989/4/25 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 0

自殺を図ろうとして、台所の湯沸器を取り外し湯沸器用のガス栓に水道ホース
(約5m)を結び、居間にガスを放出し、その後湯を沸かすためにコンロに着火し
たところ爆発。当事者が負傷するとともに、当事者宅の窓ガラス、外壁等が破
損し、近隣の住宅5戸の窓ガラス21枚が破損。

ガス栓 不明 不明 TG 京葉ガス株式会社

1989/4/26 長野 佐久市 漏えい着火 0 0 2

飲食店において、中間コックの開閉のみで使用していたが、未使用のガス栓の
閉止状態が悪く、中間コックを開いたときその箇所からガスが漏れ、炭火コン
ロの火に引火し爆発し、２名が軽傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山屋物産株式会社

1989/4/26 茨城 江戸崎町 漏えい着火 0 0 1

未使用の末端ガス栓にゴム管のみが接続されており、燃焼器具が接続されてい
なかった。被害者が誤ってそのガス栓を開いた後、コンロを点火したところ爆
発し、軽傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 江戸崎ガス株式会社

1989/4/26 福岡 北九州市 不完全燃焼 1 1 0

酒酔いの状態で夜帰宅し、二次排気筒が設置されていない自然排気式湯沸器に
より風呂に給湯中寝込んでしまったため長時間使用状態になり、燃焼排ガスが
室内に充満し、湯沸器が不完全燃焼し、CO中毒死。翌日午後妻が帰宅し、警察
へ通報後CO中毒で倒れた。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-6号F
製造年:1978年7月

TG 西部ガス株式会社

1989/4/29 青森 八戸市 漏えい着火 1 0 0
被害者が酒に酔った状態でガスコンロの点火操作を繰り返していたところ、漏
れたガスにより引火し衣服が火に燃え移り全身火傷で死亡したと推定される。 コンロ 不明 不明 LP カメイ株式会社

1989/4/29 愛知 江南市 漏えい着火 0 0 3
お祭りの露天のコンロの火によってゴムホースが焼損し、ガスが漏れ引火火災
となった。テント３店舗分が焼け、３名が軽傷を負った。 ゴム管 不明 不明 LP 尾形商店

1989/4/29 三重 白山町 漏えい着火 0 0 1

被害者がガスコンロにつけてあったゴム管に足を引っかけて外したことに気が
付かず、その後タバコを吸うためにマッチに火をつけたところ爆発し、軽傷を
負った。ゴム管が接続されていた末端ガス栓にはヒューズ機能はなく、ゴム管
の留め金も外していた。

ゴム管 不明 不明 LP 竹田プロパン

1989/4/29 福岡 福岡市 不完全燃焼 0 3 0

飲食店において、営業準備中に業務用ダクト換気扇を使用しないで自然排気式
湯沸器と業務用釜を使用したため、店舗内に燃焼排ガスが充満し湯沸器が不完
全燃焼をし、従業員3名がCO中毒。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-6号F
製造年:1989年2月

TG 西部ガス株式会社

1989/4/30 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 3

アパートの一室でガス爆発火災が発生し、３室が全壊、３名が負傷した。爆発
のあった部屋には燃焼器具はガスコンロのみであり、末端ガス栓は２個あっ
た。事故後の検証でコンロのスイッチ４個のうち１個が開いた状態で、また末
端ガス栓は２個とも開の状態であった。ガス漏れ警報器が設置されていたが、
電源コンセントが外されていた。

不明 リンナイ RTS-3AB LP 別宮燃商株式会社

1989/4/30 北海道 浦河町 漏えい着火 0 0 0
コンロをつけようと点火操作を何度か繰り返したが、点かないのでマッチで点
火しようとしたところ、漏れたガスに引火し、爆発した。 コンロ リンナイ RTS-1N LP にちねん商事株式会社

1989/5/2 北海道 岩見沢市 漏えい着火 0 0 2

居酒屋で未使用の末端ガス栓を誤開放し、ガス漏れ警報器がなったので、店主
が容器の元栓を閉めに行ったが間に合わず、何らかの着火源に引火して爆発、
２名が負傷した。（ヒューズ機能なし）

末端ガス栓 不明 不明 LP 北海道石油ガス株式会社

1989/5/2 愛知 小牧市 漏えい着火 0 0 1

三口コンロの器具栓を開にし、点火していないのに長時間押し続け、再点火操
作したとき爆発。事故後、県警科学捜査研究所で調査の結果、立消え安全装置
の機能は正常であった。ガラス、窓枠及びドアの一部損傷と天井の一部焼失。

コンロ 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

1989/5/5 千葉 銚子市 漏えい着火 0 0 1
被害者が自分でガス炊飯器を外して、未使用にしていた末端ガス栓を外出する
際に誤って開放し、仏壇の火をつけようとして爆発し、軽傷を負った。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社根本商店

1989/5/5 三重 鳥羽市 漏えい着火 0 0 1

被害者が未使用の末端ガス栓を誤って開放し、ガスが漏えい。コンロが点火し
ないのでマッチにて点火したところ引火爆発し、軽傷を負い、台所の窓ガラス
や家財道具等が破損した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社中村松兵衛商店

1989/5/7 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 1

二口コックの片側の末端ガス栓を風呂釜と湯沸器を差し替えて使っていたが、
風呂釜用に使用する際、ゴム管をしっかり先入れなかったことからガスが漏
れ、タバコにライターで火をつけようとしたところ爆発し、軽傷を負った。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社城進燃料

1989/5/9 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 0

作業員詰所が夜中にガス爆発を起こすとともに炎上した。当時従業員は詰所に
は１人もいなかった。警察、消防の調査において、現在のところ不明である
が、同詰所の台所かのガスコンロ（リンナイ：Ｒ－１ＫＳ）付近からガスが漏
れ、何らかの着火源により爆発したものと推定される。

不明 不明 不明 LP 日通商事株式会社

1989/5/9 千葉 船橋市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロに火をつけようとしたところ、点火しなかったので、器具栓をあけ
たまま（約１０～２０秒）ライターで点火したところ、漏れていたガスに引火
して、上部に火が拡がり、台所の壁を焦がした。

コンロ リンナイ KG-12 LP 有限会社山崎燃料店

1989/5/9 京都 八木町 漏えい着火 0 0 3
ストーブか１口コンロのゴム管からガスがもれ、タバコの火に引火爆発、３名
が負傷した。ゴム管の接続不良と思われる。 ゴム管 不明 不明 LP 八木和燃料店

1989/5/12 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を誤って半開状態にしていたことからガスが漏れ、何らか
の着火源で爆発火災となり全焼した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 住商第一石油ガス株式会社

1989/5/15 青森 上北町 漏えい着火 0 0 0
炊飯器に点火後、器具コック口付近のゴム管の亀裂からガスが漏れ、炊飯器の
火に引火し、柱を伝って２階に火が上がり全焼した。 ゴム管 不明 不明 LP 小嶋商事合名会社

1989/5/16 神奈川 三浦市 漏えい着火 0 0 1
被害者が２口コックの未使用側の末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火し
たところ漏れたガスに引火し、軽傷を負った。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社山崎プロパン中沢商会
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1989/5/16 長野 上田市 漏えい着火 0 0 0
共同浴槽の排水栓を確実に閉めなかったことから風呂の空焚きとなり火災と
なった。 風呂釜 不明 不明 LP 株式会社城南ガス設備

1989/5/17 長野 野沢温泉村 漏えい着火 0 0 1

夕方、食事の準備のためガスレンジに点火したとたん爆発した。本人は一人暮
しで、Ａさんが子供を連れて食事の用意に来てくれたが、子供が台所で遊んで
いてレンジの器具栓を開けたのではないかと思われる。台所の窓ガラスが割れ
落ちた。

コンロ 不明 不明 LP 野沢温泉村農業協同組合

1989/5/21 兵庫 神戸市 漏えい着火 1 0 2
事務所にて湯沸器に点火したところ爆発、事務所は全焼し、３名が死傷した。
ガス漏れ箇所は不明。 不明 不明 不明 LP 阿部商店

1989/5/22 福岡 久留米市 漏えい着火 0 0 2
子供がコンロで湯を沸かそうとして点火したところ爆発し、子供とその祖父が
負傷した。 不明 不明 不明 LP 協業組合アイコーホームサービス

1989/5/24 群馬 玉村町 漏えい着火 0 0 1

夕食を取りうたた寝をし、その後タバコに火をつけたところ爆発し、重傷を
負った。夕食をつくるとき使用したガスコンロの栓の不完全閉止によるものと
思われる。事故後の検証でガスコンロの栓が「止」の位置から少しずれてい
た。

コンロ サンヨー GC-A2M LP 飯塚商店

1989/5/26 秋田 鹿角市 漏えい着火 0 0 0

コンロにてやかんで湯を沸かし、沸いた湯をポットにいれ、空になったやかん
をそのまま火がついているコンロにかけたままその場を離れた。３０分経って
気が付いたら火が天井まで伝わり全焼した。

コンロ 不明 R-3GID LP 株式会社畠山力蔵商店

1989/5/28 広島 広島市 漏えい着火 0 0 4
クッキングテーブルのゴム管が外れ、ガスが漏れガスコンロに点火したところ
引火し爆発、４人が負傷した。 ゴム管 不明 不明 LP 長神金物有限会社

1989/5/30 群馬 前橋市 漏えい着火 0 0 1

ガス切れで風呂釜が立ち消えとなり、販売店の店員が容器交換したが、誤って
ガス漏れを起こし、住民が風呂釜を再点火した際、引火爆発し、１名軽傷を
負った。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 風呂バーナー LP 有限会社広田屋

1989/5/31 愛知 稲沢市 漏えい着火 0 0 0
アパートの一室で住民が水が入っていないことに気が付かないまま風呂を炊い
たことから火災となりアパートの４部屋を焼いた。 風呂釜 不明 不明 LP 株式会社千代田殖産園

1989/5/31 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 2

前夜、台所のガス栓を閉める際、2個あるガス栓(二ロガス栓ではない)のうち
先端にガス機器が取り付けられていないゴム管(約6m)が接続されたガス栓を
誤って開にしたため生ガスが放出され、翌朝、蛍光灯のスイッチのひもを引い
たところ爆発。本人が重度の火傷を負い、向いの建物の住人がガラスの破片に
よって軽傷を負った。本建物は、当該宅が内部損傷、2戸の内部が一部損傷
し、同建物外壁が一部剥離した。近隣の建物は5軒が一部損傷。

ガス栓 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

1989/6/1 兵庫 東条町 漏えい着火 0 0 1
コンロの器具栓が完全に閉まっておらず、末端ガス栓も開いていたことからガ
スがもれ、冷蔵庫の火花で爆発し、ガラスの破片で軽傷を負った。 コンロ 松下 GT-3A2L LP 株式会社藤原住設

1989/6/2 青森 青森市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を誤って開いたことから、ガスが漏れ何らかの火源により
爆発し、家屋が全焼した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社奥谷燃料店

1989/6/3 東京 青梅市 漏えい着火 0 0 1
被害者はコンロをガス栓にゴム管にて取り付けたが、接続不十分のためガスが
漏れ、ライターの火に引火、爆発し１名が軽傷を負い、住宅を半壊した。 ゴム管 不明 不明 LP 岩崎燃料株式会社

1989/6/5 富山 宇奈月町 漏えい着火 0 0 1

湯沸器を設置していた板がはずれ、その際にゴム管が外れ、ガスが漏れてい
た。被害者が板を直そうとしたとき誤って湯沸器点火スイッチに触れたことか
ら爆発し、軽傷を負った。ガラス戸が破損した。

湯沸器
ゴム管

不明 不明 LP 宇奈月日通プロパン販売所

1989/6/5 静岡 浜松市 ガス中毒 0 1 0
オーブン付四口コンロにやかんをかけたまま忘れ、お湯の吹きこぼれにより立
消えし、放出した生ガスによりCO中毒。 コンロ ターダ LR-400 TG 中部ガス株式会社

1989/6/6 千葉 柏市 漏えい着火 0 0 0
２口コックの未使用末端ガス栓を誤って開放し、ガスが漏えいガスレンジの点
火と同時に引火し流し台を焼損した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 田中農業協同組合

1989/6/12 茨城 高萩市 漏えい着火 2 0 0
アパートの一室において、未使用の末端ガス栓の誤開放によりガスが漏れ、何
らかの着火源により爆発、一室が焼損壊し２名が死亡した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 丸正電気商会

1989/6/13 北海道 滝上市 漏えい着火 0 0 2
点火したつもりのコンロに火がついていないのに気がつき、再度点火したとこ
ろ爆発した。２名が軽傷を負い、台所の壁を焦がした。 コンロ パロマ RT-3G LP 滝上農業協同組合

1989/6/14 和歌山 野上町 漏えい着火 0 0 0
ゴム管を切ってコンロを取り外し、未使用となった末端ガス栓を誤って開けガ
スが漏れ、冷蔵庫の火花により爆発し天井、壁一部破損した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社井関商店

1989/6/17 新潟 新潟市 漏えい着火 0 0 0
事務所にある２口コンロを同時に点火したが、片側は点火されないのに気が付
かず、そのままその場を離れたことから火災にいたり、事務所が半焼した。 コンロ 不明 不明 LP カネコ産業株式会社

1989/6/17 京都 宮津市 漏えい着火 0 0 1

従業員寮で被害者がタバコを吸うために火をつけたところ漏れていたガスが爆
発し、重傷を負い、従業員寮は全焼した。湯沸器に接続していたゴム管が切断
されていた。

ゴム管 不明 不明 LP みどりガス株式会社

1989/6/20 鹿児島 吹上町 漏えい着火 0 0 1

建築途中の家で設備作業中、設備会社の者が台所の魚焼き器に点火したところ
爆発し、軽傷を負った。調査の結果、魚焼き器のパッキン不良によりガスが漏
れたことが判明した。パッキン不良が納入経路のどの段階で発生したか特定で
きなかったので原因者は不明とした。

コンロ リンナイ RBG30A2-11 LP 有限会社下野石油店

1989/6/21 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
点火したと思ったガステーブルに火がついていないのに気がつき、再点火した
ところ炎が上がり部屋のカーテンが燃え、１名軽傷を負った。 コンロ サンヨー GC-M33 LP 有限会社吉田燃料店
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1989/6/22 奈良 広陵町 漏えい着火 0 0 1

被害者が風呂が沸いたので、本火と種火を消したが、追い炊きしようと種火を
みると、消したはずが立消え状態であったことから換気し再度点火したところ
滞留していたガスが爆発し経書を負った。

風呂釜 不明 不明 LP 治田燃料店

1989/6/25 広島 呉市 漏えい着火 0 0 2

２階建ての共同住宅で一階の住民がガス臭いので外を見回ったが異常がなかっ
た。その後２階が爆発し、母子が重傷を負い住宅が半壊した。２階には２口コ
ンロと元止式湯沸器があったがコックは閉止状態であった。

不明 不明 不明 LP 呉食料企業組合

1989/6/26 埼玉 川口市 漏えい着火 1 0 0

コンロの立消え又は閉止弁等の不完全閉止により漏れたガスにタバコを吸うた
めに点けたライターの火に引火爆発住宅が全焼し、１名が死亡した。（１週間
後に死亡）

不明 不明 不明 LP 南平商会

1989/6/28 石川 穴水町 漏えい着火 0 0 0
貸別荘で入居者が未使用の末端ガス栓を誤開放し、漏れたガスにコンロの火が
引火し、台所の天井を焼いた。 末端ガス栓 不明 不明 LP 日通プロパン田畑商店

1989/7/2 埼玉 与野市 漏えい着火 0 0 3

アパートの一室で被害者が自分で取り付けた２口コンロのゴム管が接続不良に
よりガス漏れし、何らかの火により爆発し３名が負傷し、部屋は全焼し、ア
パートが半壊した。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社鶴見商店

1989/7/3 北海道 札幌市 漏えい着火 1 0 5

中間ガス栓を誰かが開いたことから末端ガス栓のない１階倉庫に放出され、冷
蔵庫か何かの火花により爆発し、２階に住んでいた２戸の住民の６名が死傷
し、建物は全壊した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 札幌マルヰ株式会社

1989/7/7 和歌山 和歌山市 漏えい着火 1 0 3

居酒屋で経営者が誤って未使用の末端ガス栓を開放し、漏れたガスに客がつけ
たライターの火に引火爆発し、経営者が死亡、客３名が重傷を負った。
（ヒューズ機能無し）

末端ガス栓 不明 不明 LP 鳥居燃料店

1989/7/10 三重 桑名市 不完全燃焼 0 2 0
台所の窓を閉め切った状態で、クーラーを入れ瞬間湯沸器を使用していて母子
２名が一酸化中毒となった。 小型湯沸器 パロマ PH-5号ⅡAB LP 株式会社蛭川本店

1989/7/10 香川 琴南町 漏えい着火 0 0 1

コンロの弁が老朽化により閉まらなくなり、前夜元栓を開いたままにしていた
ことから、ガスが少量漏れだし、消費者が朝コンロにマッチで点火したところ
爆発し、軽傷を負い、家屋は全壊した。

コンロ パロマ PC-2NP LP 上川商店

1989/7/11 千葉 長南町 不完全燃焼 3 0 0

５号小型（開放式）湯沸器からゴムホースで浴槽内へ給湯していたと推定さ
れ、換気扇は使用不能の状態であり、居間の窓が約１０ｃｍ空いていたが換気
不良の状態であったこと、またコック半開で使用していたことから一酸化炭素
中毒で母子３名が亡くなった。

小型湯沸器 松下 GW520 LP 株式会社門倉石油

1989/7/11 茨城 つくば市 漏えい着火 0 0 0
飲食店の閉店時コックを閉じるところを誤って未使用側のコックを開いたこと
からガス漏れし、何らかの火により爆発火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社沢辺商店

1989/7/12 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1

消費者がゴム管を自分で外して、再度接続する際接続不十分となりガスが漏
れ、何らかの火により爆発し、消費者の家族が軽傷を負い、窓が一部破損し
た。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社ほくねん

1989/7/12 北海道 名寄市 漏えい着火 0 0 3
朝起きて被害者がタバコを吸うためライターで火をつけたところ爆発、３名が
重傷を負い、家屋が全焼した。詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 株式会社ホクタン

1989/7/13 広島 広島市 ガス中毒 0 1 0
一口コンロの点火ミスにより生ガスが放出しCO中毒。

コンロ リンナイ RT-1KS TG 広島ガス株式会社

1989/7/16 三重 四日市市 漏えい着火 0 0 2
風呂場のガスコックを開いたが、５分後に種火のついていないのを確認し、そ
の後点火したところ爆発し、２名が軽傷を負った。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 P-20 LP 株式会社マルエイ

1989/7/16 千葉 大網白里町 不完全燃焼 0 1 0

風呂釜が故障していたので、台所に設置されている開放式湯沸器(9，
600Kcal/h、元止式)から浴槽へ換気扇を使用せずに給湯し、そのまま寝込んだ
ため長時間使用となりCO中毒。

小型湯沸器 ナショナル
GW-525(G)-(A)
製造年:1975年10月

TG 大網白里町

1989/7/17 北海道 留寿都村 漏えい着火 0 0 1

被害者がグリルに点火しようと数回試みた際、ガスが漏えいし、点火した際に
爆発し軽傷を負い、紙など燃えやすいものがあり火のまわりが早く家屋が全焼
した。

コンロ 不明 不明 LP 留寿都農業協同組合

1989/7/17 埼玉 上里町 漏えい着火 0 0 0
２口コンロを使用中誤ってゴム管のついたまま燃焼器具の接続されていない末
端ガス栓を開けてしまい、引火したがすぐ消火器で消し止めた。 末端ガス栓 不明 不明 LP 上里町農業協同組合

1989/7/20 北海道 美唄市 漏えい着火 0 0 1

被害者が室内中間ガス栓をあけたとき、２口末端ガス栓の片側は開放状態にし
て未使用であったことからガスが漏れ、反対側の３口コンロを点火して爆発、
台所などが焼け、重傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 岩石綜合物産株式会社

1989/7/20 長野 駒ヶ根市 漏えい着火 0 0 1
台所のガスレンジのホースがネズミにかじれて穴があき、ガス漏れして何らか
の火により爆発し、店長が軽傷を負い、台所の窓ガラスが破損した。 ゴム管 不明 不明 LP 吉沢燃料店

1989/7/21 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 2

飲食店において台所のコンロのゴム管の接続部分からガスが漏れ、冷蔵庫の火
花か湯沸器の種火により引火し爆発、飲食店の内部焼損と店の前に駐車しよう
としていた車に乗っていた子供２人が頭に軽い怪我をした。

ゴム管 不明 不明 LP 札幌アポロ石油株式会社

1989/7/21 鹿児島 垂水市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火をしたが、確認せずに台所に行きお茶を沸かそうとした。しばら
くして、浴槽に行ったら火が点いていなかったため、再度点火したところ爆発
した。

風呂釜 昭和ボイラー 不明 LP 鹿屋ガス株式会社

57



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1989/7/22 長野 白馬村 漏えい着火 0 0 1

被害者が居間でタバコをつけようとしたところ漏えいしていたガスに引火し、
居間のカーペットが焼損し、重傷を負った。ガスは末端ガス栓か点火スイッチ
が押したままであったことからガステーブル（リンナイ：ＲＴＳ－３ＡＨ－
Ａ）から漏れたと推定されるが事故後の調査では正常に機能していることから
不明である。

不明 不明 不明 LP 信光石油株式会社

1989/7/22 福岡 大牟田市 漏えい着火 1 0 1

事故直後の状態ではガス炊飯器側ケミカルホースが安全ジョイント部より外れ
ていることから、そこよりガスが漏れ、何らかの着火源により爆発、１名が死
亡、１名が軽傷を負った。

ケミカルホース
(金属線入り塩ビ強化ホー
ス)

不明 不明 LP 坂口米屋

1989/7/24 和歌山 吉備町 漏えい着火 0 0 1

コンロの栓が開の状態から立ち消え等によりガスが漏れ、タバコを吸おうとし
たライターの火で爆発、家屋は全焼となった。なお、原因の確定にはまだ至っ
ていない。

不明 不明 不明 LP 山崎プロパン店

1989/7/25 千葉 佐原市 漏えい着火 0 0 2
ネズミにゴム管がかじられ穴が空き、ここから漏れたガスがコンロを点火した
とき爆発し２名が負傷し、家屋は全壊した。 ゴム管 不明 不明 LP 佐原ガス株式会社

1989/7/25 愛媛 三崎町 漏えい着火 0 0 1
被害者がガス風呂に点火したが、点火していないことに気が付き、再点火した
際、爆燃して軽傷を負った。 風呂釜 ヤマハ TA-245 LP 愛媛山崎町農業協同組合

1989/7/26 新潟 見附市 漏えい着火 0 0 0
飲食店でゴムホースがネズミにかじられ穴が空き、そこからガスが漏れ、冷蔵
庫の火花に引火して爆発し、店内出入口戸など破損した。 ゴム管 不明 不明 LP 大和商事株式会社

1989/7/30 神奈川 平塚市 漏えい着火 0 0 3

喫茶店のガステーブルに接続していた塩ビ管が劣化していたのでビニールテー
プにて補強していたが十分ではなく、またガス栓が半開状態になっていたこと
から塩ビ管のひび割れ部からガスがもれ、店主がコンロに点火したとき爆発
し、３名が負傷した。またビル３階が全壊した。

塩ビ管 不明 不明 LP 新神奈川石油ガス株式会社

1989/8/1 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 1

消費者が、ガスの火が着きづらいため、末端ガス栓を色々といじり、２口コッ
クの未使用側を誤開放し、不完全閉止の状態で出かけた。帰宅後、ガスの臭い
がしたため台所と奥の部屋の窓を開けた後にタバコに火を点けたら爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 日東燃料工業株式会社

1989/8/2 埼玉 寄居町 漏えい着火 0 0 0
コンロを外して未使用の末端ガス栓を誤って開放し、漏れたガスにコンロの火
が引火爆発し、建物の一部破損。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社大谷久商店

1989/8/2 千葉 鴨川市 漏えい着火 0 0 0
未使用のガス栓を誤開放の後、もう一方のコックを開けてガスコンロに火を点
けたところ、ゴムホースより噴出していたガスに着火・コンロ台を焦がした。 末端ガス栓 不明 不明 LP 鴨川農業協同組合

1989/8/3 北海道 伊達市 漏えい着火 0 0 1
点検者が風呂釜のバーナーを修理し、取り付ける際に点火点検を行ったとこ
ろ、爆燃し軽傷を負い、壁の一部が焼けた。 風呂釜 不明 HB56B LP 伊達ほくさんプロパン株式会社

1989/8/3 秋田 能代市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火したが、着火せずガス漏れした。その後、被害者はガス漏れに気
付き、ガス栓を閉め、再びガス栓を開け、点火したところ爆発し、軽傷を負っ
た。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-204 LP 株式会社越前谷商店

1989/8/3 大分 大分市 漏えい着火 0 0 1

２口コックの一方には２口コンロ、もう一方にはゴムホースのみが接続されて
いた。同居していない親類が食事の用意をしに来た際に知らずに未使用側の
コックを解放の後、もう一方を開きコンロに点火したところ爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社安部信男商店

1989/8/3 福島 郡山市 不完全燃焼 0 4 0
美容院において、冷房中の室内で換気扇を回さずに開放式湯沸器(9，
650Kcal/h、元止式)を長時間使用したため不完全燃焼し、CO中毒。 小型湯沸器 パロマ

PH5-3F
製造年:1986年3月

TG 東部ガス株式会社

1989/8/4 鳥取 米子市 漏えい着火 0 0 4

２口コックの一方にはゴムホースのみが接続されており、末端ガス栓を閉める
つもりが誤って開いてしまい、気付かないでいるうちに、電気製品のコードが
ショートし着火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 米子ガス株式会社

1989/8/5 青森 むつ市 漏えい着火 0 0 0
中学生が未使用の末端ガス栓を誤って開け、台所付近を焼損した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 菊池燃料店

1989/8/6 静岡 浜松市 漏えい着火 0 0 0
２口コックの未使用の末端ガス栓を誤開放し、一方のコンロに火をつけ引火、
台所の一部を焼損した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 高林商店

1989/8/11 千葉 八千代市 漏えい着火 0 0 2

当事者が、ガスの臭いがするのでフライヤーの器具の下をのぞき込んだとこ
ろ、突然爆発した。事故時、ガス臭いとの事であったが、ガス漏れ警報器は設
置されていたが、鳴動してはいなかった。事故後の調査によると配管の漏えい
は認められず、消防・警察によると、消費者の器具等の操作ミスではないかと
考えられている。

不明 不明 不明 LP フジ高圧株式会社

1989/8/15 愛知 豊田市 漏えい着火 0 0 2

厨房にある業務用レンジ（コック５ヶ所が並列配置）を使用するため２ヶ所の
コックを開き、料理用だし鍋をかけて客席で知人と話していた。約３０分後に
未使用・未点火の燃焼器から漏えいしていたガスに引火爆発した。

コンロ タニコー TGT-150A LP 合資会社米治商店

1989/8/15 愛媛 伊予市 漏えい着火 0 0 2

妻が２口コンロの片方で魚をとろ火で焼いていた。魚を焼き終わってコックを
閉めた後、台所で食事をしていた夫と息子の飯台の下から火が噴き出し火傷を
負った。詳細は不明。

コンロ リンナイ KGS33 LP 伊予農業協同組合

1989/8/16 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1
風呂のバーナーに点火しようと数回操作したが点火しなかったため、しばらく
して再び点火操作を行ったところ、漏れていたガスに急激に着火した。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 稲田液化ガス株式会社

1989/8/16 三重 上野市 漏えい着火 0 0 1

５ｍ程のゴムホースを使用し、隣室で一口コンロで焼き肉をしていた。終了
後、一口コンロを閉にしたつもりが、開になっており気付かずに外出した。帰
宅後、テレビのスイッチを入れた途端に爆発した。

コンロ リンナイ RTS-1N LP 上野ガス株式会社
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1989/8/19 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0

屋外設置の風呂用ボイラーを追い炊きしようと外に出てマッチで点火しようと
した際に爆発。バーナーが旧式で安全装置（立ち消え）がついておらず、ま
た、風雨による立ち消えを防ぐためにバーナーをﾌﾞﾛｯｸで囲っているため、器
具栓が開の状態で漏れたガスが滞留、マッチの火に着火爆発した。

風呂釜 不明 SA-SG1-31 LP 広島市農業協同組合

1989/8/19 山口 岩国市 漏えい着火 0 0 1

ショッピングセンターの調理室に設置されているフライヤーのバーナーが何ら
かの原因で立ち消えをおこし、隣接する燃焼器具の火に着火爆発を起こした。
事故後、配管等の気密試験を行った結果、漏えいは確認されなかった。また、
フライヤーで同様の燃料試験を行ったところ、立ち消えを起こした事から自動
温度調整器の設定不良と推定。

フライヤー
(業務用)

不明 F-82-B LP 岩洋商事株式会社

1989/8/21 奈良 三郷町 漏えい着火 1 0 4

4階の住戸において、二ロガス栓の末端器具のないゴム管が接続された側が開
放され、その後別の人が帰りコンロを点火しようとしたところ爆発、2階の住
戸においても爆発した。漏れたガスがパイプダクトを通じ2階の住戸のダクト
内に溜り、誘爆したものと考えられる。2階の住人のうち妻が死亡し夫が負傷
した。4階の同居者3人も負傷。爆発によりそれぞれの住戸で内部破損。

ガス栓 不明 不明 LP 三郷共同ガス瀬川

1989/8/25 三重 久居市 漏えい着火 0 0 1
ネズミにゴム管がかじられ穴が空き、ここから漏れたガスがタオル蒸し器（発
生場所は理髪店）に点火するためにマッチを点火したところ、引火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP ダイヤ燃商株式会社

1989/8/28 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 2
美容院で未使用の末端ガス栓を経営者が誤って開き、ガスが漏れ、翌日朝タバ
コを吸おうとライターに火をつけ引火爆発２名が負傷し、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 嶺岸油脂店

1989/8/29 滋賀 大津市 漏えい着火 0 0 2

焼物器にてガス使用後、コックは開の状態のままで器具栓を閉にして放置。事
故当日、ゴムホースにつまづき、器具のホースエンドよりゴム管が抜け、ガス
が放出状態のまま寝込み、寝起きにタバコに火をつけた際に爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社京プロ

1989/8/30 石川 加賀市 漏えい着火 1 0 0

朝食の用意中に台所でガス爆発し、妻が死亡した。事故後、気密試験を実施し
たところ、末端ガス栓のツマミ部のみ漏えいすることから、ここから漏れたガ
スに引火し爆発したと考えられる。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社北陸ガス

1989/8/31 北海道 札幌市 ガス中毒 1 0 0
飲酒して帰宅後、湯を沸かすためグリル付二口コンロに点火したつもりが未着
火であったため生ガスが放出しCO中毒死。 コンロ パロマ PA-35NK TG 北海道ガス株式会社

1989/9/5 千葉 袖ヶ浦町 漏えい着火 0 0 1

入浴後に閉止されていた風呂釜のバーナーコックを誤開放。数時間後、ガス臭
い事に気付き換気を行ったが不十分であった。風呂釜のバーナーを点火しよう
としたところ爆発した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 吉野プロパン

1989/9/6 三重 大王町 漏えい着火 0 0 1

やかんをかけ点火したところコンロ上部の棚からまな板がゴムホースの上に落
下し、コンロの火が消えた。ガスが漏洩していることに気付かずに引き続き点
火したところ漏れていたガスに点火し引火爆発した。

コンロ 日立 CHG30M LP 東海菱英石油株式会社

1989/9/7 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを使用した後、末端ガス栓を閉めていない事に気付き、閉止をした
つもりが誤って閉止している方を開にしてしまいガスが放出。しばらくして、
居間でタバコを吸おうとライターに点火したところ、引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 貴船商事株式会社

1989/9/8 高知 東洋町 漏えい着火 1 0 0
コンロを使用した後、末端ガス栓を閉止したつもりが誤って閉止している方を
開にしてしまい、数時間後ガスコンロを点火したところ爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 木村ガス店

1989/9/9 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0
器具に接続されていないコックが何らかの原因で開放状態になり、漏洩ガスが
自動販売機のサーモスタットのスパークにより着火 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社奥村商会

1989/9/10 岐阜 岐阜市 不完全燃焼 2 0 0
台所に設置されていた排気筒不良(口径縮小、風圧帯内、高さ不足)の自然排気
式湯沸器(22，500Kcal/h)を長時間使用したため不完全燃焼しCO中毒死。 大型湯沸器(CF式) パロマ PH-12 TG 岐阜ガス株式会社

1989/9/12 岡山 奈義町 漏えい着火 0 0 1

被害者が寝ていたところ爆発した。元栓コックが半開きの状態であり、漏洩し
たガスが冷蔵庫のサーモスタットのスパークで引火し爆発した。なお、被害者
は度々元栓に足をおき寝ていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 奈義町農業協同組合

1989/9/13 岐阜 岐阜市 漏えい着火 0 0 1
器具が接続されていないコックを誤開放し、漏洩したガスにコンロの火が着火
した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 岐阜液化燃料株式会社

1989/9/13 熊本 産山村 漏えい着火 0 0 3

ガスコンロの点火ツマミを廻し、４・５分くらい他の事に気を取られ、気が付
いてみると火が点いていないので再度点火スイッチを廻したところ漏洩ガスに
引火した。

コンロ サンヨー 不明 LP フルキ石油株式会社

1989/9/20 岩手 石鳥谷町 漏えい着火 0 0 0

コンロを鍋にかけたが点火しないため、スイッチを入れたまま元栓を開けに離
れた。再度コンロにスイッチを入れたところ漏洩したガスに引火。消火しよう
と足もとのマットを使用したところガスコンロ左側に置いてあった油鍋に引火
し、燃え広がった。

コンロ リンナイ R-3GI LP 浦田燃料株式会社

1989/9/20 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1
体調の悪い妻の代わりに夫が台所に立ったが、不慣れであったため器具が接続
されていないコックを誤開放しガスが漏洩。コンロの火に引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 横浜農業協同組合

1989/9/21 宮崎 宮崎市 ガス中毒 1 1 0

台所にある二ロガス栓の一方(片方のガス栓はコンロに接続されている。)にゴ
ム管(4m)でつながれたストーブを取り外した際、誤って当該ゴム管が接続され
たガス栓を開の状態としたため、生ガスが漏出してCO中毒死及びCO中毒。

ガス栓 不明 不明 TG 宮崎ガス株式会社

1989/9/22 鳥取 八東町 漏えい着火 0 0 3
器具が接続されていないコックを誤開放してしまい、しばらくした後、タバコ
を吸おうとライターに点火したところ、漏れていたガスに引火し爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 八東町農業協同組合
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1989/9/23 東京 葛飾区 漏えい着火 0 0 2

自殺を図り、二口コンロのゴム管を器具側で外し、放出されたガスが何らかの
着火源により爆発。ヒューズコックに接続されたゴム管からの放出であるが
コックの開度は不明。当事者が重傷を負い、第3者2名が軽傷を負った。当該室
の窓ガラス及びドア破損、近隣でガラス4枚破損及びドアにゆがみができる被
害があった。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1989/9/24 静岡 静岡市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の経年劣化による点火不良状態の中で着火未確認によりガスが漏れ、再
度点火操作した時のスパークにより爆発。 風呂釜 ノーリツ NRGSYIM LP 漆畑正吾商店

1989/9/25 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 4

冷蔵庫を新たに購入し１口コック配管の近くに設置。ガス警報器の鳴動音と思
われる異常音が鳴ったが電気店からは「新しい冷蔵庫には異常音が当初するも
の」との説明を受けた。爆発直前に帰宅しガスの臭いと警報器音に気付きボン
ベの元栓を閉め、窓を開けて電話機に向かう途中に爆発した。事故原因は不
明。

不明 不明 不明 LP 札幌アポロ石油株式会社

1989/9/25 大分 大分市 漏えい着火 0 0 0

販売店員が、入居準備のための点検を行っていたところ、部屋には施錠がして
いるため入れなかったため外部の中間コックを開け、約１時間後に点火操作し
た途端に爆発した。室内にはゴム管だけが接続されている末端ガス栓があり、
開の状態になっていたため漏洩し続けた。

中間ガス栓
末端ガス栓

不明 不明 LP 有限会社鈴木商店

1989/9/26 山形 鶴岡市 酸欠・その他 0 0 2
２口コックの片方が開いていた。ガスコックからの漏洩と思われるがコック開
放の原因については不明。 不明 不明 不明 LP 鶴岡市農業協同組合

1989/9/27 兵庫 高砂市 漏えい着火 0 0 2

母が帰宅したところ、ガスの臭いを感じた。娘は台所で寝ていた。危険を感じ
た母は扇風機でガスを外に排出しようとし、扇風機を低速から高速に切り替え
た際に引火し全焼した。

不明 不明 不明 LP 岡本商店

1989/9/28 長野 諏訪市 漏えい着火 0 0 1
風呂のバーナーに点火したが、点火状態を確認せず、３０分後に点火していな
い事に気付き再度点火したところ漏れていたガスにより爆発した。 風呂釜 ヤマハ 不明 LP サンリン株式会社

1989/9/30 秋田 能代市 漏えい着火 0 0 1

調理人が回転釜を点火しようとしたが点火手順を誤った（種火を点けてからメ
インバーナーを点けるところをメインバーナーを先に点けてから種火を点け
た）ため、突然火を噴いた。

回転釜 日調 DGK-60N LP 株式会社山二

1989/9/30 秋田 田沢湖町 漏えい着火 0 0 1

風呂を沸かすため火を点けたが着火を確認していなかった。着火の確認をして
いないことを思い出し、確認したところ点火していなかった。ガス臭がしたの
で換気を行ったが不十分であった。再度点火したところ爆発した。

風呂釜 不明 不明 LP 株式会社田沢モータース

1989/10/1 北海道 函館市 漏えい着火 0 0 3

供給開始時点検を実施中、ヒューズコックを半開きにしてガスを屋内に放出し
ながらガス置換をを行っていたため、コンロを点火した際に爆発・火災が発
生。
なお、工事施工業者から支給された中圧用調整器を取り付けたため、一般家庭
用コンロでは出口圧力が高すぎて点火しにくくなり、それに気付かなかった点
検員が、点火しないのはガス点検が終了していないためと思い、室内でガスを
放出するという不適切な処理を行った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 函館ほくさんプロパン株式会社

1989/10/1 岩手 大船渡市 漏えい着火 0 0 3

台所のガスコンロ根元付近のゴム管にネズミが食いちぎったと思われる穴が開
いており、漏洩したガスが部屋に充満。居間にいた被害者の１人がタバコに火
をつけようとしたところ、引火爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社石川ガス

1989/10/2 岩手 一関市 漏えい着火 0 0 0

台所のガスコンロ根元付近のゴム管にネズミが食いちぎったと思われる穴が開
いており、漏洩したガスが部屋に充満。冷蔵庫のサーモスタットにより引火爆
発。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社オギノ興産

1989/10/2 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 1

末端ガス栓が開放状態であったのを気付かずにメーターコックを開にしてしま
い、漏洩している状態でタバコに火を点けようとした際に爆発・火災に至っ
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 日東物産株式会社

1989/10/2 宮崎 延岡市 漏えい着火 0 0 0
点火した風呂釜の火が何らかの原因で立ち消えを起こし、流れ出したガスに何
らかの火が引火し爆発を起こした。着火源は不明 風呂釜(バーナー、CF式) 世田谷製作所 CF式ふろがま LP 山本プロパンガス店

1989/10/5 埼玉 春日部市 漏えい着火 0 0 1

突然プロパンガスが爆発し出火・炎上した。現場では、特に２口コンロ付近の
損傷が著しいが原因は不明。なお、当事者は１０日後に死亡。警察によると自
殺未遂経歴があるとのこと。

不明 不明 不明 LP 藤本酸素株式会社

1989/10/6 新潟 見附市 漏えい着火 0 0 1
器具接続のないコックを誤開放したことから、湯沸器に点火したところ爆発し
た。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社辺見商会

1989/10/9 兵庫 八千代町 漏えい着火 0 0 0

応接間で赤飯を蒸し、終了後コック（ストーブ用コック）を閉めたが、元コッ
クが半開きになっていたため漏れたガスが応接間から流れ風呂場の種火に着火
し火災となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 藤田石油店

1989/10/9 大阪 門真市 漏えい着火 0 0 1

朝４時、開店準備のためガスの元コック２箇所を開いて湯沸器を点火した。朝
７時４０分頃一口コンロに点火したところガス爆発を起こした。原因は、器具
コックが半開きになっていたためにガスが漏洩し他のコンロの火が引火し爆発
した。

コンロ 不明 不明 LP 大丸工業株式会社

1989/10/10 沖縄 沖縄市 漏えい着火 0 0 1

居酒屋の従業員がガスコンロのコックをひねった途端に爆発した。
２つのＹコック間をゴム管で連結していたが、中間付近が鋭利な刃物で切断さ
れた痕跡があった。

ゴム管 リンナイ RGK62-10 LP 有限会社吉田電気ガス
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1989/10/11 北海道 小清水町 漏えい着火 0 0 1
器具の接続されていないコックを誤開放し、漏洩したガスが冷蔵庫のサーモス
タットのスパークにより引火し爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社中島商店

1989/10/11 和歌山 白浜町 漏えい着火 0 0 0

閉店準備を行い外出した後に爆発が起きた。二重コンロのバーナーに点火して
いた火が立ち消えしてガスが漏れ滞留し、冷蔵庫のサーモスタット起動時の火
花で着火爆発を起こした。

コンロ 不明 不明 LP 藤島オートガス

1989/10/16 神奈川 厚木市 漏えい着火 0 0 1
当事者が入浴中に風呂釜バーナーに点火するため、点火操作を繰り返すうちに
漏れたガスに着火、爆発に至った。 風呂釜 ノーリツ NR-4UR LP 厚木市農業協同組合

1989/10/17 北海道 苫小牧市 漏えい着火 0 0 0

豚肉を焼き、取り出した際にガスコンロのロースターに火が点いた状態であっ
たため、肉から落ちた油に火が点いた。消火しようとしたが、火が消えなかっ
たためコンロを外に出そうと元栓を閉止し低圧ホースを切断した。しかし、閉
めた元栓は湯沸器のもので、コンロ側は開いており漏洩したガスがロースター
の火に引火し燃え広がった。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社苫小牧プロパン

1989/10/17 長野 佐久市 漏えい着火 0 0 1

やかんをガスコンロに乗せ点火したところ、ちょうど電話があり着火を確認せ
ずにその場を離れた。電話の後、やかんの事を忘れ眠ってしまい、起きた後、
再び湯を沸かすためにコンロを点火したところ、部屋内に充満していたガスに
着火し爆発・火災に至った。

コンロ 不明 不明 LP 長野日石ガス株式会社

1989/10/19 兵庫 洲本市 漏えい着火 0 0 1
早朝にシャワーを浴びるためバランス風呂釜に点火し湯を出した瞬間、爆発し
た。バランス風呂釜を分解したが原因は不明。 風呂釜 ノーリツ GBSQ8B LP 山中ガス

1989/10/20 愛媛 松山市 ガス中毒 1 0 0
一口コンロに接続されているゴム管がなんらかの原因で焼け、そこにボールペ
ンの芯程の小穴があき、漏れた生ガスによりCO中毒死。 ゴム管 不明 不明 TG 四国ガス株式会社

1989/10/21 大阪 泉佐野市 漏えい着火 0 0 2

事故当日、台所の外壁工事を行うため、元栓を閉めてコックからガス栓を抜い
た。作業が終わりゴム管を戻したが、出入の魚屋からガス臭いと言われ確認す
るとゴム栓の差込が不十分であった。窓を開けて換気をしたが、床に滞留した
ガスを追い出すまではしなかった。しばらくして、タバコに火を点けようとし
た際に爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 大雄石油ガス

1989/10/23 熊本 城南町 漏えい着火 0 0 0

コンロのツマミが開の状態であったことから、台所のコンロの火が立消えを起
こし、ガスが漏洩。近くにあったガス炊飯器の保温バーナーの火により着火し
火災になった。

コンロ パロマ 35NK LP 下益城北農業協同組合

1989/10/24 静岡 沼津市 漏えい着火 1 0 0

起床した被害者が石油ストーブに点火したところ、漏えいしていたガスに引
火、爆発した。ガスコンロ用ゴムホースにネズミにかじられた穴があり、これ
によりガスが漏洩したものと思われる。

ゴム管 松下 GT3A2L LP 有限会社杉山丑雄商店

1989/10/25 埼玉 越谷市 漏えい着火 0 0 0
居住者（外人）が風呂を空焚きしポリバスの一部を焦がした。なお、風呂には
過熱防止装置が付いていなかった。 風呂釜 不明 不明 LP 藤本酸素株式会社

1989/10/25 埼玉 上里町 漏えい着火 0 0 0

魚を焼こうとグリルに点火したが、そのことを忘れ外出してしまい、それによ
りコンロが加熱しホースエンドが溶けてゴムホースからガスが周りに燃え移り
内壁及び天井を焦がした。

ゴム管 リンナイ RTS-3ASB LP 上武プロパン店

1989/10/25 青森 八戸市 漏えい着火 0 0 0
点火操作を繰り返すうちに種火用のガスが漏洩滞留したガスに燃焼器具の火が
着火し火災が発生した。 風呂釜 ノーリツ GS-2 LP 株式会社東酸

1989/10/26 奈良 生駒市 漏えい着火 0 0 1
器具の接続されていないコックを誤開放したため、点火していた２口コンロに
引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 藤尾住設店

1989/10/27 長崎 長崎市 漏えい着火 0 0 1

爆発音とともに出火。アパートが全焼し女性１人が重症を負った。その後の調
査ではガスの流量が数時間で月の１００倍程度であり自殺の可能性もあるが原
因は不明。

不明 不明 不明 LP 丸菱住宅設備機器株式会社

1989/10/27 奈良 御所市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロで調理中、コンロの火が消えたため、再度ライターの火で点火しよ
うとしたところ爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 葛城ガス住宅機器株式会社

1989/10/30 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

被害者（１３歳）が、風呂のバーナーに点火しようと数回操作したが点火しな
かったため紙くずに火を点けて点火しようとしたところ、漏れていたガスに着
火爆発した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 205UFA LP 合資会社増田精米店

1989/10/30 鹿児島 吾平町 漏えい着火 0 0 1
ガス炊飯器を自動点火しようとしたが点火しなかったためマッチをすったとこ
ろ、漏れていたガスに引火し近くの新聞紙などに燃え移った。 炊飯器 不明 PR2号K LP 肝付吾平町農業協同組合

1989/10/30 千葉 山田町 漏えい着火 0 0 0
末端ガス栓から一口コンロに至るゴム管の一部をネズミにより損傷しＬＰガス
が漏洩。テレビのスイッチを入れ間もなく爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 斉藤商店

1989/10/31 北海道 帯広市 ガス中毒 2 0 0
二口コンロの点火ミスにより生ガスが放出しCO中毒死。

コンロ ナショナル GT-3A2L TG 帯広ガス株式会社

1989/11/2 神奈川 海老名市 不完全燃焼 1 0 0
風呂釜の排気筒に雀が巣を作っており、このため排気不十分なことから不完全
燃焼をおこしＣＯ中毒死に至った。

排気筒
(風呂釜：バーナー)

世田谷製作所 TA-205 LP 厚木ガス株式会社

1989/11/4 鹿児島 大口市 漏えい着火 0 0 0
器具が接続されていないコックを誤開放し、ガス漏れとなりコンロの火が引火
した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 大口ガス株式会社

1989/11/5 福島 郡山市 漏えい着火 0 0 1
セタガヤガスバーナー点火ミスにより再点火すると漏洩ガスに着火・爆発し
た。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-201 LP 株式会社山一ガス
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1989/11/7 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 1

台所付近で爆発が発生し、当事者宅を全焼、隣接する民家２棟を破損した。
末端ガス栓、ゴムホース棟が燃損しているため、ガス漏れの原因・箇所等は不
明。

不明 不明 不明 LP 東亜ガス商事株式会社

1989/11/7 京都 京都市 漏えい着火 0 0 1
器具栓を開けた状態で屋外の元栓を開けに行った。昼食後、バーナーに点火し
ていない事に気付き再点火したところ、充満していたガスに着火、爆発した。 風呂釜 不明 不明 LP 吉田ガスサービス株式会社

1989/11/8 大阪 摂津市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの火が消えたことに長い間気付かず、その後コンロに点火したた
め、引火爆発した。 コンロ 不明 TC-020 LP 大阪マルヰガス株式会社

1989/11/8 奈良 王寺町 漏えい着火 0 0 2
器具が接続されていないコックを誤開放し、ガスが充満。何らかしらに引火し
爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 酒田燃料店

1989/11/9 和歌山 串本町 漏えい着火 0 0 0

屋外で使用していたガス炊飯器（パロマ：PR-100）を屋内台所へ被害者本人が
移動した。その際、ゴムホースを包丁で切断しガス栓と炊飯器を接続させた
が、充分に接続していなかったため、ガス漏れが発生し炊飯器の種火にも引火
した。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社谷口商店

1989/11/11 北海道 岩見沢市 漏えい着火 0 0 1

ゴムホースがネズミにより欠損し、ガスが漏洩しているのに気付かず、被害者
が石炭ストーブに火を点けるためたき付けに着火し石炭を取りに行こうと立ち
上がったとき爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社ほくえい

1989/11/11 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 0

卓上コンロを居間のコタツの上に置き、普段使用していない壁コックと接続、
使用しようとしたがエアー入っていたため点火しなかった。栓を閉めずにゴム
ホースを抜いたところガスが噴出。慌ててゴムホースを差し込みコンロに点火
しようとマッチに火を点けたところ、漏洩ガスに引火し室内にあった新聞紙に
引火した。消火しようとしたところゴムホースに足をかけゴムホースが抜けた
ため、屋外にあるボンベの元バルブを閉めに外に出たが、火が燃え広がり一歩
も中に入る事は出ずに建物は全焼した。

ゴム管 不明 不明 LP 富士産業株式会社

1989/11/14 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 4

台所のガステーブル（松下：GT-302）に接続されていたゴムホースをネズミが
かじったため、ガスが漏洩し、居間で使用していた石油ストーブの火から引火
爆発・火災に至った。

ゴム管 不明 不明 LP 滝本交易株式会社

1989/11/14 兵庫 西淡町 漏えい着火 0 0 0

２口コックの一方からゴムホースをひき、鍋物をしようとして点火したが、着
火しないので元コックを閉めずにゴムホースを引き抜いたため、ガスが漏洩、
もう一方のコックに接続されていたコンロの火により着火し火災となった。

ゴム管 不明 不明 LP 来馬ガス有限会社

1989/11/15 沖縄 宜野湾市 漏えい着火 0 0 1
夜中にラーメンを食べるためにガスコンロを使用。その後、外出し酔って帰
宅、タバコに火を点けたところ爆発した。 コンロ パロマ PA21FH LP 宜野湾市農業協同組合

1989/11/16 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 0

ストーブに接続するゴムホースに出かけ間際につまずき、それによりゴムホー
スが末端ガス栓から外れてガスが流出しそれに何らかの原因により着火し爆発
した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 佐藤興産株式会社

1989/11/20 福岡 苅田町 漏えい着火 0 0 1

消費者が勝手に閉止弁のホース口よりゴム管を取り外し、焼き肉コンロと湯沸
器を随時使用していたが、何らかの取扱不良でガスが漏洩、爆発・火災となっ
た。

不明 不明 不明 LP 九栄商会

1989/11/21 愛知 扶桑町 漏えい着火 0 0 1

食事の用意をするためガスコンロに点火し、隣室の居間で２～３０分寝た後、
タバコを吸おうとライターに火をつけたところ、ガスコンロの火が点いておら
ず漏れたガスに引火爆発した。

コンロ 不明 R-3GN LP 愛知マルヰ株式会社

1989/11/22 群馬 伊勢崎市 漏えい着火 0 0 1
自分で購入・取付したガスコンロのホースが何かのはずみで緩みガスが漏れ
た。 ゴム管 不明 不明 LP 中島プロパン

1989/11/22 岡山 笠岡市 漏えい着火 0 0 0
ゴム管がひび割れており、漏洩したガスに、仏壇に供えるための団子を作るた
めに、ガスコンロに鍋をかけ点火つまみを廻したところ、着火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 山本商店

1989/11/23 熊本 水俣市 不完全燃焼 4 1 0

風呂に給湯するため、湯沸器を点火したらしいが、ススが溜まっていたため不
完全燃焼を起こし、排気筒が設置されていなかったため、台所の窓は開けて使
用していたが、室内が狭く十分な換気が出来ず一酸化炭素が充満し中毒死し
た。

排気筒
(大型湯沸器)

パロマ PH8号E LP 昭和ガス有限会社

1989/11/26 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1
スナックの営業を終え、２階の休憩室で湯を沸かすためコンロの点火操作を練
り返しているうちに漏れたガスに着火燃焼した。 コンロ リンナイ RST-1N LP 有限会社篠崎商店

1989/11/26 宮崎 都城市 漏えい着火 1 0 0

２階の自室に１口コンロが２台あり、１つは 近購入した立ち消え安全装置付
のコンロであるが、火の点きが悪いということで古いコンロを使用していた。
この古いコンロから漏れたガスに、コンロに点火しようとしたマッチの火が引
火した。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社山内石油プロパン

1989/11/26 神奈川 川崎市 不完全燃焼 0 1 0

シャワー付自然排気式風呂釜の給排気方式は、風呂釜の排気筒と浴室の湯気抜
き用天井扇が常時運転されている共用機械排気ダクトに接続されている共用機
械排気方式で、外気に面した給気口もあった。しかし、給気口が閉塞されてい
たため浴室が密室状態となり、照明と連動して運転している天井扇のために浴
室が負圧となって排気あふれが生じ、不完全燃焼によりCO中毒。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GNQ-5
製造年:1985年9月

TG 東京ガス株式会社

1989/11/30 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0
窓を閉め切ったまま、開放式湯沸器(8400Kcal/h、元止式)を長時間使用したた
め、不完全燃焼をしCO中毒死。 小型湯沸器 パロマ

PA-104BN(U)
製造年:1979年7月

TG 東京ガス株式会社
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1989/12/6 富山 魚津市 漏えい着火 0 0 2

ガス漏れ警報器の鳴動で目覚め、戸を開けて換気した。警報器が止まったので
タバコを吸おうとしたところ爆発した。調査結果、ゴム管にネズミのかじり穴
が見つかった。

ゴム管 不明 不明 LP 東都ガステック株式会社

1989/12/6 北海道 札幌市 ガス中毒 1 0 0
グリル付き二口コンロにかけたやかんの水の沸きこぼれによる立消えに気付か
ずCO中毒死。 コンロ リンナイ RT-3GN-400 TG 北海道ガス株式会社

1989/12/7 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 2

被害者の四男が、ガス漏れ警報器が鳴ったため自室内を点検したが異常はない
と判断。ＬＰガス販売店には翌日連絡すれば良いと思い、ボンベの元バルブを
閉止して就寝した。警報器は鳴り続けていたため電源を切った。数時間後、被
害者がガスを使用するためバルブを開け、さらにタバコを吸おうとした際に着
火爆発した。

不明 不明 不明 LP 有限会社高橋敏子商店

1989/12/8 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1
炊飯器を使用する度にガス栓を閉め、ホースを抜いていた。事故当時は、栓の
閉め忘れか、十分に閉まっていなかったと思われる。 不明 不明 不明 LP 有限会社今井商店

1989/12/8 鹿児島 出水市 ガス中毒 0 1 0
二口コンロに牛乳をかけ忘れ、沸きこぼれによる立消えで生ガスが放出しCO中
毒。 コンロ リンナイ RT-3GNC TG 出水ガス株式会社

1989/12/9 福岡 田川市 漏えい着火 0 0 1

昼食に蒸しパンを食べるため、蒸している際に、吹きこぼしで火が消えた事に
気付かず、食べ終わった後、夕方まで寝てしまった。夕食の準備をする際にコ
ンロに鍋をかけ点火した途端に爆発した。

コンロ トヨクニ TR337 LP 有限会社橋本積商店

1989/12/10 三重 津市 漏えい着火 0 0 0

お風呂に給水されていない状態で点火し、いわゆる空だきとなった。消費者
は、前日の汲み置きの水をそのまま使う事がよくあり、当日も給水状態を確認
せずに点火してしまった。

風呂釜 不明 不明 LP 株式会社マルエイ

1989/12/10 熊本 熊本市 ガス中毒 1 0 0

飲酒帰宅後、浴室内設置BF式風呂釜の器具側強化ガスホースの接続部を誤って
踏んだため、当該器具のホースエンド接続部分を破損し、生ガス放出となっ
た。泥酔状態であったため、漏えいに気付かず居間で寝込みCO中毒死。

風呂釜(BF式) 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1989/12/11 千葉 丸山町 漏えい着火 0 0 0
２口コックの一方にはゴムホースのみが接続された状態であったが、誤開放し
てしまった。この状態で風呂を焚いたため漏れたガスに引火し爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 南房農業協同組合

1989/12/13 愛媛 宇和島市 不完全燃焼 0 2 0
換気扇不使用の状態で、石油ストーブと開放式湯沸器(元止式)を使用したた
め、不完全燃焼し、CO中毒事故に至ったものと思われる。 小型湯沸器 ナショナル GW-525, 5号 LP 株式会社亀岡商店

1989/12/14 山形 米沢市 漏えい着火 0 0 3

反射式石油ストーブに点火しようとした瞬間に漏洩したガスに引火・火災と
なった。台所の２口ガステーブルと閉止弁との間のゴムホースにネズミのか
じったあとがあった。

ゴム管 不明 不明 LP
山木米沢日通プロパン販売株式会
社

1989/12/14 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 0
移動式ストーブ（リンナイ200型）の燃焼器側のゴムホースが差込口からゆる
み、はずれたため、ガスが漏れ何らかの着火源により引火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 玉屋プロパン商会

1989/12/15 兵庫 明石市 漏えい着火 0 0 1

２口コックの一方には器具が接続されていなかったのに誤開放してしまった。
ガス臭を感じたので換気扇２台を作動させた後、ガスレンジに点火したところ
爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山陽ヒートショップ

1989/12/16 新潟 新井市 漏えい着火 0 0 4
ストーブのホースが何らかの原因で外れガスが漏洩したが、気付かずにタバコ
に火を点けようとした際に引火し爆発・火災が発生 ゴム管 不明 不明 LP 新井市農業協同組合

1989/12/17 広島 広島市 ガス中毒 1 0 65
何らかの原因で、三口コンロの器具栓が2ヶ所開放状態となっており、漏出し
た生ガスによりCO中毒死。 コンロ サンウェーブ 不明 TG 広島ガス株式会社

1989/12/18 福島 いわき市 漏えい着火 0 0 0
コンロ（パロマ）が接続されていないコックを誤開放し、漏れたガスに火花が
引火し火災が発生。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社金古商店

1989/12/19 北海道 上砂川町 漏えい着火 1 0 0
ガスが漏洩・爆発し妻が火傷を負い死亡。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社サンコー

1989/12/20 神奈川 厚木市 漏えい着火 0 0 0

立消え安全装置が付いていないストーブを使用していたため、ストーブの上に
干していた洗濯物の雫でストーブの火が消え、生ガスが出ている状態で再点火
したため引火した。

ストーブ 不明 不明 LP 有限会社難波商店

1989/12/20 千葉 銚子市 漏えい着火 0 0 1

ストーブのホースが歩くところに置いてあったため、被害者か他の誰かが緩ま
せたか外してしまい、この状態で被害者がガスコンロに点火しようとしたとこ
ろ爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社小林米店

1989/12/20 愛知 瀬戸市 漏えい着火 0 0 1

居酒屋で１０人グループが鍋をしていたが、ホースが座布団の下になっており
接続部がゆるみ漏洩した。戸・窓を開けて換気を行ったが、十分ではなかった
ため、タバコに火を点けようとした際に引火爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 井上燃料店

1989/12/20 福岡 若宮町 漏えい着火 0 0 2

コックをヒューズコック及びフレキコックに交換する作業中に店に客が来店し
たため、店員がガスの使用を打診。コックの交換をスムーズにするため、器具
とコック間のゴム管を全てしていたため、ガスが流出、２連コンロに着火し爆
発した。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社九酸ガス住設

1989/12/21 北海道 赤平市 漏えい着火 0 0 1
２口コンロの一方に点火し、着火を確認しないままその場を離れた。その後、
戻ってきてもう一方のコンロに点火したとき爆発が起きた。 コンロ 不明 不明 LP 株式会社三浦燃料店

1989/12/23 大阪 守口市 漏えい着火 0 0 0

事故現場はスナック。閉店のためガスコックを点検中、誤って開栓し帰宅した
ためガス漏れを起こし、製氷器のサーモスタットのスパークにより引火爆発し
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社谷尾商店
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1989/12/23 北海道 旭川市 ガス中毒 0 1 0
二口ガス栓のうち、コンロに接続されていない未使用ガス栓を誤開放したた
め、放出された生ガスによりCO中毒。 ガス栓 不明 不明 TG 旭川ガス株式会社

1989/12/24 北海道 愛別町 漏えい着火 0 0 1

煮物をするため、コンロを操作したが点火を確認せずに居間にいたため、ガス
が不着火のまま漏洩しているのに気付かず、コンロ下にあるホームポンプの作
動時のスパークにより引火。

コンロ パロマ PA-3N LP 愛別町農業協同組合

1989/12/24 青森 むつ市 漏えい着火 0 0 0
お風呂に水を張ったが、栓が確実にされていなかったため、水が少しづつ抜け
ていた事に気付かずにお風呂を焚いたため、空だきとなり火災になった。 風呂釜 日立 HM-1 LP 有限会社スケカワ

1989/12/24 沖縄 那覇市 漏えい着火 0 0 2
２口コックの一方には器具が接続されていなかったのに誤開放してしまった
が、気付かずに使用中のガステーブルの炎で着火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 那覇総合ガス株式会社

1989/12/26 福岡 水巻町 漏えい着火 0 0 0
２口コックの一方にはゴムホースのみが接続されており、誤って誤開放した
が、気付かず、しばらくして冷蔵庫のサーモスタットで引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 遠賀郡農業協同組合

1989/12/26 石川 金沢市 ガス中毒 0 1 0
台所のガス栓からストーブまでをゴム管(約4m)により接続されていたが、何ら
かの原因でゴム管が器具側で外れCO中毒。 ストーブ 不明 不明 TG 金沢市

1989/12/26 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1

当事者が自分の経営する店舗に飲酒した後戻り、就寝前にゴム管を引っ掛け
2ヶ所の三ツ又継手による接続部でゴム管が外れ、ガス栓が開放状態であった
ため生ガスが放出し、当事者が目を覚ました際ガスの臭気に気付き、ガス栓を
閉止し換気扇で数分間換気した後たばこを吸おうとしたところ爆発。当該店舗
と隣接店舗1件が大破し、同階店舗10軒が戸のガラスが割れるなど小破した。

ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1989/12/27 香川 三野町 漏えい着火 0 0 1
コンロの点火ミスをしていたが、点火の確認をせずにタバコを吸おうとライ
ターを着けたら爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社みのガス

1989/12/28 北海道 釧路市 漏えい着火 0 0 2

帰宅後、手を洗おうとしてガス湯沸器のスイッチを入れたところ、漏洩してい
たガスに引火・爆発した。
事故後、漏洩検知器がガスコンロ（リンナイ：ＲＴ－４ＧＲ）内部で反応した
が、事故後に漏洩したのかは不明。

不明 不明 不明 LP 太陽燃料株式会社

1989/12/28 北海道 帯広市 漏えい着火 1 0 0
爆発と同時に火災が発生。焼け跡から遺体が発見。自殺の可能性もあるが、原
因は特定出来なかった。参考：コンロはパロマＰＡｰ37 不明 不明 不明 LP 株式会社オビネン

1989/12/28 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 6
器具接続のないコックを誤開放したことから、ガスが漏洩し点火していた器具
に移り、炎が大きくなった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社こまねん

1989/12/28 宮城 石巻市 漏えい着火 0 0 1
閉止弁と２口コンロを接続していたゴム管が閉止弁のホース口から抜け、コッ
クが開の状態となっていた。また、容器には霜が付着していた。 ゴム管 パロマ PA30M LP 株式会社改進マルヰガス

1989/12/29 奈良 御所市 漏えい着火 0 0 5
コンロが２台あり、１台を点火しようとしたが点火しないため、器具栓も開け
たまま、もう一方のコンロに点火したところ、漏れたガスに引火爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 御所東部農業協同組合

1989/12/29 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 6
ゴム管にひび割れがあり、そこから漏れたガスにコンロの火が引火し爆発し
た。なお、現場は平屋のプレハブ造りで夜警用の詰所として借用していた。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社辺見商店

1989/12/30 長野 長野市 漏えい着火 0 0 0
お風呂に水を張ったが、栓のところにビニールが挟まっており、水が少しづつ
抜けていたのに気付かずにお風呂を焚いた。結果、空だきとなり火災した。 風呂釜 豊和産業 ※ポーラ LP 渡辺燃料有限会社

1989/12/30 埼玉 川越市 漏えい着火 0 0 1

ストーブを使おうと風呂釜（TA-205）の元栓からゴムホースを外し新たなゴム
ホースを使いストーブと接続。風呂に入ろうと再びゴムホースを前の物に戻し
たが、ホースバンドを使用しなかったため、ゴムホースが外れたが、気付かず
に点火ツマミを廻し爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 小松屋商店

1990/1/1 島根 松江市 漏えい着火 0 0 1
ガス炊飯器のスイッチを入れたところ、爆発した。２口コックの１方に器具未
接続のゴム管が繋がれており、誤って開栓した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社小瀧燃料店

1990/1/5 長崎 厳原町 漏えい着火 0 0 2
オーブンを利用後就寝し、夜半に喫煙のためライターを点火したところ炎が拡
がり火災となった。飲酒していたためオーブンを消火したか不明。 オーブン 松下 不明 LP 有限会社厳原プロパン商会

1990/1/6 奈良 御所市 漏えい着火 0 0 0
鉄板付きテーブル接続のゴム管がテーブル側で外れ、ガスが充満し、練炭火鉢
の火により引火爆発した。ゴム管が短く常に引っ張られた状態だった。 ゴム管 不明 不明 LP 仲原荒物燃料店

1990/1/6 島根 大社町 漏えい着火 0 0 2
石油ストーブの芯を上げたところ爆発した。２口ガス栓が開かれており、ガス
コンロ付近でガス漏れがあったと思われる。 コンロ 不明 PA-1S LP 山陰マルヰ株式会社

1990/1/7 神奈川 南足柄市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火１５分後に焦げ臭くなり、確認したところ煙が充満していたため
元栓を閉め、窓を開けたところ、爆発した。ゴム管にネズミによるものと見ら
れる穴が２箇所あり、ガスが漏えいしたと推定される。

ゴム管 不明 不明 LP あしがら農業協同組合

1990/1/8 岡山 矢掛町 漏えい着火 0 0 1
湯沸器のガスコックを開き種火を着けた際、誤って未使用のガス栓も同時に開
放したため漏えいしたガスに引火爆発し火災が発生した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 矢掛町燃料センター

1990/1/8 香川 丸亀市 漏えい着火 0 0 0

飲食店で自動点火魚焼き器バーナー４本のうち２本に点火作業し離れたが、別
人がガス臭に気付き、未点火だったのでコックを閉めた。その後、再び点火し
たところ、しばらくして爆発が起こった。

グリル リンナイ 赤外線グリラー荒磯4号R4454Ⅱ LP 日本プロパンガス株式会社

1990/1/9 東京 杉並区 不完全燃焼 0 2 0
６Ｂ用のガスストーブを１３Ａ供給地区で使用したため不完全燃焼となり、２
名がＣＯ中毒。 ストーブ ナショナル

GS-2400
製造年:1975年

TG 東京ガス株式会社
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1990/1/10 埼玉 川口市 漏えい着火 0 0 3

ガス臭いとの連絡がり、ガス販売事業者が警報器の鳴っている当事者宅に入
り、寝ていた被害者を起こし、換気している 中に、煙草の火により爆発し
た。なお、ガス機器未接続の末端ガス栓が誤開放されていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 堀川産業株式会社

1990/1/10 和歌山 日置川町 漏えい着火 0 0 0
風呂釜を空焚きし、火災となった。

風呂釜 不明 不明 LP 山本商会

1990/1/10 北海道 札幌市 ガス中毒 1 0 0
台所の未使用ガス栓が開の状態であったことから、ガス栓の誤操作によりガス
漏えいし、ＣＯ中毒死に至ったものと推定。 ガス栓 不明 不明 TG 北海道ガス株式会社

1990/1/11 愛知 尾張旭市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜に点火２０分後確認したところ、風呂釜から屋根に火が燃え移り火災と
なった。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TD291 LP 瀬戸ガス株式会社

1990/1/13 石川 七尾市 漏えい着火 1 0 0
漏えい爆発火災があり、アパート及び隣家が全焼した。漏えい箇所等不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社上村産業

1990/1/13 東京 世田谷区 不完全燃焼 0 6 0

スイミングスクールにて、温水ボイラー使用の際、設置室の給気ファンを運転
しない状態で排気ファンを運転したため室内が負圧となって、排気ガスあふれ
が生じ、不完全燃焼となった。更に、ボイラー室の給気ダクトがプール室への
空調ダクトに接続されていたため、ボイラー室の空気が空調ファンに吸引さ
れ、プール室内に排気ガスが排出し、６名が軽いＣＯ中毒。

温水ボイラー タクマ
GSL-5000
製造年:1983年

TG 東京ガス株式会社

1990/1/14 東京 葛飾区 漏えい着火 0 0 3
コンロを使用中に寝てしまい、約４時間後に目が覚め、煙草に火を点けたため
爆発火災となった。 コンロ 不明 RT3G1D LP 慶野商店

1990/1/16 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜バーナーに点火しようとしたが点火せず、再度点火しようとしたところ
漏えいしていたガスに引火爆発した。風呂釜の設置場所が狭く、ガスが滞留し
やすい状況だった。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 レストミニTA201 LP 千葉市農業協同組合

1990/1/16 高知 中村市 漏えい着火 0 0 2
業務用フライヤーに点火したが未着火だったためガスが漏えいし、２ｍほど離
れた石油ストーブに引火爆発した。 フライヤー サミー工業 SF-013 LP 本結栄商店

1990/1/16 愛知 豊橋市 漏えい着火 0 0 1
コンロ使用後の器具栓を完全に閉止しなかったためガスが漏えいし、テレビの
スイッチの火花により爆発。 コンロ リンナイ

RT-2AC
製造年:1982-1983年頃

LP ガステックサービス株式会社

1990/1/17 北海道 沼田町 漏えい着火 0 0 0

２口コックの一方にゴムホースを付けたままにし、２口コンロの下に入れてお
いたところ、誤って、機器未接続側のコックを開栓し、コンロに点火したとこ
ろ、漏えいガスに爆発し台所付近の段ボールが１個が燃えた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 小西商店

1990/1/17 山口 周東町 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を開放したことにより爆発が起こった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 下松プロパン

1990/1/17 広島 広島市 ガス中毒 1 0 0
一口コンロに鍋がかけてあり、煮こぼれの跡があることから、料理中の煮こぼ
れによる立ち消えでガスが漏えいし、ＣＯ中毒死。 コンロ ハーマン LC-103E TG 広島ガス株式会社

1990/1/18 東京 八王子市 不完全燃焼 2 0 0

台所の湯沸器から水が出しっぱなしになっており（メインバーナー、パイロッ
トバーナーは消えていた）、別室で石油ファンヒーターが３時間タイマーで消
火状態、別室で石油ストーブが使われていた形跡ある（燃料は空）の状態で、
２名死亡していた。窓は閉まっており、換気扇は未使用であった。被害者は病
弱で貧血症状があったということで、以上の状況から湯沸器を使用中、石油ス
トーブ及び湯沸器による一酸化炭素中毒と推定される。

小型湯沸器 松下 GW-525 LP 有限会社鈴木燃料店

1990/1/19 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 2

風呂釜に点火しようと２・３回点火スイッチを回したところ爆発した。風呂釜
のメインバーナーのコックとパイロット点火つまみの誤操作か、先に使用した
際、メインバーナーの消火ではなく、屋外のバルブを閉めて消火し、それに気
づかずに点火したかのどちらかと推定される。なお、科捜研の調査ではガス器
具のいづれにも異常はなかった。

風呂釜 不明 不明 LP 株式会社福寿商会

1990/1/19 長野 中野市 漏えい着火 0 0 1
台所ガス栓から漏えいしたガスが、何らかの着火源により引火、爆発。なお、
ガス栓は人為的に開放されたものと思われる。 ガス栓 不明 不明 TG 長野県

1990/1/20 宮崎 日向市 漏えい着火 0 0 1
台所から爆発音とともに出火し、隣家とともに全焼した。隣家の住人がガス臭
に気づいており台所のコンロからの漏えいと推定される。 コンロ 不明 KG22D LP 東洋プロパンガス株式会社

1990/1/20 千葉 市川市 不完全燃焼 0 1 0
６Ｂ用のガスストーブを１２Ａ供給地区で使用したため不完全燃焼となり、Ｃ
Ｏ中毒。 ストーブ 日立

GVB-20
製造年:1975年

TG 京葉ガス株式会社

1990/1/21 山形 山形市 漏えい着火 0 0 1

６時半頃、漏えい爆発火災事故が発生し、現場を確認したが、配管から漏れは
なく、風呂釜、ストーブ用元栓も閉止していた。推定漏えい量が多量であるこ
とから、コンロ及び湯沸器用の二口末端ガス栓からの漏えいと推定される。着
火源は不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山形酸素株式会社

1990/1/22 山梨 竜王町 不完全燃焼 0 3 0
換気扇不使用及び給気口閉鎖の状況で、開放式小型湯沸器を長時間使用したた
め、不完全燃焼となり、ＣＯ中毒。 小型湯沸器 ナショナル GW-5D LP 鈴与株式会社

1990/1/23 岐阜 土岐市 漏えい着火 0 0 1

ガスストーブを点火後、一旦消火し、数十分後、部屋に入ったところ爆発し
た。２口ガス栓の２口とも全開となっていたことから、ストーブ消火時に誤っ
て機器未接続側のガス栓を開放したものと思われる。

末端ガス栓 不明 不明 LP 土岐ガス株式会社

1990/1/23 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1
移動式ガスストーブのゴム管が元栓から外れていたため、接続し直し点火した
ところ漏えいしていたガスに引火火災となった。 ゴム管 不明 不明 LP 玉屋プロパン商会

1990/1/23 埼玉 狭山市 ガス中毒 2 0 0

熱量変更実施中、ＢＦ式風呂釜調整中のため使用できない旨（器具を分解し、
ゴム管を取り外した状態）を家人に説明したが、家人が誤ってガス栓を開放し
たためガスが漏えいし、ＣＯ中毒死。

ガス栓 不明 不明 TG 武州ガス株式会社
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1990/1/27 愛知 豊橋市 漏えい着火 0 0 1
２口コンロのつまみが少し開いており、ガスが漏えいし冷蔵庫のサーモスタッ
トで引火爆発したものと推定。 コンロ 日立 GHG-310H LP 有限会社ナガシマ

1990/1/29 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 0
何らかの原因でガスストーブのゴム管が抜けたが、末端ガス栓が半開き状態で
あったため、ガスが漏えいし、隣室の豆炭の火に引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社高橋商事

1990/1/29 大阪 大阪市 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式風呂釜の排気筒に鳥の巣が詰まっており、排気が逆流したため風呂釜が
不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 風呂釜(CF式) ノーリツ

31-311
製造年:1975年

TG 大阪ガス株式会社

1990/1/30 島根 松江市 不完全燃焼 0 3 0

炊事場で４人の職員が大型湯沸器（１０号）を使って食器洗いをしていたとこ
ろ、１名が気分が悪くなり事務室で休んで、炊事場に戻ったところ３名が倒れ
ていた。事故時、ダクトに通じる換気扇を回さず長時間湯沸器を使用したた
め、排気が逆流し不完全燃焼を起こした。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-101M LP 株式会社コーアガス島根

1990/1/31 青森 東通村 漏えい着火 0 0 0

当日、風呂釜が点火しなかったので販売店で調査したところ、調整器が凍結し
ていたため、温水により解凍した。風呂釜を再点火したところ風呂釜がボーン
という音とともに燃え上がった。調整器が再凍結し、風呂釜内部にガスが吹き
出し異常燃焼を引き起こしたものと推定される。

調整器 不明 不明 LP 駒井燃料株式会社

1990/1/31 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロを使用中、使用していないバーナー部分から火が噴き出し、ゴム管
を焼き、壁に燃え移った。火が出たバーナーの点火コック取付部分、グリル点
火コック取付部分の３箇所のパッキンが焼けており、この部分からガスが漏え
いしたものと推定。パッキンの経年劣化又は取付ナット締め付けのゆるみ等が
原因と推定。

コンロ リンナイ RT3GVD LP 南田商店

1990/2/1 新潟 黒崎町 漏えい着火 0 0 4
作業現場詰所でガスコンロに点火した瞬間漏えいガスに引火爆発した。前日帰
宅時にガスコンロを閉め忘れ元栓も完全に閉止していなかった。 コンロ パロマ PA-1E LP 株式会社菅井昭三商店

1990/2/1 大阪 河内長野市 漏えい着火 0 0 4

ガスコンロを使用しようとして誤って未使用ガス栓を開栓し、ガスが充満し
た。ガス臭に気付き、窓を開けたところ隣室の石油ストーブの火に引火し爆発
した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山岡商店

1990/2/2 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 0

２口ガス栓の燃焼器に未接続のコックを誤開放し、漏えいしたガスにコンロの
火が引火した。前日、修理のため湯沸器を取り外した際、ガス栓にゴムホース
を付けたままにしていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社志村液化ガス

1990/2/2 広島 広島市 不完全燃焼 1 0 0
換気設備がなく、閉め切った状態で、開放式小型湯沸器の長時間使用したため
不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 小型湯沸器 パロマ

PH-4F 4号
製造年:1972年頃

TG 広島ガス株式会社

1990/2/3 北海道 斜里町 漏えい着火 0 0 0
容器交換翌日、バルブを開き、約２時間後室内で爆発が起こった。ゴム管が損
傷していた模様であるが、現物がなく原因は確定できない。 ゴム管 不明 不明 LP 桂田商店

1990/2/3 岡山 御津町 漏えい着火 0 0 4
ストーブを使用中漏えいガスに引火爆発した。漏えい箇所は不明

不明 不明 不明 LP 大内石油株式会社

1990/2/4 愛知 師勝町 漏えい着火 0 0 2
隣家の者がガス漏れに気付き容器のバルブを閉め、住人に知らせたが、住人が
煙草を吸ったため引火し爆発した。ガス漏れ箇所は不明。 不明 不明 不明 LP 山羽商店

1990/2/6 愛知 豊橋市 漏えい着火 0 0 1
台所付近で漏えい爆発が発生。湯沸器を消し忘れて就寝したことによる漏えい
と推定。 小型湯沸器 リンナイ RUS-5HXⅡ LP 有限会社丸中商会

1990/2/6 佐賀 佐賀市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の空焚きにより接続管が加熱し、壁内の木部が発火し火災となった。

風呂釜 不明 不明 LP 田島興産有限会社

1990/2/7 宮城 女川町 漏えい着火 0 0 1

ホテル配管内工事終了後、ガスが出ないとの連絡を受け、配管内の空気状況を
確認しようとライターに火を点けたところ爆発が起こった。コンロ種火コック
が誤開放状態であった。

コンロ 不明 不明 LP ダイワ石油店

1990/2/7 佐賀 唐津市 漏えい着火 0 0 0
ゴム管が外れているのに気づかす湯沸器を点火したため、漏えいしたガスに引
火した。ゴム管が外れた理由は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 唐津市農業協同組合

1990/2/9 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1

ガス栓側のゴム管及び安全アダプターと器具側のゴム管が取り外されており、
ガス栓が開放状態であったことから、故意にガスを放出させ、何らかが着火源
となり、爆発・火災になったものと推定。１名が巻き添え火傷、上階１室が全
焼。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1990/2/10 北海道 函館市 不完全燃焼 1 0 0
排気ファン外付けのCF式大型湯沸器の排気扇用電源コードが外れていたため排
気扇が作動せず、排気ガスが室内にあふれ不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 大型湯沸器(CF式) 松下住設

GA-104A（排気扇外付有り）
製造年:1974年

LP 住商第一石油ガス株式会社

1990/2/12 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブを点火しようとして未使用ガス栓を開栓したため爆発したものと
推定される。 末端ガス栓 不明 不明 LP 難波プロパン株式会社

1990/2/12 東京 世田谷区 漏えい着火 0 0 0

ガス栓が半開状態であったこと及びゴム管に刃物による切断跡があったことか
ら、自殺を図ろうとしてガスを放出させたが、何らかの着火源となり、爆発・
火災になったものと推定。隣室窓ガラス破損。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1990/2/16 茨城 取手市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火したところ漏えいしていたガスに引火爆発した。

不明 不明 不明 LP 有限会社鮎川産業

1990/2/16 千葉 鎌ヶ谷市 漏えい着火 0 0 1
飲食店で店内の４つのガス栓全てを開栓しコンロに点火したが、１つのガス栓
に機器が接続されておらず、漏えいしたガスに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 山新燃料店

1990/2/17 神奈川 大磯町 漏えい着火 0 0 1
漏えい火災がありアパートを全焼した。漏えい箇所、引火原因不明

不明 不明 不明 LP 高橋プロパン株式会社
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1990/2/17 大分 中津市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火しようとしたところ、誤って機器未接続のガス栓を開け、点火操
作をしたところ、漏えいしたガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 中津液化ガス協業組合

1990/2/18 山形 酒田市 漏えい着火 0 0 1
ガステーブルに点火後、ガス警報器が鳴ったため、消火し元コックを閉めた
が、爆発した。ガステーブルのゴム管にネズミによる破損があった。 ゴム管 不明 不明 LP 菱庄ガス株式会社

1990/2/18 埼玉 川口市 漏えい着火 0 0 6
引越当日、荷物の整理中誤ってガスコンロの器具栓を開いたままにしていたた
め、漏えいしたガスに何らかの火が引火し爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社南雲商店

1990/2/21 静岡 伊東市 ガス中毒 0 1 0

２口ガス栓に２台の一口コンロ（製造年不明）がそれぞれ接続され、一方のガ
ス栓（右側）とコンロの器具栓が開の状態であり、コンロには何も乗っていな
かった。コンロの器具栓を誤操作したためガスが漏えいし、ＣＯ中毒になった
ものと思われる。

コンロ リンナイ RT-1KN TG 伊東ガス株式会社

1990/2/22 埼玉 東松山市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロとガス栓を結ぶゴムホースをネズミが囓り、そこから漏えいしたガ
スが何らかの着火源に引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社高坂液化ガス

1990/2/23 東京 東大和市 漏えい着火 0 0 3
居間で喫煙のためライターに点火したところ、漏えいしていたガスに引火し
た。ゴムホース付きの末端ガス栓の誤開放と推定される。 末端ガス栓 不明 不明 LP 杉本ガス株式会社

1990/2/23 石川 金沢市 漏えい着火 1 0 1

台所改修工事中、湯沸器用の元弁を設置しなかったか、取付不良のためガスが
漏えいし、何らかの着火源により爆発火災が発生した。改修工事が無資格者に
よるものだった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社米沢産業

1990/2/25 茨城 日立市 不完全燃焼 2 0 0
換気設備がなく、閉め切った状態で、開放式小型湯沸器を長時間使用したため
不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 小型湯沸器 パロマ

PA-104
製造年:1976年

TG 東京ガス株式会社

1990/2/26 三重 志摩町 漏えい着火 0 0 6

室内で煙草に火を点けたところ爆発した。２口ガス栓の一つには湯沸器が接続
され栓は閉止状態、もう一方にはコンロが接続されていたが、栓は開の状態で
あるがコンロは爆発で吹き飛ばされており、確実に接続されていたか不明。

不明 不明 不明 LP 志摩ガス協業組合

1990/2/26 長野 上田市 不完全燃焼 0 3 0
換気扇不使用で、開放式小型湯沸器及びファンヒーターを長時間使用したため
不完全燃焼となり、ＣＯ中毒。 小型湯沸器 パロマ

PH5-2-A 5号
製造年:1980年以前

TG 上田ガス株式会社

1990/3/2 福井 大野市 漏えい着火 1 0 1
２口の末端ガス栓の１方に機器未接続のゴム管が接続されており、コンロを使
用する際、誤開放し、漏えいしたガスに引火爆発、火災が発生した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 日通プロパン住設株式会社

1990/3/2 愛知 瀬戸市 漏えい着火 0 0 1
２口ガステーブルコンロの器具栓を誤操作したためガスが漏えいし、しばらく
した後、点火操作を再び行ったため、爆発・火災。当該宅全焼。 コンロ 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

1990/3/3 三重 四日市市 漏えい着火 0 0 1
ガス機器が接続されていないガス栓を誤開放したためガスが漏えいし、そのま
まコンロを点火操作したため爆発。 ガス栓 不明 不明 LP 朝日ガス株式会社

1990/3/5 北海道 札幌市 不完全燃焼 2 0 0
湯沸器（１６号）の排気漏れによりＣＯ中毒となった。排気筒の接続部が外れ
ており、工事上のミスと推定される。 大型湯沸器 リンナイ RUA-16WFO LP 株式会社一高たかはし

1990/3/5 香川 大内町 漏えい着火 0 0 0
ゴム管がガスストーブから自然と外れ、冷蔵庫のサーモスタットの火花により
引火爆発した。 ゴム管 リンナイ 641 LP 有限会社三浦プロパン商会

1990/3/5 北海道 札幌市 ガス中毒 0 1 0
コンロ使用後の器具栓の不完全閉止により、少量のガスが漏えいし、軽度のＣ
Ｏ中毒。 コンロ ターダ

LC-264C
製造年:1985年

TG 北海道ガス株式会社

1990/3/6 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 1
飲食店で業務用大型レンジのバルブコックが脱落した状態で使用し、漏えいガ
スに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 谷口石油株式会社

1990/3/8 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火しようとしたところゴム管が外れかけており、ガスが漏えい
し引火、爆発した。（配管、器具には漏えい検査では異常なし。） ゴム管 不明 不明 LP 葉坂燃料店

1990/3/10 福岡 福岡市 不完全燃焼 2 0 0
器具ガバナーが取り外された先止式小型湯沸器を閉め切った部屋で長時間使用
したため不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 小型湯沸器 シャープ

WHG-503
製造年:1973年

TG 西部ガス株式会社

1990/3/13 静岡 御前崎町 漏えい着火 0 0 2

ガスストーブのゴム管が外れガスが漏えいしていたため、窓を開け換気をした
後、ゴム管を差し込み、コックを閉にしようとしたところ、誤って点火位置に
したため、たまっていたガスに着火し小規模な爆発があった。

ゴム管 不明 不明 LP 本目商事株式会社

1990/3/14 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0

ベランダに設置した給湯器から炎が発生した。給湯器の熱交換器取替の際、ガ
ス導管脱着時のパッキン装着に歪みがありガスがもれ燃焼部のバーナーの火が
着火源となった。

大型湯沸器(屋外式) リンナイ RUX-1600VWOL LP 伊丹産業株式会社

1990/3/14 香川 多度津町 漏えい着火 1 0 1
コンロ使用中立ち消え状態となり、漏えいしたガスに何らかの火が引火し爆発
したものと推定。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社森未商店

1990/3/15 新潟 巻町 漏えい着火 0 0 1
何らかの原因でガスストーブのゴム管からガスが漏れ、照明を点灯したところ
爆発し、火災に至ったものと思われる。 ゴム管 不明 不明 TG 蒲原ガス株式会社

1990/3/16 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0

ＣＦ式風呂釜の背面の給気口全面にほこりが付着し、給気不足となって不完全
燃焼となった。また、浴室内の換気扇（照明連動）は給排気を同時に行うもの
であるが、給気開口部が小さいうえに、浴室の密閉度が高い（ガラリ無し）た
め、浴室内が負圧となって排気ガスが浴室内に逆流し、ＣＯ中毒死。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GNQ-5
製造年:1980年

TG 東京ガス株式会社

1990/3/18 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0
排気筒が外れたままの状態で、ＣＦ式風呂釜のシャワーを使用したため排気ガ
スが浴室内にあふれ、風呂釜が不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 風呂釜(CF式) 森田工業

ML-YB600
製造年:1982年

TG 東京ガス株式会社
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1990/3/19 宮崎 都城市 ガス中毒 1 0 0

当該建物に泥酔状態で不法侵入し、閉栓中（封印あり）のメーターコックを無
断開栓し、２口ガス栓の各片側を開放し寝たため、ガス栓から放出されたガス
により、ＣＯ中毒死。

ガス栓 不明 不明 TG 宮崎ガス株式会社

1990/3/22 福井 福井市 ガス中毒 0 1 0

２口コンロのうちガスが流出していたコンロの器具栓は開の状態であり、もう
一方のコンロには空鍋が乗っていたことから、器具栓を誤操作したためガスが
漏えいし、ＣＯ中毒。

コンロ パロマ
PA-212
製造年:1982年

TG 福井市

1990/3/24 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 2

台所のガス栓に水道用ホースを接続して自殺を図り、ガスを放出させたが、冷
蔵庫のサーモスタットのスパークが着火源となり、爆発。２名が巻き添え火
傷、当該建物２戸全焼、近隣ガラス破損。

ガス栓 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1990/3/25 埼玉 三郷市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火する際、機器未接続のガス栓を誤開放したため、引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 滋田燃料店

1990/3/25 東京 渋谷区 漏えい着火 0 0 1

前入居者が取外した、湯沸器用の１３mmＬネジコック（プラグ止めがされてい
なかった）を誤開放し、そのまま１口コンロで調理したため漏洩したガスに引
火、爆発。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1990/3/27 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 2

室内ガス栓とガステーブルを接続しているゴム管にネズミによる破損があり、
漏えいしたガスが石油ストーブに引火して爆発した。夜半にガス漏れ警報器が
鳴っていたが確認せずコンセントを抜いてしまった。

ゴム管 不明 不明 LP 風見プロパン商会

1990/3/27 熊本 砥用町 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を誤って開いたため、石油ストーブから引火し爆発し
た。 末端ガス栓 不明 不明 LP 栗田建材店

1990/3/29 長野 富士見町 漏えい着火 0 0 2
店舗兼住宅の増改築のため、水道の配管作業中、厨房内で末端ガス栓から漏え
いしていたガスに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 岡谷酸素株式会社

1990/3/30 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0
大型湯沸器排気筒を改修するため取り外し、排気筒未接続の状態で湯沸器を使
用したため、排気ガスが室内にあふれCO中毒。 大型湯沸器 パロマ PH-12A 12号 LP 北ガス燃料株式会社

1990/3/31 鹿児島 姶良町 漏えい着火 0 0 1

飲食店で、末端ガス栓を閉止せず、主ガス栓のみ閉止状態であったところ、従
業員が気づかず、主ガス栓を開放し、点火したところ、漏えいしていたガスに
引火爆発した。

炊飯器 北沢産業 KGF-150 LP 株式会社田中商店

1990/4/2 大阪 東大阪市 漏えい着火 0 0 4

消費者が流し台を交換した際にコンロを取り外し、再びゴム管を接続した際、
接続不良又はゴム管のひび割れが発生し、ガスが漏えいしていた状況で蛍光灯
を点けたため引火爆発したと推定。

ゴム管 不明 不明 LP 木田商店

1990/4/3 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

居間に設置されていたＦＥ式ガス湯沸器の排気筒の先端が鳥の巣で詰まってい
たうえ、浴室天井裏の排気筒接続部に隙間があり、そこからあふれ出た排ガス
が浴室内に流入し、ＣＯ中毒。

大型湯沸器(FE式) ハーマン
KHR-610C
製造年:1988年

TG 北海道ガス株式会社

1990/4/4 青森 三沢市 酸欠・その他 0 0 2

換気口・扇のない浴室で、６号湯沸器を使用し酸欠状態となり、入浴中に意識
不安定となった。ＬＰガス販売事業者から設置箇所の変更の指摘を受けてい
た。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-6F LP 株式会社一戸

1990/4/7 群馬 高崎市 漏えい着火 0 0 1
業務用回転式炊飯器を使用後、２箇所あるパイロットバーナーの一つを完全に
閉止しなかったためガスが漏えいし、別の炊飯器の火が引火爆発した。 炊飯器(業務用) 不明 不明 LP 株式会社ハヤシヤ

1990/4/10 長野 楢川村 漏えい着火 0 0 1
２口ガス栓のうち燃焼器に未接続のゴム管のみ付いたコックを誤開放し、コン
ロに点火しようとした際、漏えいしたガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP カネイマル中田産業株式会社

1990/4/10 東京 世田谷区 漏えい着火 0 0 0

ガス栓に取り付けられていた安全アダプターが、散乱した室内にあったことか
ら、自殺を図ろうとしてガスを放出させ、タバコを吸おうとしたため爆発した
ものと思われる。近隣窓ガラス破損。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1990/4/11 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

飲食店においてグリル板に点火するため数回点火操作を行ったが着火せず、数
分後、着火状況を覗きながら点火操作を行ったところ、漏えいガスに引火爆発
した。機器に異常はなかった。

グリル(焼肉用) 村幸 不明 LP 日商岩井ガス株式会社

1990/4/12 青森 青森市 漏えい着火 0 0 1

飲食店において、コンロに点火しようとして、ゴム管のみがついて機器に未接
続のガス栓を誤って開栓し、マッチで点火したため漏えいガスに引火し爆発し
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 高森商店

1990/4/13 神奈川 伊勢原市 漏えい着火 0 0 1
飲食店で開店準備のため、ガス栓を開栓したところ、機器に未接続のものがあ
り、約１５分後湯沸器に点火した際、漏えいガスに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社芦川商店

1990/4/13 岐阜 多治見市 漏えい着火 0 0 0

風呂場横に置いてある洗濯器を約１時間使用後風呂場付近で爆発がおこり、火
災が発生した。配管には漏えいなく、コンロの器具栓は閉（コンロに異常はな
かった）、末端ガス栓は開であったが、漏えいの原因は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社尾西商店

1990/4/15 宮城 気仙沼市 漏えい着火 0 0 1
コンロ取り付け口付近のゴム管にネズミによるものと思われる穴があいてお
り、コンロに点火したところ漏えいしていたガスに引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 気仙沼プロパン

1990/4/17 沖縄 石垣市 漏えい着火 0 0 0
機器未接続末端ガス栓を誤って開栓し、コンロに点火したため引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP マルヰプロパン商会

1990/4/18 北海道 津別町 漏えい着火 0 0 0
機器未接続の２口末端ガス栓を開栓し、コンロに点火しようとしたところ、漏
えいガスに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社青木商店

1990/4/19 茨城 美野里町 漏えい着火 0 0 0
歯科技工作業用のブンゼンバーナー及びゴム管から何らかの原因で漏えいし電
気炉の自動タイマーが点火した際に引火爆発した。 不明 不明 不明 LP 興和工業株式会社
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1990/4/20 青森 大鰐町 漏えい着火 0 0 1

フライパンに水を入れてコンロにかけていたところ、吹きこぼれのためか火が
消え、ガス臭がしたため、コンロのつまみを戻し、蛍光灯を点灯しようとした
ところグローランプにより引火し爆発した。

コンロ 日立熱器 GHG-30W LP 株式会社さかもと

1990/4/22 滋賀 長浜市 漏えい着火 0 0 1

倉庫内設置のコンロのゴム管が外れ、ガスが漏えいしていたところ、見回りに
来た者が、ガス臭に気付き元栓を閉めた後、煙草を吸ったところ引火爆発し
た。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社近江屋石炭店

1990/4/24 長崎 長崎市 漏えい着火 0 0 0
長期空き室となっていた部屋の末端ガス栓及び中間ガス栓が何者かによって開
栓され、漏えいしていたガスに隣室で風呂に点火した際引火爆発したと推定。 末端ガス栓 不明 不明 LP 長崎石油プロパン

1990/4/25 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の空焚きが原因で加熱・出火した。

風呂釜 不明 不明 LP 大日栄ＬＰＧ

1990/4/25 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 2

コンロに接続されたゴム管を切断し、自殺を図ったところ、訪ねてきた被害者
がガス漏れを止めようとして、誤ってコンロを点火操作したため爆発。２名が
巻き添え火傷。

ゴム管 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1990/4/26 広島 尾道市 漏えい着火 0 0 2
台所に設置したガスストーブの迅速継手が十分に接続されず、ガスが漏えい
し、電気こたつのスイッチを入れた際引火爆発した。 低圧ホース 不明 不明 LP 尾道食糧企業組合

1990/4/27 埼玉 児玉町 漏えい着火 0 0 0
屋外設置の給湯器から出火し２階建て店舗を半焼した。出火原因不明。

大型湯沸器(屋外式) パロマ 不明（平成元年8月設置） LP 片貝商店

1990/4/29 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0
二口ガス栓の機器未接続側コックを誤開放したためガスレンジの火が引火し
た。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社中井燃料店

1990/5/1 岡山 倉敷市 ガス中毒 1 2 0

当該宅住人（３名のうち使用者不明）がグリル付テーブルコンロの器具栓を誤
操作したためガスが漏えいし、そのまま就寝したため、１名がＣＯ中毒死、２
名がＣＯ中毒。

コンロ リンナイ
RT-3GID
製造年:1986年

TG 岡山ガス株式会社

1990/5/2 神奈川 横須賀市 不完全燃焼 1 0 0
換気扇不使用で、台所の開放式小型湯沸器を長時間使用したため不完全燃焼と
なり、ＣＯ中毒死。 小型湯沸器 富士エンジェル FA-104 TG 東京ガス株式会社

1990/5/4 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続の側の２口ガス栓を誤って開栓したため、別の燃焼器の火により引
火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 大智株式会社

1990/5/5 和歌山 那智勝浦町 漏えい着火 0 0 6
当日使用していないガスストーブのゴム管に何らかの力が加わり、ガスストー
ブ側接続部で外れたため、ガスが漏えいし、別のコンロの火が引火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 東プロパン販売店

1990/5/7 徳島 藍住町 漏えい着火 0 0 1
コンロ使用中、器具未接続の末端ガス栓を誤開放し爆発した。コンロ、配管に
ついては調査の結果異常なし。 末端ガス栓 不明 不明 LP 石川鉱油

1990/5/11 福井 松岡町 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓から器具に接続しているゴム管にネズミによる破損があり、漏えい
したガスに炊飯器の火が引火し爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社松岡ガスセンター

1990/5/13 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 1
何らかの原因でストーブにつながるゴム管からガスが漏えいし、ライターでタ
バコに火を着けたところ爆発。ガラス破損、天井一部焦げ。 ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1990/5/14 広島 東広島市 漏えい着火 0 0 1
台所コンロを点火操作中爆発が行った。器具・配管に異常はなく、点火ミスで
はないかと推定される。 コンロ 不明 FNK-60S LP 広島ガス西条販売株式会社

1990/5/16 岩手 水沢市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続の側の２口ガス栓を誤って開栓したため、別の燃焼器の火により引
火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社今野商店

1990/5/21 青森 青森市 漏えい着火 0 0 1
コンロで煙草に火を点けた際、つまみを完全に閉止しなかったため、ガスが漏
えいし、翌朝コンロを使用しようとしたところ引火爆発した。 コンロ 東芝 PKR-382 LP 有限会社鹿内商会

1990/5/23 茨城 波崎町 漏えい着火 1 0 1
ガステーブルを使用中、何らかの原因でガスが漏えいし、引火爆発したと推
定。 コンロ 松下 GT3A2L LP 江戸屋商店

1990/5/24 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続の側（ゴム管のみ接続）の２口ガス栓を誤って開栓したため、別の
燃焼器の火により引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 泉山商店

1990/5/24 兵庫 洲本市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜に点火して約１時間後気が付いたら浴室が燃えていた。空焚きでもな
く、風呂釜も異常がなかった。風呂釜とホースの間に何か可燃物があり、それ
により風呂釜の火がゴム管に移ったと推定。

ゴム管 不明 不明 LP 中野商店

1990/5/26 茨城 石岡市 漏えい着火 0 0 0

ガス湯沸器を修理のためガス栓から外した際、電気店がガス栓にゴム管をつな
げたまま、二つ折で放置したため、消費者がコンロを使用する際誤開放し、引
火爆発した。

ゴム管
末端ガス栓

不明 不明 LP 幕内商店

1990/5/28 長野 茅野市 漏えい着火 0 0 1

飲食店で、コンロを一旦使用後、３０分後に再点火した際、炎が高くあがり周
辺の油等が燃え上がった。１回目の使用後器具栓の閉止が不十分であったと推
定。

コンロ マルゼン MG-12J LP 有限会社キタハラ

1990/5/29 和歌山 田辺市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の種火の点火操作をして、しばらくして点火していなかったため再度点
火したところ漏えいしていたガスに引火爆発した。 風呂釜 ヤマハ YB-U102 LP 田辺ガス株式会社

1990/5/31 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1

消費者がガスコンロを自分で交換しよとし、末端ガス栓を閉めずにゴム管を外
したが、交換できず、ガス販売者への連絡のため外出したところ、留守中に爆
発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社ムネカタ
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1990/6/1 宮城 石巻市 漏えい着火 0 0 0

流し台交換工事の際、工事業者がガスコンロのゴム管を接続するのを忘れ、そ
れを知らずに末端ガス栓を開放し、コンロの点火動作をしたため引火爆発し
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP カメイ株式会社

1990/6/2 愛媛 柳谷村 漏えい着火 0 0 1
器具未接続の側（ゴム管のみ接続）の２口ガス栓を誤って開栓したままにし、
夜半蛍光灯を点けたところ引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 久万農業協同組合

1990/6/5 京都 宇治市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜に点火し、約３０分後確認したところ、風呂釜とゴム管接続部分が燃え
ていた。着火源が全く他にないことから、接続部分から漏えいしたガスに風呂
釜の火が何らかの形で着火したものと推定される。

ゴム管
(風呂釜)

リンナイ RF6M2 LP 有限会社吉田重商店

1990/6/5 福岡 行橋市 漏えい着火 0 0 5
浴室内の機器未接続末端ガス栓が開栓された状態で、台所でコンロを点火した
ところ、漏えいガスに引火爆発した。（なぜ開栓されていたかは不明） 末端ガス栓 不明 不明 LP すゑまつ興産株式会社

1990/6/12 石川 高松町 漏えい着火 0 0 1
湯を沸かそうとして、器具の接続されていない末端ガス栓を誤って開放したた
め、何らかの火に引火して爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 黒川商店

1990/6/17 愛知 小牧市 不完全燃焼 0 1 0
換気扇不使用で、開放式小型湯沸器を長時間使用したため不完全燃焼となり、
ＣＯ中毒。 小型湯沸器 ハーマン

R05-03B
製造年:1973-1974年

TG 東邦ガス株式会社

1990/6/19 山口 防府市 漏えい着火 0 0 1

事故前日、工場２階の休憩室設置のコンロで調理中であることを忘れ、容器バ
ルブを閉栓・帰宅し、翌日、別の者がガスを使用するため容器バルブを開栓し
たところ、２階コンロからガスが漏えいし何らかの着火源により爆発した。

コンロ パロマ PA32N LP 周南ホームガス株式会社

1990/6/21 長野 長野市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜に点火約３０分後確認したところ浴室に湯気と煙が充満していたため消
火した。循環パイプが溶けて周辺が損焼していること、加熱防止装置が作動し
ていないなどから消費者ミス、器具の老朽化が考えられるが、明確に断定でき
ない。消防局では空焚きが原因と推定している。

風呂釜(バーナー)
（風呂釜）豊和産業
（バーナー）世田谷製作
所

※ポーラ LP 株式会社セリタ

1990/6/21 北海道 釧路市 漏えい着火 0 0 0
何らかの原因でゴム管からガスが漏えいし、ガス臭を感じ、コンロ付近を点検
し、誤って点火操作を行ったため引火し、爆発、火災。当該宅全焼。 ゴム管 不明 不明 TG 釧路ガス株式会社

1990/6/22 北海道 札幌市 ガス中毒 0 1 0
１口コンロにやかんが乗っており、器具栓が開の状態及び湯を沸かした形跡が
ないことから、コンロの点火ミスによりガスが漏洩し、軽度のＣＯ中毒。 コンロ 大央工業 DC-D TG 北海道ガス株式会社

1990/6/29 三重 四日市市 漏えい着火 0 0 0
ガス炊飯器着火後、火災が発生した。コンロの器具栓が一部少し開いていた
が、漏えい箇所については不明。 不明 不明 不明 LP 有限会社平尾ガス

1990/6/29 滋賀 新旭町 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを使用中、三ツ又ゴム管の一方に栓がなかったため漏えい火災が発
生した。 ゴム管 不明 不明 LP 新旭町農業協同組合

1990/6/29 大分 宇佐市 漏えい着火 0 0 0

暴風雨により風呂釜の火が末端ガス栓部分何度も熱し、ガス栓と金属フレキシ
ブルホースの接続部のパッキンを緩めガスが漏えいし着火した。風呂釜のバー
ナーと末端ガス栓の位置が近かったことと、ホースエンドがプラグ型のものを
使用したことも要因。

風呂釜 ハーマン YF601 LP 大分液化ガス株式会社

1990/6/29 長野 喬木村 漏えい着火 0 0 0

風呂釜を点火したまま外出したところ、浴槽の栓が外れていたため、水が抜
け、空焚きとなっていた。空焚き防止装置は付いていたが、長年使用しており
十分作動しなかった。

風呂釜 不明 不明 LP 有限会社菅沼燃料設備

1990/7/2 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 2
２口の末端ガス栓の１方に機器未接続のゴム管が接続されており、湯沸器を使
おうとして誤開放し、漏えいしたガスに何らかの着火源から引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社サガミ

1990/7/3 長野 飯島町 漏えい着火 0 0 1
何らかの原因でガスが漏えいし爆発した。燃焼器具等に異常はなく爆発原因は
不明。 不明 不明 不明 LP 株式会社小島商会

1990/7/4 新潟 金井町 漏えい着火 1 0 0
爆発音とともに火災が発生した。発火箇所、原因等不明。

不明 不明 不明 LP 佐渡興産有限会社

1990/7/5 兵庫 西宮市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火行為を繰り返したところ爆発した。器具、配管にも異常はなく、
点火行為を繰り返した際に溜まったガスに着火爆発したものと推定される。 風呂釜 松下 GF-107P LP 阪神プロパンガス協業組合

1990/7/5 大阪 池田市 漏えい着火 0 0 2
２口の末端ガス栓の一方からゴム管が外れていた中で、コンロに点火しようと
したところ爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社西和商店

1990/7/5 兵庫 三木市 漏えい着火 0 0 0

２口ガス栓の内、未使用側のガス栓（ゴム管が接続されていた）を誤開放した
ためガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモスタットのスパークが着火源となり、引
火、火災。当該宅全焼。近隣建物に焼損。

ガス栓 不明 不明 TG 三木市

1990/7/8 埼玉 大宮市 漏えい着火 2 0 0
誤ってゴム管を引き抜き、何らか原因で引火、爆発火災が発生。

ゴム管 不明 不明 LP 堀川産業株式会社

1990/7/9 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続の側の２口ガス栓を誤って開栓し、コンロに点火したため引火爆発
した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 共同ガス株式会社

1990/7/10 北海道 千歳市 漏えい着火 0 0 2
コンロに接続していたゴム管にネズミが孔を開けたため、漏えいしたガスが何
らかの着火源により爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社橋本燃料店

1990/7/13 山形 遊佐町 漏えい着火 0 0 0
燃焼器に未接続のゴム管のみ付いた末端ガス栓を誤開放し、コンロに点火しよ
うとした際、漏えいしたガスに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 佐藤健二商店

1990/7/13 高知 安芸市 漏えい着火 0 0 1
燃焼器に未接続のゴム管のみ付いた末端ガス栓を誤開放し、コンロに点火しよ
うとした際、漏えいしたガスに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社安芸ガス
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1990/7/14 東京 豊島区 漏えい着火 0 0 1
漏えいガスに引火し爆発。原因等不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社関根喜市商店

1990/7/19 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0
コンロで湯沸かし中、コンロに比較し大きなやかんを使用していたため、炎が
ゴム管近くに拡がり加熱、ゴム管が溶解し、漏えいしたガスに引火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 広島食糧協業組合

1990/7/21 滋賀 草津市 漏えい着火 0 0 0
コンロに点火後約１５－２０分後に戻ったところ火災が発生していた。ゴム管
等から漏えいし何らかの着火源により火災になったものと推定。 不明 不明 不明 LP 南井商店

1990/7/24 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 3
カセット式ガスコンロを使用中、ガスを止めようとして誤って機器未接続末端
ガス栓を開けたため噴出したガスに引火火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 共同ガス株式会社

1990/7/26 千葉 大原町 漏えい着火 1 0 0
爆発音の後、台所付近から出火火災となった。ガスコンロからガスが漏えいし
引火したものと推定。（立ち消え装置なし） コンロ パロマ 不明 LP 有限会社小川プロパン

1990/7/26 滋賀 愛知川町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロに点火したが、点火を確認せず、約１０分後火が消えていることに
気付き、再点火した際、漏えいガスに引火した。 コンロ 不明 PA-3CW LP 上池商事株式会社

1990/7/27 北海道 釧路市 不完全燃焼 0 3 0

高校の体育館に設置されたＣＦ式大型湯沸器の排気フード内の換気扇（湯沸器
と連動）の連動スイッチの電源コードの差込みが抜けていることに気付かず使
用したためシャワー室内に排気ガスがあふれ、ＣＯ中毒。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-24号A
製造年:1974年

TG 釧路ガス株式会社

1990/7/29 香川 高松市 漏えい着火 0 0 1
外釜式風呂の浴室内リモコンで点火操作したところ、点火せず、ガスが漏えい
し排水口を通じ浴室内浴槽下にガスが溜まり爆発したものと推定される。 風呂釜 ツチヤ 不明 LP 有限会社上原燃料店

1990/8/2 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜に点火したまま寝込んでしまい火災となった。

風呂釜 不明 不明 LP 株式会社河本商店

1990/8/4 京都 網野町 漏えい着火 0 0 2
器具未接続側の２口ガス栓を誤って開栓し、湯沸器の種火が漏えいガスに引火
爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 浜詰農業協同組合

1990/8/4 大阪 岸和田市 漏えい着火 0 0 1
夜半に煙草に火を点けたところ爆発した。漏えい箇所不明。

コンロ 不明 不明 LP 個人

1990/8/5 岐阜 本巣町 漏えい着火 0 0 0
器具未接続側の２口ガス栓を誤って開栓し、コンロに点火したところ、漏えい
ガスに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 本巣郡農業協同組合

1990/8/5 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 1

容器バルブが閉の状態で風呂釜に点火したため立ち消えとなり、風呂釜のコッ
クを開いたまま、容器バルブを開栓し、点火操作を行ったため、滞留ガスに引
火爆発した。

風呂釜 日立 不明 LP 雄伸興業株式会社

1990/8/6 岐阜 可児市 漏えい着火 0 0 3
飲食店でゆで麺器とフレキ管との接続部に何らかの外圧が加わり破損し、再点
火した際、漏えいガスに引火爆発した。 金属フレキ管 不明 不明 LP 株式会社マルエイ

1990/8/7 福井 武生市 漏えい着火 0 0 3
末端ガス栓からゴム管が外れ、漏えいしたガスに冷蔵庫のサーモスタットに
よって着火爆発した。ゴム管が外れた原因は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 武生市農業協同組合

1990/8/7 栃木 真岡市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に着火しようとして何回か点火操作を繰り返し、滞留したガスが爆発し
た。（安全装置なし） 風呂釜 不明 不明 LP 飯塚商店

1990/8/10 長野 長野市 漏えい着火 0 0 0
風呂を点火したまま消火せず出火した。加熱防止装置があったが作動しなかっ
た。 風呂釜 不明 不明 LP 有限会社藤沢燃料

1990/8/11 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜の交換中、末端ガス栓との接続が合わず、家人に末端ガス栓と接続され
ていない旨等を伝言していたところ、外出から戻った者が内容を理解せず点火
し、爆発したもの。

末端ガス栓 不明 不明 LP 丸富商会

1990/8/12 茨城 鹿島町 漏えい着火 0 0 5

飲食店で爆発音とともに出火。ボンベ、配管、燃焼機器にも異常がなく、機器
未接続の末端ガス栓が開栓状態であったことから、誤って開けたと推定され
る。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社戸村設備

1990/8/12 神奈川 川崎市 漏えい着火 1 0 1
燃焼器に未接続のゴム管のみ付いた末端ガス栓を誤開放し、コンロに点火しよ
うとした際、漏えいしたガスに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社ヨシザワ

1990/8/14 青森 大畑町 漏えい着火 0 0 1

コンロに点火しようとしたところ点火せず、そのまま放置し、煙草を吸おうと
ライターを点けたところ爆発した。２口末端ガス栓の機器未接続側が開栓さ
れ、ゴムキャップが外れていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社佐藤石油商会

1990/8/16 島根 益田市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続の２口末端ガス栓を誤開放し、コンロに点火したところ、漏えいガ
スに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 瀧川産業株式会社

1990/8/17 岩手 花巻市 漏えい着火 0 0 2
器具未接続の側の２口ガス栓を誤って開栓されている状況に気づかず、煙草を
吸おうとしてライターを点けたところ、漏えいガスに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 花巻ガス株式会社

1990/8/17 埼玉 嵐山町 漏えい着火 0 0 0
器具未接続の側の２口ガス栓を誤って開栓し、コンロに点火したところ引火爆
発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社松浦商会

1990/8/17 福井 鯖江市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続の側の２口ガス栓を誤って開栓し、コンロに点火・調理したところ
引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 若竹燃料店

1990/8/17 栃木 鳥山町 漏えい着火 0 0 1
飲食店で炊飯器の着火操作を繰り返したところ漏えいガスに引火爆発した。
（安全装置なし） 炊飯器 パロマ 不明 LP 有限会社よろづや

1990/8/24 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 0
コンロを使用中、燃焼器に未接続のゴム管のみ付いた末端ガス栓を誤開放した
ため、漏えいしたガスに引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社鈴木燃料
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1990/8/28 愛媛 川之江市 漏えい着火 1 0 0

朝食の準備中漏えいしていたガスに引火爆発した。配管には異常なく、ゴム管
のバンドがコンロに溶着していたこと、末端ガス栓とコンロの栓が全開となっ
ていたことから、ゴム管から漏えいしたガスにコンロの火が引火したものと推
定される。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社三好石油店

1990/8/31 茨城 千代田村 漏えい着火 1 0 0
何らかの原因で小爆発があり火災が発生した。原因は不明。

不明 不明 不明 LP 川尻プロパン商会

1990/9/1 福井 小浜市 漏えい着火 0 0 2
漏えいガスに引火し爆発。原因等不明。末端ガス栓は閉、コンロの器具栓も開
の状態であった。 コンロ パロマ PA-35NK LP 井田石油株式会社

1990/9/3 鳥取 智頭町 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火しようとしたところ漏えいガスに引火・爆発した。ゴム管が器具
側で外れていたが、爆発前かは不明であり、漏えい原因は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 八幡タンス店

1990/9/4 兵庫 西脇市 漏えい着火 0 0 0
コンロを点火し、やかんを載せず放置していたところ、近くにあった炊飯器用
ゴム管が燃え、壁に延焼した。 ゴム管 不明 不明 LP 山陽ガス株式会社

1990/9/4 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 5 0

前日、内装工事業者が工事のため別店舗にある換気ダクトの共用電源を切った
まま帰り、翌朝、当該建物のパン屋にて、換気ダクトの共用電源が切れている
ことに気付かずパン焼き器を使用したため、厨房内に排気ガスがあふれ、従業
員５名がＣＯ中毒。

業務用パン焼き器 ワールド精機 WG-43T TG 北海道ガス株式会社

1990/9/10 埼玉 草加市 漏えい着火 2 0 0
近所の人が爆発音を聞いているが、建物全焼、当事者死亡のため原因不明

不明 不明 不明 LP 草加農業協同組合

1990/9/21 山梨 韮崎市 漏えい着火 0 0 0
コンロで火を沸かしながら湯沸器を点火しようとしたところ、操作を誤り漏え
いしたガスにコンロの火が引火した。 小型湯沸器 松下 5D4V LP 平賀商店

1990/9/22 長野 戸倉町 漏えい着火 0 0 1
機器未接続の末端ガス栓を誤開放し、コンロに点火した結果漏えいガスに引火
爆発 末端ガス栓 不明 不明 LP 戸倉上山田プロパン株式会社

1990/9/22 山梨 一宮町 漏えい着火 0 0 0
コンロの使用後、器具栓を完全閉止せず、ガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモス
タットが着火源となり引火。 コンロ 不明 不明 LP 山梨一宮農業協同組合

1990/9/24 新潟 佐和田町 不完全燃焼 1 1 0

浴室にホテル等で使用するユニットバスを置き、脱衣所の湯沸器（７号）で給
湯していた。排気筒が未設置で違反であることを指摘したが改善されてなかっ
た。

大型湯沸器 サンヨー GB-700P LP 株式会社サドプロ

1990/9/25 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 1

ガス栓に接続されているゴム管とゴムキャップを切断して自殺を図り、放出さ
せたガスに何らかが着火源となり爆発。１名が巻き添え火傷、近隣窓ガラス破
損。

ガス栓 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1990/9/26 青森 木造町 漏えい着火 0 0 1
機器未接続末端ガス栓を誤開放し、コンロに点火操作をした結果、漏えいガス
に引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社長尾商店

1990/9/26 愛知 阿久比町 漏えい着火 0 0 1

屋外設置の風呂釜に点火したところ爆発した。風呂釜近くは損傷がなく、屋内
の湯沸器、コンロからガスが漏えいし、引火したものと推定されるが原因不
明。

不明 不明 不明 LP マルショー商会

1990/9/28 大阪 美原町 漏えい着火 0 0 1
機器未接続末端ガス栓を誤開放し、煙草を吸おうとライターに点火したところ
引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社イケダ

1990/9/29 沖縄 宜野湾市 漏えい着火 0 0 1

工場内の業務用コンロを使用中何らかの理由で立ち消えし、ガス臭がしたにも
かかわらず放置していたところ、漏えいガスが何らかの着火源で引火し爆発し
た。

コンロ 不明 不明 LP 宜野湾市農業協同組合

1990/9/30 和歌山 すさみ町 漏えい着火 0 0 0
機器未接続末端ガス栓を誤開放し、その後コンロを点火したところ末端ガス栓
付近で引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 田中石油店

1990/10/1 沖縄 与那城村 漏えい着火 0 0 2

屋台で残ったたこ焼きを温めるため、たこ焼き器を点火しようとしたところ、
なかなか付かず、ガス切れと思い、火の着いた割り箸を足で消そうとしたとこ
ろ滞留していたガスに引火爆発した。

たこ焼き器 不明 不明 LP 合資会社島袋ガス

1990/10/3 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1

コンロに鍋をかけたまま寝込んでしまい１－２時間後に気付き、コンロ近くの
ふきんが燃えているの消火した。ただし器具栓を閉めるのを忘れ、翌朝、コン
ロを再点火する際漏えいしていたガスに引火した。

コンロ リンナイ KG-88D LP 有限会社丸友北暖商興

1990/10/3 滋賀 甲西町 漏えい着火 1 0 0
コンロ使用後、ガス栓を閉めようとしたが、誤って未使用側を開放したためガ
スが漏えいし、タバコに火をつけたところ爆発。 ガス栓 不明 不明 LP 湖東マルヰ株式会社

1990/10/11 神奈川 逗子市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火したが着火状態を確認せず、約２０分後に確認したところ消火さ
れていたため、再点火したところ漏えいしていたガスに引火し爆発した。 風呂釜(CF式) ノーリツ GSU-4A LP 三ツ輪液化ガス株式会社

1990/10/15 長野 南相木村 漏えい着火 0 0 1
ガス炊飯器を点火したところ、漏えいしていたガスに引火爆発した。コンロの
ゴム管にネズミによる損傷が見つかった。 ゴム管 不明 不明 LP 南相木村農業協同組合

1990/10/16 埼玉 越谷市 漏えい着火 0 0 2

内装業者が台所改装のためガス栓を撤去し、そのままの状態で帰った後、当該
室の入居予定者が気付かずにメーターコックを無断開栓（開栓前、封印あり）
し、ガスレンジの点火操作を行ったところ爆発。当該室内内装剥離、窓ガラス
破損。

メーターコック 不明 不明 TG 東武ガス株式会社

1990/10/17 埼玉 川越市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火後、約２０分で確認したところ立ち消えしており、窓を開けて換
気した後、再点火したが滞留ガスに引火爆発した。 風呂釜 サンケイ EK-3G LP 有限会社新井ガス興業
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1990/10/17 岐阜 輪之内町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロにやかんをかけたまま外出し、１時間後に戻ったところ勝手場ふき
んから火がでていた。 コンロ リンナイ RTIKS LP 海津燃料

1990/10/18 沖縄 読谷村 漏えい着火 0 0 1

スーパーの総菜売り場で、炊飯器とフライヤーに点火し、３０分後に別バー
ナーに点火したところ、炊飯器のゴム管部分から火がでた。漏えい原因は不
明。

ゴム管 不明 不明 LP 比謝川ガス株式会社

1990/10/21 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 1

自殺を図るため、ガス栓に接続されているゴム管にビニールホースを差し込
み、寝室までホースを引きガスを放出させたが、何らかが着火源となり爆発。
１名が巻き添え火傷。

ゴム管 不明 不明 TG 旭川ガス株式会社

1990/10/21 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1

技工バーナー用水封安全器の水量が不足したためガスが漏れ、ガス臭を感じた
当該宅住人が当該室に入り、照明替わりにライターの火を点火したところ爆
発。当該建物一部破損、近隣の建物及び自動車の窓ガラス破損。

工業用機器水封安全器 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1990/10/25 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 0
アパートの共同浴場の風呂釜に点火したが空焚きとなり、安全装置により消火
したものの、循環パイプが溶け、その熱により壁中の木材等が着火した。 風呂釜 高木産業 TP-A10K LP 有限会社スギタ商店

1990/10/26 青森 東通村 漏えい着火 0 0 1

給食調理室の炊飯器が着火しないため、機器の蓋を開けて再点火したところ着
火爆発した。点火装置に電源を供給するコードが接触不良となっていた。数日
前から調子が悪かったがメーカーに連絡していなかった。

炊飯器 日本調理機器 PRC-22 LP 中西商店

1990/10/27 山口 徳山市 漏えい着火 0 0 1

末端ガス栓に消費者自ら、ストーブとゴム管のみを接続していた。ストーブ使
用中、誤ってゴム管のみ接続された方の末端ガス栓を開放したため漏えいガス
に引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 日之出石油ガス株式会社

1990/10/31 長野 長野市 漏えい着火 0 0 0
飲食店で、炊飯器を使用する都度、ゴム管に接続していたところ、ホースバン
ドを締め忘れ、漏えいしたガスに炊飯器の火が引火した。 ゴム管 不明 不明 LP 長野市中央農業協同組合

1990/10/31 滋賀 多賀町 漏えい着火 0 0 0
機器未接続の末端ガス栓を誤開放し、カセットコンロに点火したため漏えいガ
スに引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 上池商事株式会社

1990/11/1 北海道 伊達市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火しようとして、誤って機器未接続末端ガス栓を開放したため、漏
えいしたガスにコンロから引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社斉藤商店

1990/11/3 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火しようとした際、爆発が起こった。漏えい元、原因不明。

コンロ リンナイ RTS3AH13-L LP フジ高圧株式会社

1990/11/4 愛知 刈谷市 漏えい着火 0 0 1

コンロ台が腐っており、体重をかけたところコンロが台から落ち、ゴム管が末
端ガス栓から外れ、ガスが漏えいし、風呂の種火又は冷蔵庫のサーモスタット
により引火した。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社丸賀プロパン

1990/11/7 島根 大田市 漏えい着火 0 0 1

機器に未接続のゴム管のみ付けた末端ガス栓を誤って開放し、コンロに点火し
ようとしたところ点火しなかったためそのままにしておいた。しばらくしてガ
ス臭がしたため、末端ガス栓を閉めようとしてあわててコンロの点火ボタンを
押した際、引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 瀧川産業株式会社

1990/11/9 滋賀 彦根市 漏えい着火 0 0 0
末端ガス栓に機器に未接続のゴム管を着けたままにしており、誤ってガス栓を
開栓し、コンロの点火操作を繰り返したところ引火爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP セト民商店

1990/11/10 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 2
飲食店で機器未接続末端ガス栓を誤って開放しコンロの火が引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 芳野石油株式会社

1990/11/11 愛知 刈谷市 漏えい着火 0 0 1
コンロを使用中煮こぼれにより立ち消えし、漏えいしたガスに外にある風呂釜
から引火爆発した。 コンロ トヨクニ TIC-217S LP 奥田商店

1990/11/12 埼玉 日高町 漏えい着火 0 0 3
たこ焼き器の点火棒が当たったため、器具栓が開き、たこ焼き器を点火したと
ころ、着火・爆発した。 たこ焼き器 西日本酵素 不明 LP 日高ガス販売株式会社

1990/11/12 静岡 焼津市 不完全燃焼 2 0 0

屋内に設置されたＣＦ式風呂釜の給気口付近及びノズル周辺にほこりが付着
し、給気不足となり風呂釜が不完全燃焼となって、すすが発生したためフィン
が閉塞し、排気ガスが室内にあふれ、ＣＯ中毒死。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GSP-2M
製造年:1982年

TG 東海ガス株式会社

1990/11/13 埼玉 八潮市 不完全燃焼 3 1 0

室内にて家族４人が倒れているのが発見され、ＣＯ中毒によるものと断定され
た。風呂釜の排気筒の逆風止めが落下したことによる排気不良によるＣＯ中毒
と推定。（死亡日時は１２日午前０時頃）

風呂釜(バーナー、CF式) 世田谷製作所 TA-205 LP 大曽根産業株式会社

1990/11/13 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1
業務用コンロに点火しようとして、器具栓を開き、しばらくしてマッチで火を
つけようとしたところ引火した。 コンロ 不明 不明 LP 有限会社山勇燃料

1990/11/16 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0

店員が、当該宅のガスストーブ取り外しの際、家人にガス栓は閉まっていると
言われたこと及びガス栓側ゴム管が取り外し難い場所にあったことから、器具
側でゴム管を外し、ガスが放出されていないことを確認。しかし、実際にはガ
ス栓が開放状態であったため（山積みされていた本でゴム管がつぶれてい
た）、家人が室内を整理したところゴム管からガスが漏えいし、爆発。着火源
は空気清浄機と思われる。当該宅の屋根及び外壁損傷。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1990/11/20 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 0
風呂を沸かしている際、水栓が不十分であったため水が漏れ、空焚きとなっ
た。 風呂釜 不明 INA-TA-205 LP 藤野屋商店

1990/11/21 広島 府中市 漏えい着火 0 0 5

飲食店で鉄板焼用コンロに点火したが、未着火でガスが漏えいし、１０分後ガ
ス漏れ警報器が鳴っているにもかかわらず、別のコンロに点火した際、滞留ガ
スに引火爆発した。

コンロ 不明 不明 LP 安藤商店
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1990/11/21 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 2
器具が接続されていないガス栓を誤開放したためガスが漏えいし、気づかずに
コンロを使用しようとしたところ爆発。 ガス栓 不明 不明 LP 四国ガス燃料株式会社

1990/11/22 埼玉 志木市 漏えい着火 0 0 1
風呂に入るため、大型湯沸器に点火したが、完全に点火しておらずガスが漏
れ、煙草の火から引火爆発した。 大型湯沸器 パロマ PH-12A LP 有限会社田中燃料店

1990/11/23 新潟 小木町 漏えい着火 0 0 2
コンロに点火する際、立ち消えしたため、再度点火するためマッチの火を点け
たところ漏えいしていたガスに引火爆発した。 コンロ 不明 不明 LP 大和屋

1990/11/25 北海道 上ノ国町 漏えい着火 0 0 1
末端ガス栓から湯沸器に接続されているゴム管にネズミによる損傷があり、蛍
光灯を点火した際、漏えいしたガスに引火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 上ノ国町農業協同組合

1990/11/29 富山 魚津市 漏えい着火 0 0 0

事務所でコンロを点火したところ、モップ及びコンロ側壁内から煙りが上がっ
た。２口の末端ガス栓からコンロとストーブを使っていたが、ストーブを移動
した際、接続ゴム管が緩みガスが漏えいした。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社シミズ

1990/12/5 千葉 船橋市 漏えい着火 1 0 0
会社宿舎の食堂で、炊飯器に点火し、仮眠していたところ、爆発した。３台の
ガス炊飯器のうち１台の炊飯器がホースの先で外されていた。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社簗場商店

1990/12/5 東京 江東区 不完全燃焼 1 0 0

ＣＦ風呂釜の熱交換器のフィン部の損傷及びバーナー部付近の水管亀裂による
水蒸気の発生から、風呂釜が不完全燃焼。また、排気筒内部に異物があり、排
気能力が低下し、排気ガスが浴室内にあふれ、ＣＯ中毒死。

風呂釜(CF式) グレイス
GK-100
製造年:1986-1987年

TG 東京ガス株式会社

1990/12/8 愛知 碧南市 漏えい着火 0 0 0
コンロに一度点火し、その場を離れ再度戻った際立ち消えしていたため、再度
点火したところ漏えいしていたガスに引火した。 コンロ 不明 RTS2K LP 明石プロパン株式会社

1990/12/9 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 1
コンロの閉止をする際誤って機器未接続の末端ガス栓を開放し、しばらくして
から煙草に火をつけようとした際、漏えいガスに引火し爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 飯塚プロパン株式会社

1990/12/11 埼玉 東松山市 漏えい着火 0 0 1
消費者がガスストーブを自ら取り付けた際、接続不良となり、漏えいしたガス
がコンロに点火した際爆発した。 ゴム管 リンナイ R480 LP 有限会社ヤジマ燃料店

1990/12/11 北海道 帯広市 不完全燃焼 2 0 0

ＦＥ式大型湯沸器のコントロールボックスが配線変更されていたため燃焼時に
排気扇が作動せず、湯沸器が不完全燃焼し、浴室内に排気ガスが充満し、ＣＯ
中毒死亡。さらに、排気ガスが天井を伝わって上階に流れ、上階の住人１名を
巻き添えでＣＯ中毒死。平成１８年８月の製品安全総点検において、安全装置
の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-101F
製造年:1981年

TG 帯広ガス株式会社

1990/12/14 東京 稲城市 漏えい着火 0 0 1

ガス栓の接続口にドライバーと思われる傷跡があったこと、安全アダプターが
無くなっていたこと及びガスの消費量が急増していたことから、故意にガスを
放出させたが、何らかが着火源となり爆発したものと推定。２名が火傷、上階
室全焼、近隣窓ガラス破損。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1990/12/17 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 1

コンロを買うつもりで、ガスが来ているかどうか末端ガス栓を開放したが、閉
栓するのを忘れているうちに、漏えいしたガスにテレビが着火源となり爆発し
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社丸山商会

1990/12/18 宮城 気仙沼市 不完全燃焼 1 0 0
換気のない浴室（窓閉、換気扇は故障）で、不完全燃焼防止装置未着の湯沸器
からホースを引き洗髪に使用し、不完全燃焼により一酸化炭素中毒となった。 小型湯沸器 日立 不明 LP 株式会社内海石油

1990/12/18 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0
機器に接続されていない末端ガス栓を誤って開放しコンロの点火によって引火
爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社梅沢商事

1990/12/19 広島 府中町 漏えい着火 0 0 0
機器に接続されていない末端ガス栓を誤って開放したことに気づかず、ガスス
トーブの点火操作をし、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東広島食糧企業組合

1990/12/20 宮崎 宮崎市 不完全燃焼 1 0 0

浴室に取り付けた５号湯沸器で直接浴槽に給湯していたところ、浴室内の換気
不足で長時間使用したため一酸化炭素中毒を起こした。当該湯沸器は消費者が
直接取り付けたものであった。

小型湯沸器 不明 不明 LP 有限会社協和プロパン

1990/12/27 埼玉 川口市 漏えい着火 0 0 1

飲食店で開店準備中、２段重ねのオーブンレンジの器具栓を同時に開栓し、上
段を点火した後、下段に点火するまで２分間くらい間があったため、その間に
滞留したガスが、下段に点火した際に爆発した。

オーブン BAKERS PRIDE 不明 LP 埼玉シナネン販売株式会社

1990/12/28 香川 高松市 漏えい着火 0 0 1

コンロをキャビネット接続ものと取り替えた際、元使用していた古いゴム管と
ホースバンドを使用したため、隙間からガスが漏えいし、離れた所にあった石
油ストーブから引火した。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社原田商事

1991/1/3 群馬 富士見村 漏えい着火 0 0 1

台所でガステーブルを使用中、左側テーブルのコックを完全に閉止していな
かったため、左側テーブルから漏えいしたガスが台所に滞留し、右側テーブル
に点火すると同時に引火、台所が小爆発状態となり火災が発生した。

コンロ 不明 不明 LP 今井商店

1991/1/3 東京 練馬区 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブ点火時に、点火が悪く１０数回点火操作を行っているうちにガス
が漏えい引火した。消費者は販売店の調査点検を受けずに使用していた。 ストーブ リンナイ 不明 LP 吉田燃料店

1991/1/3 愛媛 伊予三島市 漏えい着火 0 0 2

掘りごたつの中に入れたガスコンロに点火しようとマッチに火をつけ、こたつ
布団を開けたところ燃え上がった。前日使用した際、火を消したがコックが若
干開いていたため、掘りごたつ内にガスが漏えい、充満していた。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社篠原金物店

1991/1/5 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0
排気を排気筒で天井裏空間部へ導き、排気扇で排出する構造であったが、排気
扇を使用しなかったため、不完全燃焼を起こし、ＣＯ中毒。 大型湯沸器 バイランド

US-13TIZX
製造年:1977年

TG 北海道ガス株式会社
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1991/1/7 北海道 釧路市 不完全燃焼 0 1 0

台所で湯沸器（５号）を使用していた母が倒れているのを息子が発見。２，３
日前より燃焼不良の兆候が見られたのにもかかわらず、換気扇を使用せずに湯
沸器を操作していた。

小型湯沸器 サンヨー GB-A63 LP 太陽燃料株式会社

1991/1/7 静岡 細江町 漏えい着火 0 0 1

ガスストーブとコックをつなぐゴム管とワイヤー入りビニールホースとの接続
部より漏れたガスが部屋に滞留し、何らかの着火源により引火爆発した。消費
者がガス機器の設置工事を行い、ガス販売店には連絡を行っていなかった。 コンロ 不明 不明 LP 株式会社池田屋商店

1991/1/8 北海道 北見市 不完全燃焼 0 1 0
ＢＦ式風呂釜の全面下部のカバーが正しく組立てられていなかったため、その
隙間から排気が浴室内に漏れＣＯ中毒。 風呂釜(BF式) ガスター

BF-SR
製造年:1989年

TG 北見市

1991/1/9 鳥取 湖山町 漏えい着火 0 0 0

保安センター職員の定期調査実施後、１時間ほどしてコンロに点火したところ
数分後に末端ガス栓のつまみが外れ、ガスが漏えいしコンロの火に引火した。
当該コックは早急に交換すべきと指定された末端ガス栓の一つであり、消費者
にその旨指摘したが、施設所有者が異なり、取替がすぐに行われなかった。

末端ガス栓 桂精機 KF-38 LP 有限会社敦賀商店

1991/1/12 山形 遊佐町 漏えい着火 0 0 0

２口コンロの点火スイッチが半開きの状態になっており、ここから漏れたガス
が石油ボイラーのサーモスタットに引火、爆発。前日コンロを使用した際、点
火スイッチを完全に閉止していなかった。

コンロ 不明 不明 LP 梶原燃料店

1991/1/12 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 1

ガスストーブを消して約１５分後に爆発音とともに火災が発生し、家屋等が全
焼した。安全ホースが元栓から外れており、部屋にあった火鉢の火が漏れたガ
スに引火したものと思われる。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社冨井液化ガス商会

1991/1/14 熊本 玉名市 漏えい着火 0 0 1
コンロに着火しようとしたが着火しなかったため、屋外の元栓を開放し、再び
着火しようとしたところ爆発した。 不明 不明 不明 LP 畠田燃料店

1991/1/16 茨城 石下町 漏えい着火 0 0 0

末端閉止弁からゴム管が外れてガスが充満していたため、閉止弁を閉止し換気
した。その後石油ファンヒーターに点火したところ、引火・爆発し火災となっ
た。末端閉止弁からゴムホースが外れた原因は不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 塚本産業株式会社

1991/1/16 愛媛 今治市 漏えい着火 0 0 1

１口コンロに着火しようとしたが着火しなかったため、消費者がボンベを取替
え、再度コンロに着火したところ、爆発・火災となった。ゴム管からの漏えい
とボンベ交換時にコンロの器具栓の閉め忘れによりガスが漏えいしたものと思
われる。

ゴム管
コンロ

不明 不明 LP 有限会社福田酸素商会

1991/1/19 和歌山 下津町 漏えい着火 0 0 0

従業員が厨房室のコンロに火をつけ、別のカウンターで作業をしていたとこ
ろ、突然爆発が起きた。コンロの火が立ち消えし、ガスが床に充満、何らかの
火がガスに引火したものと思われる。

コンロ 不明 不明 LP 抜井商店

1991/1/20 兵庫 播磨町 漏えい着火 0 0 0
風呂釜と元栓とを接続する低圧ホースのねじ込み（元栓側）が甘かったため、
ガスが漏えいし、風呂釜に点火した際、ガス漏れ箇所に引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 加古川ガス株式会社

1991/1/26 群馬 桐生市 漏えい着火 0 0 0

ガスストーブを石油ストーブに交換した際、末端配管を閉止する措置をとらな
かった。ガスを使用しなくなった旨の連絡を受けていなかった配送員が容器交
換を行うため、容器元弁を開放したところ、末端配管からガスが漏えいし、使
用していた石油ストーブの火がガスに引火し小火災が発生した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 小森谷商店

1991/1/27 奈良 川上村 漏えい着火 0 0 0

２口コックの一方につながれていたガスコンロの火をつけようとしたところ爆
発した。もう一方のコックは、ゴムホースでつながれているものの燃焼器はつ
ながれていない状態で開栓されていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 久保米穀店

1991/1/30 愛媛 宮窪町 漏えい着火 0 0 2

ライトバンでたこ焼き屋を営業していた消費者が、大判焼きを焼きながら、元
栓を閉めずにホースを抜いて掃除をしていたところ、車内にガスが漏れ、たこ
焼き器の火が引火し爆発が発生した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 中浜店

1991/2/2 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 0
料理中に消し忘れて外出し、煙によって立ち消えとなり放出したガスに引火小
爆発。 オーブン ターダ

LV-154
製造年:1976年

TG 西部ガス株式会社

1991/2/6 兵庫 北淡町 漏えい着火 0 0 0

コンロの掃除をしていたところコンロが落下、末端ガス栓からゴム管が外れ、
開かれていた末端ガス栓からガスが漏えい、何らかの火に引火して末端ガス栓
周辺を焼損した。当該末端ガス栓は取替の指摘を受けていたが、未改善のまま
放置されていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 北淡プロパン株式会社

1991/2/8 長野 長野市 漏えい着火 0 0 0
入浴後、風呂の点火状態中に水抜きを行ったため、出火し家屋が半焼した。

風呂釜 世田谷製作所
TA202
(S47.4設置）

LP 青木石油株式会社

1991/2/9 宮城 河北町 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の空焚きによる異常燃焼により風呂釜が過熱し、風呂場から出火、家屋
２棟が全焼した。 風呂釜 日硬 80年頃製造 LP 株式会社やまもとや商店

1991/2/11 大阪 池田市 漏えい着火 0 0 1

クッキングテーブルを使用し、テーブルの器具コックのみ閉止して就寝。翌朝
コンロに点火しようとしたところ、クッキングテーブルの裏側についたエンド
金具と床のボックスコックから導かれたゴム管の接続不良により徐々に漏えい
していたガスに引火、爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 個人

1991/2/11 新潟 柿崎町 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブのゴム管がガス栓側ではずれていたため、つけ直し点火したとこ
ろ爆発、火災。 ゴム管 不明 不明 TG 柿崎町

1991/2/12 滋賀 甲賀町 漏えい着火 0 0 0

ガスストーブを床BOXコック迅速継手式に接続して着火したところ、迅速継手
の接続部より火がついた。迅速継手の接続が不完全で微量のガス漏れがあり、
ストーブの火が引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 甲賀郡農業協同組合

75



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1991/2/12 滋賀 栗東町 漏えい着火 0 0 1
浴室内に設置してあるバランス式風呂釜に点火を数回行うが点火しなかったた
め、数分後に再点火を試みたところ爆発した。

風呂釜
(BF式)

松下 不明 LP 有限会社森野商店

1991/2/13 千葉 大原町 漏えい着火 0 0 0

台所の給湯栓の蛇口を開いたところ、洗面所に取り付けてある湯沸器（１５
号）付近で爆発し火災が発生した。湯沸器は１５年ほど使用しており、器具の
不調が原因となった可能性がある。

大型湯沸器(屋内・先止式) 松下 GW-153 LP 有限会社東海ガス商会

1991/2/13 富山 高岡市 漏えい着火 0 0 3
コンロに点火したところ、突然爆発がおこった。当事者が泥酔状態であったの
で詳細不明。 不明 不明 不明 LP 坂井燃料商店

1991/2/15 京都 木津町 漏えい着火 0 0 1

ストーブを使用後に火を消し、再度ストーブの火をつけたところ、漏れていた
ガスに引火、火災が発生した。ストーブの火力調整つまみをしっかりと戻して
いなかったため、ガスが漏えいしたと推定される。

ストーブ
(開放型)

不明 不明 LP 畠山燃料店

1991/2/16 長野 駒ヶ根市 漏えい着火 0 0 0

風呂に水を入れ風呂釜に点火したが、風呂の栓が不完全であったために水が抜
け、風呂釜が過熱し火災となった。風呂釜には空焚き防止装置がついていた
が、凍結のため作動しなかったものと推定される。

風呂釜
(CF式)

松下 GF-138 LP 木下燃料株式会社

1991/2/18 秋田 秋田市 不完全燃焼 1 0 0
排気ファン外付けのCF式湯沸器の排気扇コードが外れた状態でシャワーを使用
したため、排気が浴室内にあふれＣＯ中毒死。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PH-6号F
（排気扇PV3G外付有り）

TG 東部ガス株式会社

1991/2/19 埼玉 熊谷市 漏えい着火 0 0 2
金型予熱炉メーカが調整中の炉をメーカ担当者が帰った後、工場作業員が点火
操作したため爆発。 金型予熱炉 日坩築炉工業 不明 TG 東京ガス株式会社

1991/2/20 福岡 久留米市 漏えい着火 0 0 1
台所の隣の部屋でガスストーブの点火ミスにより部屋にガスが充満、台所へガ
スが流れて警報機が鳴った後、台所の灯油ストーブに引火し爆発した。

ストーブ
(開放型)

リンナイ P-20 LP 和泉プロパン有限会社

1991/2/21 千葉 浦安市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブに点火しようと点火動作を繰り返していたところ、突然燃え上
がった。

ストーブ
(開放型)

松下 GS-2408 LP 有限会社釼持商店

1991/2/22 埼玉 所沢市 漏えい着火 0 0 2

ファンヒーターからホースが外れかけていたため、ホースを取り付け、器具の
停止ボタンを押すつもりが誤って点火ボタンを押したため、漏れていたガスに
引火し爆発した。

ゴム管 不明 RC-205DT LP 株式会社木下商店

1991/3/4 北海道 本別町 漏えい着火 0 0 0
元栓を開いたところガスが漏えいし、何らかの着火源により引火、台所の壁を
焦がした。ゴムホースはネズミによるものと思われる穴があいていた。 ゴム管 不明 不明 LP 富士工業株式会社

1991/3/4 鹿児島 国分市 漏えい着火 0 0 1

コンロの火を消して就寝し、数時間後起きてタバコを吸うためライターに火を
つけたところ爆発、火災が発生した。コンロを止めた際に器具つまみを完全に
戻していなかったため、ガスが漏えいした。

コンロ 不明 PA-21F LP 株式会社コーアガス鹿児島

1991/3/5 東京 羽村町 不完全燃焼 0 3 0
一次空気口にほこりがつまり不完全燃焼している開放式小型湯沸器を換気扇を
回さずに使用したため、ＣＯ中毒。 小型湯沸器 パロマ

PH-5-3A
製造年:1981年

TG 武陽ガス株式会社

1991/3/6 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 5 0

ストーブをつけたまま風呂場でシャワーを使用していたところ、室内にいた５
人が一酸化炭素中毒を起こして倒れた。排気施設の工事時に排気口の外壁出口
部分を粘着テープでふさいでおり、ＣＯを含んだ排ガスが逆流し室内に漏れた
か、不完全燃焼を起こしてＣＯが発生したものと推定される。

大型湯沸器(FE式) リンナイ RUA-16WFD LP 株式会社リビングおくむら

1991/3/7 茨城 水海道市 漏えい着火 1 0 0
ガス漏えいが原因とみられる爆発火災が発生した。

不明 不明 不明 LP 白井石油株式会社

1991/3/8 和歌山 上富田町 漏えい着火 0 0 1
消費者の末端ガス弁の不完全閉止により、ガスが漏れ爆発が起きた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 丸正プロパン

1991/3/9 茨城 波崎町 漏えい着火 0 0 1
ガスによる漏えい爆発が発生した。

不明 不明 不明 LP 鹿島マルヰガス株式会社

1991/3/10 北海道 帯広市 ガス中毒 0 1 0
掃除するためにコンロを移動した際、ガス栓側でゴム管がはずれ、それに気づ
かず漏れたガスによるＣＯ中毒。 ゴム管 不明 不明 TG 帯広ガス株式会社

1991/3/11 長崎 時津町 漏えい着火 0 0 3

ガス炊飯器が故障し電気炊飯器を購入したため、消費者がガス炊飯器を取り外
し、コックが未使用となっていた。ガス栓が開いていたためガスが漏えいし部
屋に充満、居間にいた消費者がライターに火をつけた途端、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 星野管工設備株式会社

1991/3/17 熊本 宇土市 漏えい着火 0 0 0

病院に併設の台所で入院患者が湯を沸かすためコンロに火を着けたが消し忘
れ、湯が吹きこぼれてコンロの火が立ち消えを起こし、ガスが流出、室内の冷
蔵庫の火花により着火し、爆発・火災が発生した。

コンロ トヨクニ TK-216S LP 野添敏男商店

1991/3/19 愛知 津島市 ガス中毒 0 1 0
泥酔状態で帰宅後、２口ガスレンジを使用して着火を確認せず寝込んでしまっ
たため、漏れたガスによりＣＯ中毒。 コンロ パロマ PA-21F-1 TG 津島ガス株式会社

1991/3/21 滋賀 近江八幡市 漏えい着火 0 0 1

２口ガスコックのうち、ゴムキャップを外した側のコックを誤って開け、ガス
が出ている状態で、もう１口に取り付けられたガスストーブの器具栓を回し続
けたため、スパークが着火源となり引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社オギキチ

1991/3/22 茨城 利根町 漏えい着火 0 0 4
未使用の末端閉止弁を誤って開けたが、ガスが漏れていたことに気付き閉止弁
を閉めた。その後石油温風ヒーターのスイッチを入れたところ爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP つくばね石油株式会社

1991/3/23 北海道 帯広市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブの自動点火コックで点火操作をしたが点火しなかった。元栓が閉
じていたため元栓を開いて数分後、再点火操作をしたところ爆発した。

ストーブ
(開放型)

リンナイ R-6641 LP 株式会社帯広菱雄

1991/3/26 岐阜 岩村町 漏えい着火 0 0 2

台所でガス漏れ警報器が鳴っていたが、漏えい箇所が不明だったため、隣室の
ガスストーブのスイッチに触れた途端、爆発した。末端閉止弁から燃焼器具間
の低圧ホースの接続部分からガスが漏えいしたと推定される。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社丸岩
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1991/3/27 新潟 山北町 漏えい着火 0 0 0
ガスレンジのホースが外れ、そこから漏れたガスが何らかの着火源により爆発
した。 ゴム管 不明 不明 LP 大滝自転店

1991/3/27 大阪 泉大津市 漏えい着火 0 0 3
ガス漏れによる爆発・火災が発生し、火元とみられる共同住宅や付近の住宅等
が全半焼した。 不明 不明 不明 LP キタジマ園芸株式会社

1991/3/29 東京 八王子市 漏えい着火 0 0 1

ガスストーブを点火したまま寝込み、目を覚ましてストーブを再点火したとこ
ろ、漏えいしたガスに着火し爆発した。点火時あるいは点火後に何らかの理由
でホースがストーブから抜けたものと推定される。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社太田商店

1991/3/30 兵庫 加古川市 漏えい着火 1 0 0

室内でタバコに火をつけようとしたところ、突然爆発・火災となった。台所の
２口コックのうち、１口コンロに接続された側のコックが開いていたことか
ら、ガスの漏えいが原因と推定される。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社後藤商店

1991/3/31 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜の空焚きによる過熱により、火災が発生した。

風呂釜(屋内式) 日立 HC-HM-115A LP 池田興産株式会社

1991/4/1 宮崎 宮崎市 漏えい着火 0 0 2

消費者がガスコックをいじっていたところ、ガスが漏れだし、部屋にいた別の
消費者がタバコに火をつけようとライターに点火したところ、爆発を起こし
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社関本プロパン

1991/4/9 埼玉 川口市 不完全燃焼 0 3 0
食器洗いのため湯沸器（４号）を使用中、一酸化炭素中毒となった。換気不良
のため不完全燃焼を起こしたものと推定される。 小型湯沸器 パロマ PH4E LP 木之村商店

1991/4/11 岐阜 可児市 漏えい着火 0 0 1

風呂を使用するため中間コックを開けた後外出、帰宅後タバコに火をつけたと
ころ爆発炎上した。当該家屋は１口コンロ・湯沸器を取り外し使用中止の状態
にあった。帰宅時にガス漏れ警報器が鳴っても気づかなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社大澤燃料店

1991/4/11 長崎 佐世保市 漏えい着火 0 0 1

消費者がガスホースから湯沸器を外し末端ガス栓を閉止していたが、誤って末
端ガス栓を開放したためガスが漏えいし、コンロに点火しようとした際、その
圧電スパークに引火、火災となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP
くにひろガスエンジニアリング株
式会社

1991/4/12 千葉 館山市 漏えい着火 0 0 1

飲食店調理場でガス炊飯器に点火した瞬間、スープを温めていた中華コンロか
ら漏えいしていたガスに引火爆発した。中華コンロはスープが煮こぼれ、種火
が立ち消え状態だった。

コンロ 不明 不明 LP 有限会社ろ徳商店

1991/4/13 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 0
共同住宅の共同使用風呂で風呂釜に点火したが、浴槽から水漏れが起こったた
め、風呂釜が過熱して火災となった。 風呂釜 豊和工業 不明 LP 有限会社大村商店

1991/4/13 広島 福山市 漏えい着火 0 0 3

炊飯器が点火しなかったため、元栓を開けようと思い、誤って未使用の元栓を
開放した。未使用元栓にはゴムキャップがなく、漏えいしたガスに炊飯器の点
火火花が着火し爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社薮田商店

1991/4/14 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 1

弁当販売店でフライヤーに点火用具で点火しようとした際、別のフライヤーで
爆発が起きた。建物の損壊が著しく漏えい箇所は不明、ガス漏れ警報器は消費
者が取り外していた。

フライヤー 不明 不明 LP ガステックサービス株式会社

1991/4/15 大阪 東大阪市 漏えい着火 0 0 2
テーブルコンロ使用後、器具栓を完全に閉止しなかったためガスが漏れ、湯沸
器を点火した際に引火小爆発。 コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1991/4/21 福岡 北九州市 不完全燃焼 1 1 0
うどん店で業務用ダクトを換気扇を使用せず、めん釜、七輪を使用したため、
不完全燃焼を起こしＣＯ中毒。 業務用めんゆで器 日本調理機 不明 TG 西部ガス株式会社

1991/4/24 広島 福山市 漏えい着火 0 0 0

炊飯器が点火しないため、元栓を開けようとして未使用コックを誤開放したた
め、隣のガステーブルのとろ火がガスに引火し火災となった。未使用コックに
はゴムホースが接続してあった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有磨農業協同組合

1991/4/24 鳥取 三朝町 漏えい着火 0 0 3

旅館の食品庫で5kgボンベによりコンロを使用していたが、ガス臭いので窓を
開けたところ、漏れていたガスにコンロの火が引火した。配管末端がむき出し
であり、配管からの漏えいか、５kgボンベの接続不良。

不明 不明 不明 LP 鳥取忠燃株式会社

1991/4/24 熊本 小国町 漏えい着火 0 0 3
一般住宅でガス漏れが原因とみられる爆発が発生した。２口コックの片側には
湯沸器、もう一方にはホースがつながれていた。 末端ガス栓 不明 不明 LP 合資会社油屋金物店

1991/4/24 福島 郡山市 漏えい着火 0 0 1

台所の１口コンロに点火しようとしたところ、漏れていたガスに引火、爆発し
た。ＬＰガス用ゴムホースの末端に市販の水道用ホースをつなぎ、居間に引き
込んでブンゼンバーナーを使用していた。

ゴム管 不明 不明 LP 富山商店

1991/4/30 茨城 土浦市 漏えい着火 0 0 0
ガス漏れが原因とみられる爆発で共同住宅の一部が損壊した。

不明 不明 不明 LP 東部液化石油株式会社

1991/5/1 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1
台所の２口コックのうち、未接続のコックを誤って開いたためガスが漏えい、
室内に充満したガスに何らかの火が引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 片山商店

1991/5/5 愛知 名古屋市 漏えい着火 1 0 0
何らかの原因で漏れたガスが室内に充満、消費者はガス漏れに気付いていた
が、台所でコンロの点火スイッチをひねったため、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社コザカヤ

1991/5/8 沖縄 宜野湾市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロを使用中、３口バーナーの中央小口バーナーのつまみ部分から出火
した。 コンロ リンナイ 不明 LP 宜野湾市農業協同組合

1991/5/20 千葉 野田市 漏えい着火 0 0 0
台所の２口ガス栓が全開の状態で、漏れたガスに何らかの原因で引火し爆発、
火災。 ガス栓 不明 不明 TG 野田ガス株式会社
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1991/5/21 千葉 柏市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロの器具栓を閉止し、元栓を閉めるつもりで誤って未使用の元栓を開
放した。数時間後、誤開放に気付いて閉止し、窓を開けてタバコに火をつけた
ところ小爆発を起こし火災となった。なお、末端ガス栓にはキャップが付いて
いたため、微少漏えいしたか、器具栓の不完全閉止（立ち消え装置あり）によ
り漏えいしたかガス漏えいについて不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社鈴木屋

1991/5/22 鹿児島 鹿児島市 ガス中毒 1 0 0
やかんで湯を湧かそうと２口コンロを使用した際、着火を確認しなかったた
め、漏れたガスによるＣＯ中毒。 コンロ リンナイ

R-2KN
製造年:1983年

TG 日本ガス株式会社

1991/5/23 山口 菊川町 漏えい着火 0 0 0
居間のストーブに点火後、家の外に出たところ爆発が発生した。漏えいもとは
ガス炊飯器と推定。 炊飯器 パロマ PR200 LP 菊川町農業協同組合

1991/5/23 沖縄 名護市 漏えい着火 0 0 2

前日に従業員がフライヤーの点検をし、漏れがあったため一つのバーナーを取
り外した。事故当日、取り外しの連絡を受けていなかった別の従業員がフライ
ヤーに順次点火したところ爆発した。

フライヤー 不明 不明 LP 名護プロパン

1991/5/24 千葉 八千代市 漏えい着火 0 0 1
消費者が風呂に点火した際、浴槽の水栓がゆるんでいるのに気付かず、空焚き
したため火災が発生した。 風呂釜(屋内式) 不明 YX-315 LP 株式会社三浦商事

1991/5/28 新潟 小木町 漏えい着火 0 0 0
風呂場近くにある給湯用灯油ボイラーのスイッチを入れたところ、爆発が起き
た。爆発直前にガス臭がしていたが、ガスの元栓は閉止していた。 不明 不明 不明 LP 有限会社榎谷甚五兵衛商店

1991/5/30 東京 文京区 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式湯沸器の排気筒の屋外立ち上がり底部の蓋が腐食により脱落し、排気筒
内に鳥が巣を作ったため、排気が室内にあふれＣＯ中毒。 大型湯沸器(CF式) ナショナル

GW-104G
製造年:1980年

TG 東京ガス株式会社

1991/6/1 愛媛 宇和島市 不完全燃焼 0 3 0
美容室内に設置された開放式小型湯沸器を、冷房により締め切った状態で使用
したため、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒。 小型湯沸器 パロマ

PH-5
製造年:1983年

TG 四国ガス株式会社

1991/6/3 千葉 松戸市 漏えい着火 1 0 0

湯沸器の種火をつけようとしたところ爆発した。台所の２口コックのうち、一
方は２口コンロが接続されていたが、もう一方はガスストーブを取り外してゴ
ム管のみ・器具未接続であり、誤開放されたと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社二宮商店

1991/6/6 大阪 岸和田市 漏えい着火 0 0 1

コンロ（安全装置なし）に点火したが点火確認をせずに離れ、しばらくして
戻ったところコンロが点火していなかったため、再度点火作業を行ったとこ
ろ、漏れたガスに引火した。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社薮久ガス

1991/6/7 三重 阿児町 漏えい着火 0 0 1

飲食店でコンロのスイッチを入れたところ、漏えいしたガスに引火し爆発、火
災が発生した。消費者は前日、元栓・コンロの栓を閉め忘れたまま帰宅してい
た。

コンロ 不明 不明 LP 西村建材店

1991/6/7 福岡 飯塚市 漏えい着火 0 0 1

コンロが点火しなかったため、ゴムホースが接続された未使用閉止弁も開けて
何度かコンロのつまみを回すうちに着火。同部屋で使用していた洗濯機の電源
より引火し小爆発を起こした。

末端ガス栓 不明 不明 LP 大内田産業株式会社

1991/6/13 福島 岩代町 漏えい着火 0 0 1

ガステーブル（安全装置なし）に点火しようとしたがガス切れのため点火しな
かった。点火つまみをそのままにして屋外のガスを切り替え、再度点火したと
ころ、漏れていたガスに着火し炎上した。

コンロ 不明 不明 LP 有限会社善方商店

1991/6/14 奈良 奈良市 漏えい着火 0 0 2
風呂場に小型湯沸器を持ち込み、風呂釜のガス栓とゴム管で接続して使用した
ところ、ゴム管が外れ漏れたガスに引火爆発。 ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1991/6/17 北海道 函館市 漏えい着火 0 0 1

中間コックを閉栓したことを忘れガスコンロに点火したところ立ち消えしたた
め、コンロや元栓コックを操作していた。中間コックを開放後、コンロの点火
操作を繰り返したところ漏えいしたガスに引火、火災となった。

コンロ リンナイ RTS 3A LP 函館市亀田農業協同組合

1991/6/17 神奈川 藤沢市 漏えい着火 0 0 1

湯沸器を使ってシャワーを使用中、立ち消えして湯が冷たくなったため、湯沸
器を再点火したところ、湯沸器内に滞留していたガスに着火し爆発した。立ち
消え発生後、安全装置が作動するまでの間に少量のガスが漏えいし、滞留した
ものと推定される。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-16-BFA LP 藤沢プロパンガス株式会社

1991/6/18 兵庫 山崎町 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火したところ漏えいしていたガスに着火、爆発して火災となった。
湯沸器の種火が立ち消えしていた。

小型湯沸器
(元止式)

松下 DW-526(B) LP 森元ガス株式会社

1991/6/18 鳥取 気高町 漏えい着火 0 0 1

タバコに火をつけようとしたところ、漏れていたガスに引火した。２口コック
の未使用側は、燃焼器を取り外しゴム管を接続していた。２口コンロを使用す
るつもりで、ゴム管のみ接続していたコックを開放した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 岩村商店

1991/6/20 山形 村山市 漏えい着火 0 0 0

ガス炊飯器（安全装置なし）に点火したが火がつかなかったため、再点火した
が火はつかなかった。その後ガス炊飯器横の壁から出火した。漏えいしたガス
が、壁の隙間部分に滞留し、再点火の際内部で引火していたものと推定。

炊飯器 パロマ PR-300F LP 村山市農業協同組合

1991/6/24 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を誤り、再度点火時に漏れたガスに引火爆発。

風呂釜 セキスイ RH-A-4 TG 北海道ガス株式会社

1991/6/27 秋田 秋田市 漏えい着火 0 0 0
焼肉ロースターに点火したところ、両面のうち片側しか点火しなかったため、
数回つまみを回したところ、下方に滞留したガスに着火し爆発した。 ロースター 大日製作所 SR-26 LP 有限会社佐々木商店

1991/6/28 大阪 東大阪市 漏えい着火 0 0 1
消費者がオーブンを止めた後、数時間後に消費者の家族が台所で電灯をつけた
際、爆発した。 オーブン クリナップ 4CT LP 株式会社谷山住宅設備

1991/6/29 島根 温泉津町 漏えい着火 0 0 1
２口コンロの片方の器具栓を回して点火したところ、漏れていたガスに着火、
爆発した。事故前のコンロ使用時に、器具栓を完全に閉めていなかった。 コンロ パロマ PA-25NK LP 温泉津町農業協同組合
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1991/6/30 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
物品の出し入れ作業中に、誤って未使用のガス閉止弁を開いたため、ガスが流
出。タバコの火もしくは石油ストーブの火によって引火し火災が発生した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社羽田

1991/7/4 東京 国分寺市 漏えい着火 0 0 1

コンロに点火する際、２口コックのうち器具未接続コックを開放したため、漏
えいしたガスが近くのカセットコンロの火に着火、爆発した。当該コックは湯
沸器を接続していたが、故障したため電器店が取り外し持ち帰っていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 東京保安ガス株式会社

1991/7/6 福岡 三橋町 漏えい着火 0 0 1

厨房でガス漏れ警報器が鳴っていたため、元栓をしめ窓を開け、ホースのガス
漏れを調べるためライターに火をつけたところ爆発した。ガスコンロと元栓を
つなぐゴムホースにネズミがかじった跡があった。

ゴム管 不明 不明 LP 金子商店

1991/7/9 千葉 館山市 漏えい着火 0 0 1

鍋を２口コンロ（安全装置なし）にかけ器具栓を開いたが、点火しなかったた
め、器具栓を開いたまま、もう一方の器具栓を点火しようと開いたところ、火
が燃え上がった。

コンロ 松下 不明 LP 有限会社江田商店

1991/7/10 千葉 市川市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火しようとしたところ着火しなかったため、点火操作を繰り返して
いるうちに爆発した。 風呂釜(屋内式) 不明 ST アポロ2型 LP 條田重四郎商店

1991/7/16 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1
給湯器付風呂釜の点火操作時に、不点火時間中に放出したガスが器内に充満、
点火時小爆発し炎が出た。 風呂釜(屋内式) ガスター SRⅢバランス式 LP 東京エルピーガス株式会社

1991/7/17 大阪 大阪狭山市 不完全燃焼 0 5 0

室内にある風呂釜で沸かしていたところ、室内にいた５名がＣＯ中毒になっ
た。クーラーを使用していたので、室内を密閉しており給気が不完全となり、
不完全燃焼を起こした。

風呂釜(CF式) 不明 不明 LP 田中燃料店

1991/7/23 京都 福知山市 漏えい着火 0 0 0
炊飯器を別の炊飯器に取り替える際、元栓を閉めたが不完全閉止だったため、
付近で使用中だった２口コンロの火に漏えいしたガスが引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 三岳石油

1991/7/27 北海道 伊達市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロ・炊飯器に点火後、その場を離れて戻るとコンロ周りが燃えていて
火災となった。炊飯器を移動させた際、ゴムホースがコンロに触れ、コンロの
熱で破損しガスが漏えい、引火した。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社道南プロパン

1991/7/28 三重 菰野町 漏えい着火 0 0 2
ゴム管に切り傷と思われる跡があり、漏れたガスに何らかの原因で引火爆発、
火災。 ゴム管 不明 不明 LP 合同液化ガス株式会社

1991/7/29 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 0

コンロが点火しなかったため、２口コックを操作していたところ、誤って器具
未接続（ゴム管接続）のコックを開放したため、点火操作を繰り返していた火
花が漏えいしたガスに着火し火災が発生した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 富田産業株式会社

1991/7/29 山口 下関市 漏えい着火 1 0 0
コンロに点火したが点火ミスにより不着火であった。その後何らかの火源によ
り爆発し、家屋が全壊した。 コンロ 不明 不明 LP 藤井物産株式会社

1991/7/30 山形 中山町 漏えい着火 0 0 2
コンロが点火しないとの連絡を受けた販売店が消費者宅に向かったが、到着前
に爆発した。ゴム管がネズミにより損傷され、ガスが漏えいした。 ゴム管 不明 不明 LP 伊藤卯吉商店

1991/8/1 広島 佐伯町 漏えい着火 0 0 1

消費者の誤操作によりコンロ（安全装置なし）の器具栓を２口とも開けていた
ためガスが漏えい、室内にガスが充満したところ何らかの着火源により爆発し
た。

コンロ 不明 GS-60 LP 佐伯プロパン株式会社

1991/8/4 愛媛 新居浜市 漏えい着火 0 0 0
湯沸器が異常燃焼を起こし、屋外設置湯沸器上部の軒が燃えて飲食店内に煙が
充満、店舗の一部が焼失した。 湯沸器(屋外、先止式) 松下 GW-20TIR LP 正起ガス株式会社

1991/8/6 千葉 小見川町 漏えい着火 1 0 0

入居した消費者が、販売店に連絡せず自ら２口ガスコンロとゴムホースを取り
付け使用していたが、コンロと末端閉止弁間のゴムホースが末端閉止弁側で外
れており、ガスが漏えいしライターの火に引火して爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 平山燃料株式会社

1991/8/6 千葉 長柄町 漏えい着火 0 0 1
コンロの点火を繰り返しているうちに爆発し、火災となった。

コンロ 不明 不明 LP 長生農業協同組合

1991/8/7 埼玉 新座市 漏えい着火 0 0 1

ガス炊飯器を電器炊飯器に取り替えるためゴムホースを切断、炊飯器を取り外
していた。コンロを使用するために炊飯器側のコックを開いてしまい、ガスが
漏えい、コンロに点火しようとしたところ爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 加藤商店

1991/8/7 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1
未接続のガス栓を誤開放したため、漏れたガスにコンロの点火花火が引火爆
発。 ガス栓 不明 不明 LP 吉村アクティブ産業株式会社

1991/8/9 香川 白鳥町 漏えい着火 0 0 1

オーブン付きコンロに点火したところ急に爆発した。事故前にオーブンの火を
消した者が完全にスイッチを閉じていなかったため、ガスがオーブンの中に漏
えいしていた。

コンロ クリナップ 4CT-G LP 東讃農業協同組合

1991/8/14 京都 伊根町 漏えい着火 0 0 2

湯沸器が不良だったため、消費者がゴムホースから器具を外していた。消費者
の家族がコンロを使用するため、２口コックの両方（コンロ・器具未接続）を
開けたまま蚊取り線香をつけるためマッチを使用したところ、漏えいしていた
ガスに着火、小爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 伊根町農業協同組合

1991/8/15 新潟 青海町 漏えい着火 0 0 3

元借家人が風呂をガス釜から灯油釜に変更し、ガスのフレキホースの釜側を取
り外していた。家屋の持ち主が風呂を使用する際、ガス釜と勘違いしてガス栓
を開けたためガスが漏えいした。その後灯油釜の点火操作を行ったところ、ガ
スに引火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 日通商事株式会社

1991/8/15 島根 江津市 漏えい着火 0 0 0

フライパンをコンロ（安全装置なし）に置き、火を消し忘れたまま外出した。
フライパンが過熱しコンロ又はゴムホースに着火、一時的にガス漏れがおきて
コンロと炊飯器が燃焼した。

コンロ パロマ PA701-1 LP 江津石油株式会社
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1991/8/17 青森 八戸市 漏えい着火 0 0 1
２口コンロに点火したところ漏えいしていたガスに引火、爆発した。コックと
コンロを接続するゴムホースにネズミがかじった穴があいていた。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社水目沢商会

1991/8/21 静岡 富士市 漏えい着火 0 0 1

そうめんをゆでているうちに仮眠してしまい、鍋から吹きこぼれてコンロ（安
全装置なし）の火が消えた。コンロより漏れたガスが冷蔵庫のサーモスタット
により着火した。

コンロ パロマ PK-35SNK LP 株式会社一商会

1991/8/23 岡山 津山市 漏えい着火 0 0 1

２口コックの未使用側を開き放置していたため、元栓キャップの隙間からガス
が漏えいしていた。燃焼器具の着火装置を作動させたところ、着火し火災と
なった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社馬場商店

1991/8/25 京都 丹波町 漏えい着火 0 0 1
未接続のガス栓を誤開放したため、漏れたガスに風呂釜の点火火花が引火し爆
発。 ガス栓 不明 不明 LP 大京プロパン株式会社

1991/8/26 東京 日野市 漏えい着火 0 0 1
風呂を沸かそうと器具未接続（ゴムホース接続）の未使用コックを誤って開
放、放出したガスに使用中のガステーブルの火が引火し爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 東京南農業協同組合

1991/8/26 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 1

３口コンロ（安全装置なし）のうち２口に点火して使用後、１口のコンロを止
め、しばらくしてもう１口のコンロを止めた瞬間爆発した。先に止めたコンロ
のコックが誤操作により少し開いていた。

コンロ サンウエーブ 25年位前の製品 LP 有限会社平田ガスセンター

1991/8/30 神奈川 箱根町 ガス中毒 1 0 0
業務用コンロに接続されたゴム管の亀裂から漏れたガスによるＣＯ中毒死。

ゴム管 不明 不明 TG 小田原ガス株式会社

1991/8/31 大阪 枚方市 漏えい着火 1 0 2
共同住宅の１室の台所で爆発、火災が発生した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 関西ガス設備

1991/8/31 三重 明和町 漏えい着火 0 0 2
２口コンロで湯を沸かしていたところ、末端閉止弁の未使用側を誤って開放し
たため、室内に漏れたガスに引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 音金商店

1991/8/31 愛媛 中島町 漏えい着火 0 0 0
共同炊事場で２口コンロを使用後、２口コックの元栓のうち未使用側を誤って
開けて帰宅したため、ガスが漏えいし爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 中島青果農業協同組合

1991/9/1 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1
２口コックからガスホースが外れており、ガスが漏えいし爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社森金物燃料店

1991/9/1 千葉 鴨川市 漏えい着火 0 0 1
テーブルコンロより何らかの原因でガスが漏出し、点火した際爆発。

コンロ 不明 不明 LP オータキ産業株式会社

1991/9/2 茨城 潮来町 漏えい着火 0 0 1

コンロに火をつけた際、ガス警報器が鳴ったためコックを閉じ、マッチに火を
つけたところ、ガスに引火爆発した。流し台を設置するため、コンロのゴム
ホースを元栓から取り外していた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 長島セントラルガス株式会社

1991/9/8 長野 軽井沢町 不完全燃焼 1 1 0

入浴後に浴室で洗濯中意識を失って倒れた。血液検査の結果、CO中毒であるこ
とが判明。また、現場調査にて当該湯沸器が、排気スイッチが入っていない状
態で着火していたことが確認されている。平成１８年８月の製品安全総点検に
おいて、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-131F LP 司商事

1991/9/13 神奈川 横浜市 酸欠・その他 0 0 3

飲食店で６号湯沸器を使用していたところ酸欠となった。換気扇は２つ使用し
ていたが、湯沸器上の業務用レンジ上部の換気扇は止まっていた。長時間部屋
のドアも開閉されず、湯沸器の強制排気ファンも故障していた。

大型湯沸器 不明 不明 LP 池田興産株式会社

1991/9/14 岩手 盛岡市 漏えい着火 1 0 0

コンロ（安全装置なし）に鍋をかけたまま外出したため、鍋が溶けてコンロの
口をふさぎ、生ガスが流出、部屋に充満した。帰宅し、タバコに火をつけよう
としたところ爆発した。

コンロ 松下 不明 LP 有限会社白澤燃料店

1991/9/14 愛媛 大三島町 漏えい着火 0 0 2

２口コックのうち未使用側を誤って開け、間違いに気付いてコックを閉めたが
不完全閉止でガスが漏えいした。その後、コンロに点火したところ、ガスに引
火、爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 大三島町農業協同組合

1991/9/22 千葉 市原市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜にマッチで着火しようとしたが着火しなかったため、再度着火したとこ
ろ、漏れていたガスに着火・爆発した。当該風呂釜はマッチ点火式で、パイ
ロットバーナーが故障しており直接メインバーナーに点火していた。

風呂釜(屋内式) 不明 MM-1R LP 串田ガス工業株式会社

1991/9/24 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 0
テーブルコンロに接続されたゴム管が切断され、漏れたガスに何らかの原因で
引火し爆発した。 ゴム管 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

1991/9/26 宮城 大河原町 漏えい着火 0 0 1

外出前に元栓を閉めるつもりで未使用コックを開けた。帰宅後、コンロを使用
するため点火しようとしたところ、点火用火花が滞留していたガスに引火して
爆発を起こした。

末端ガス栓 不明 不明 LP 桶口燃料店

1991/9/27 広島 安芸津町 漏えい着火 0 0 1

台風による停電中、誤って２口コックを開けたため、未使用コックからガスが
流出した。ガスが出る音に気付き、ローソクを持って台所に入ったところ、
ローソクの火に引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 広島ガス安芸津販売株式会社

1991/10/1 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 0

２口コックにガスコンロとガス炊飯器を接続していたが、ガス炊飯器を取り外
した。取り外したコックにキャップをしていなかったため、コンロ使用時に未
使用側を開放してしまい、コンロの点火火花に着火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 川戸商店

1991/10/3 千葉 鎌ヶ谷市 不完全燃焼 2 0 0

風呂の点火用つまみが故障していたため、消費者が仮のつまみを作って使用し
ていた。釜上部を開放していたため、排気が煙突に流れず不完全燃焼をおこ
し、家屋に一酸化炭素が充満した。

風呂釜(屋内式) 不明 GSU-4RP LP 株式会社ケーイージー

1991/10/4 島根 美保関町 漏えい着火 0 0 1
誤って未使用コックを開放後、コンロに火をつけたため爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社木挽商店

1991/10/7 千葉 佐原市 漏えい着火 0 0 1
タバコに火をつけようとしたところ爆発した。コンロのゴムホースが五徳にふ
れて燃え、ガスが漏えいしたと推定される。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社三井プロパンサハラ
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1991/10/9 北海道 美深町 漏えい着火 0 0 4
コンロに点火したところ爆発した。普段から子供が炊飯器ホースで遊んでいた
ため、ホースが抜けたと推定される。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社園部商会

1991/10/12 鳥取 米子市 漏えい着火 0 0 0
何らかの原因で漏出したガスに、本人が着火したライターの火が引火し爆発。

不明 不明 不明 LP 株式会社米子合同ガス

1991/10/13 愛媛 新居浜市 漏えい着火 0 0 1

室内の清掃中、コンロからホースを外したが、元栓は開けていたためガスが漏
えいした。消費者は清掃を続け、別の部屋でタバコを吸うためライターの火を
つけたところ爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 正起ガス株式会社

1991/10/16 大分 大分市 漏えい着火 0 0 1
コンロで湯を沸かした後に就寝、目覚めてタバコを吸うためライターに火をつ
けたところ爆発した。 不明 不明 不明 LP 株式会社安部信男商店

1991/10/27 北海道 上富良野町 漏えい着火 0 0 0

コンロ（安全装置なし）に点火したが点火未確認のまま離れ、数分後に確認し
たところ点火していなかったため、再度点火操作を行ったところ、漏えいして
いたガスに着火し火災となった。

コンロ パロマ PA-35NK LP 上富良野農業協同組合

1991/10/27 北海道 札幌市 ガス中毒 1 0 0
ＦＦ式ストーブの機器内ガスパイプの腐食箇所から漏れたガスによるＣＯ中毒
事故。 ストーブ 三菱電機

VGB-40M-2
製造年:1981年

TG 北海道ガス株式会社

1991/10/27 北海道 北見市 ガス中毒 0 1 0
何ものっていないテーブルコンロの器具栓が開の状態となっていたため、漏れ
たガスによるＣＯ中毒。 コンロ ターダ LC-264 TG 北見市

1991/10/31 長崎 深江町 漏えい着火 0 0 1

コンロ（安全装置なし）にフライパンをのせ点火したが、着火未確認のまま寝
込んだ。その後、目を覚ましてタバコに点火したところ、ライターの火により
爆発した。

コンロ 不明 不明 LP 合資会社岸本石油店

1991/10/31 埼玉 妻沼町 漏えい着火 0 0 0

乾燥機を修理するため消費者が取り外したが、コックにキャップをしていな
かった。消費者の家族が乾燥機を使用するためコックを開けたところガスが漏
えい、何らかの火により爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 青木商店

1991/11/2 京都 京都市 漏えい着火 0 0 3

販売店が20kg容器と三又ゴムホースを引き渡し、消費者はたこ焼き器を三又の
一方に接続して使用したため、器具未接続側から漏えいしたガスに、使用中の
バーナーの火が引火し爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 上田順燃料店

1991/11/4 沖縄 与那原町 漏えい着火 0 0 0

調理室内のフライヤーの元栓及び器具栓を閉め忘れ、温度調整つまみを低温側
に戻していたため立ち消えしてガスが漏えいし、冷蔵庫のサーモスイッチ等か
ら着火、爆発した。

フライヤー サンウエーブ SF-018 LP 与那原町農業協同組合

1991/11/5 石川 田鶴浜町 漏えい着火 0 0 5
クッキングテーブルにおいて鍋物をするため２口コックの片方にゴムホースを
接続し食事をした後、爆発した。ゴムホースが抜け、ガス漏れした。 ゴム管 不明 不明 LP 吉川商店

1991/11/7 兵庫 中町 漏えい着火 0 0 0

電気店が２口コンロを販売し取り付けたが、コンロとゴム管の接続が不完全
だったためガスが漏えい、消費者が元栓を開いてコンロに点火しようと器具
コックを開いたところ着火してコンロを焼損した。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社杉浦商店

1991/11/12 北海道 北見市 漏えい着火 0 0 1

消費者が所持していた5kg容器にコンロを接続して使用していたが、誤って末
端閉止弁を開放し、容器バルブも開放してコンロに点火したため、漏れていた
ガスに引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社東部第一

1991/11/12 山形 酒田市 漏えい着火 0 0 0
ストーブを使用中、末端閉止弁と器具用ソケット、ガス栓用プラグの接続部よ
りガスが漏れ、ストーブの火に着火した。 ゴム管 不明 不明 LP 酒田市北部農業協同組合

1991/11/14 山口 下関市 ガス中毒 2 0 0
母親が出勤後、子供が料理をしようとし、テーブルコンロの器具栓を開けたが
点火せず、漏れたガスによるＣＯ中毒死。 コンロ サンヨー電機 GC-M33 TG 山口合同ガス株式会社

1991/11/17 千葉 山田町 漏えい着火 0 0 1
炊飯器に点火したところ爆発した。ゴムホースにはネズミがかんだような孔が
あいていた。 ゴム管 不明 不明 LP 猿田商店

1991/11/18 神奈川 伊勢原市 漏えい着火 0 0 0

前入居者が末端閉止弁（２口）に接続されたホースを切断してコンロを取り外
した。新入居者は、もう一方の末端閉止弁に新たなコンロを取り付けたが点火
しないため、器具未接続の末端閉止弁を開き再度点火しようとしたところ、漏
れていたガスに引火し爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山田プロパン株式会社

1991/11/18 山梨 西桂町 漏えい着火 0 0 0
ガステーブルコンロに点火したまま外出したため過熱し、火災となった。

コンロ ハーマン LG2101R LP 吉田ガス株式会社

1991/11/25 群馬 太田市 漏えい着火 0 0 0
本人がテーブルコンロとゴム管を接続したが、不完全であったため、漏れたガ
スに石油ファンヒータの点火火花が引火爆発。 ゴム管 不明 不明 LP 東毛ガス株式会社

1991/11/26 佐賀 富士町 漏えい着火 0 0 0
風呂を沸かしたが、浴槽の栓が閉まっていなかったため空焚きとなり出火し
た。 風呂釜(屋内式) 不明 不明 LP 有限会社扇町石油店

1991/12/2 東京 渋谷区 不完全燃焼 1 0 0
開放式小型湯沸器を換気扇を回さずに使用したため、不完全燃焼を起こしＣＯ
中毒死。 小型湯沸器 パロマ

PA-104C(U)
製造年:1980年

TG 東京ガス株式会社

1991/12/8 東京 足立区 漏えい着火 0 0 1
ファンヒータ用ガスコードの抜けによりガスが漏出し、気づいていたが十分換
気をせずに点火したため爆発。 ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1991/12/10 岡山 井原市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに接続したゴムホースにねずみのかじった跡があり、漏洩したガス
に引火、爆発 ゴム管 不明 不明 LP 中国精油株式会社
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1991/12/11 愛知 豊橋市 不完全燃焼 1 0 0

出勤しない当事者を会社の同僚が訪問したところ、居間の電気こたつで死亡し
ている当事者を発見。浴室隣の台所に設置されている風呂釜は発見当時燃焼状
態にあった。風呂釜の排気筒に鳥の巣がつまっていることが判明。排気が妨げ
られ、風呂釜が不完全燃焼に陥ったものと考えられる。

風呂釜
(バーナー、CF式)

世田谷製作所 TA-297 LP 有限会社ナガシマ

1991/12/12 静岡 富士市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロのコックを完全に閉止しないまま外出。冷蔵庫のサーモスタットの
火花により漏れたガスに着火、爆発炎上。 コンロ 高木産業 TP-RS-32 LP 有限会社中川商店

1991/12/13 山口 徳山市 漏えい着火 0 0 0

二口コックの未使用側のキャップを外し、ゴムホースで延長し、コンロに接続
し、使用。使用後、コンロを整理したが、コックの元栓を閉めるのを忘れ、漏
れたガスが電気ストーブに引火、火災。

末端ガス栓 不明 不明 LP 周南マルヰ株式会社

1991/12/13 北海道 札幌市 ガス中毒 0 1 0
ストーブのゴム管を足で引っかけたため、漏れたガスによるＣＯ中毒。

ゴム管 不明 不明 TG 北海道ガス株式会社

1991/12/13 東京 文京区 不完全燃焼 1 1 0

大きな腐食孔のあるＢＦ式風呂釜を換気扇の運転中に使用したため、ダクトか
らBF式風呂釜の給排気トップを通って空気が浴室内に流れ込み、燃焼排気が上
から押さえられたことによる不完全燃焼を起こし、排気がその腐食孔から浴室
内にあふれＣＯ中毒死。

風呂釜(BF式) ガスター
BF-SR
製造年:1972年

TG 東京ガス株式会社

1991/12/15 宮城 築館町 漏えい着火 0 0 0

風呂釜のスイッチを入れたまま忘れ、容器バルブを締めて就寝。翌朝、風呂釜
の末端閉止弁が開かれたまま容器バルブを開放し、ガスコンロを使用。風呂釜
付近からのガス漏れに気づき、元栓を閉めたものの、換気を行わず釜に点火し
たため、充満していたガスに引火、爆発。モルタル壁内部の板が焦げて煙が上
がった。

風呂釜(屋内式) 不明 不明 LP 有限会社むかいだ

1991/12/17 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 1
ガスファンヒーターのゴム管を元コックから取り外した時、元コックを閉め忘
れ、家人がタバコに火を着けたところ漏洩していたガスに引火し、爆発 末端ガス栓 不明 不明 LP 谷清商店

1991/12/21 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

会社寮の風呂釜の点火を数時に亘り試みたが着火しないため、一旦は元栓を閉
止。約２０分後に着火状況がよく分からないため、前面のパネルを取り外しの
ぞき込むように着火したところ、爆発し、顔と手に火傷。

風呂釜(屋内式) 豊和工業 ポーラHB-82 LP 神奈川ホームガス株式会社

1991/12/21 京都 城陽市 漏えい着火 0 0 0

台所の末端閉止弁を開けようとしたところ、誤って器具に未接続の閉止弁を開
けたため、コンロの点火火花により漏洩したガスに着火し、火災。換気扇の焼
損等。

末端ガス栓 不明 不明 LP 大吉商店

1991/12/23 三重 長島町 漏えい着火 0 0 1

別荘に到着後、ボンベのバルブを開け、室内の燃焼器具の着火確認を行った
後、外出。帰宅後、ガスストーブに点火しようとしたときに漏洩していたガス
に引火・爆発。台所の未使用コックが開放状態で、ガス漏洩。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社糸見石油店

1991/12/24 東京 豊島区 不完全燃焼 1 0 0
不完全燃焼しているＢＦ式湯沸器の排気が、ダクト内にあいた隙間から天井
内、浴室内にあふれＣＯ中毒死。 大型湯沸器(BF式) パロマ

PH-13BFA
製造年:1982年

TG 東京ガス株式会社

1991/12/25 岩手 宮古市 不完全燃焼 1 2 0

美容師の夫が美容室を覗いたところ、客が洗髪台の前の洗髪用椅子に仰向けに
なり、美容師は椅子の陰で倒れていた。当日 初の客も気分が悪くなり帰宅。
燃焼器具は湯沸器と石油ファンヒーター。湯沸器は旧式でフード、ファン、
バーナーのおおむね左半分がススで黒くなっており、着火すると赤い炎とスス
がでた。フィンは目詰まり石油ファンヒーターは燃焼試験では異常なし。解剖
の結果、ＣＯ中毒と判明。

小型湯沸器 パロマ PH5号2AB LP 興南プロパン

1991/12/25 新潟 柏崎市 不完全燃焼 1 1 0
開放式ストーブを密閉された室内で長時間使用したため、不完全燃焼を起こし
ＣＯ中毒死。 ストーブ サンヨー電機 GH2600G TG 柏崎市

1991/12/28 高知 高知市 漏えい着火 0 0 0
焼肉店において酔客が騒いで蹴ったため、一つの焼肉用コンロの接続部が外
れ、他のコンロに着火。 ゴム管 不明 不明 LP 高知日商プロパン株式会社

1991/12/29 新潟 柏崎市 不完全燃焼 0 2 0
開放式ストーブを密閉された室内で長時間使用したため、不完全燃焼を起こし
ＣＯ中毒。 ストーブ サンヨー電機 GHR920 TG 柏崎市

1991/12/30 岐阜 土岐市 漏えい着火 0 0 1

夫人が座敷の掃除のために動かしたガスストーブ本体とゴム管との接続状態が
不良となり、ガスが漏洩。帰宅した主人が座敷と隣接している居間に入り、た
ばこの火をつけたところ爆発し、二部屋の焦げと火傷。

ゴム管 不明 不明 LP 山勝ガス株式会社

1991/12/31 山梨 富士吉田市 漏えい着火 0 0 0

離れに住んでいる長男夫婦宅（留守中）から出火、母屋にいた本人が気がつい
たものの手がつけられず、母屋も全焼。焼け方から台所の瞬間湯沸器あたりが
一番激しい。瞬間湯沸器の熱により長期間壁の合板が熱せられ、内部から発火
したものと推定。

小型湯沸器 パロマ PH-500ZB LP 登り坂石油株式会社

1991/12/31 大阪 門真市 漏えい着火 0 0 1
ホース、コンロとも取り外した状態で知らずにコックを開いた。タバコに火を
つけたところ引火、爆発 末端ガス栓 不明 不明 LP 秋田燃料店

1992/1/1 千葉 鴨川市 漏えい着火 0 0 3
石油ストーブにマッチで点火しようとしたところ、爆発・炎上した。未使用の
末端ガス栓が「開」の状態になっており、ガスが漏えいした模様。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社新倉

1992/1/1 宮城 仙台市 不完全燃焼 2 0 0
閉め切った部屋で換気扇を回さずに長時間使用したため不完全燃焼を起こしＣ
Ｏ中毒死亡。 小型湯沸器 リンナイ

RU-5E
製造年:1983年

TG 仙台市

1992/1/3 奈良 王寺町 不完全燃焼 2 2 0

FE式湯沸器の不完全燃焼により一酸化炭素中毒となった。また、現場調査で
は、本来コンセントを付けなければファンも回らず、点火もできないはずの湯
沸器が、コンセント未接続でも点火できるようになっていたことが確認されて
いる。平成１８年８月の製品安全総点検において、安全装置の改造による事故
と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-81F LP 酒田燃料店
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1992/1/5 静岡 修善寺町 漏えい着火 0 0 1
ガス栓を閉めずに１口コンロのゴム管をはずしてかたづけたため、ガスが漏出
しタバコに火をつけようとした際に爆発。 ガス栓 不明 不明 LP シンカナ株式会社

1992/1/6 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを使用して、再度数時間後使用しようと点火したところ爆発し、火
災となった。原因はゴム管の損傷によるガス漏えいと推定。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社小林商事

1992/1/6 石川 金沢市 ガス中毒 1 0 0
開放型ストーブを密閉された室内で長時間使用したため、酸欠となり立ち消え
し、漏れた生ガスによるCO中毒死亡。 ストーブ ナショナル

GS32000G
製造年:1973年

TG 金沢市

1992/1/7 神奈川 横須賀市 不完全燃焼 0 2 0

屋内設置のFE式給湯器の不完全燃焼による一酸化炭素中毒。なお、当該機器に
は、排気ファンが作動しなくても点火できるよう改造されており、使用してい
たところ排気不良となった。平成１８年８月の製品安全総点検において、安全
装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-101F LP 株式会社むらやま

1992/1/7 愛知 豊明市 漏えい着火 0 0 2

ガスオーブン側のゴム管が掃除の際に外され、そのままの状態であったため、
何かによって開放状態となり、漏えいしたガスがガスコンロの火に引火、爆発
したものと推定。

ゴム管 不明 不明 LP 伊藤商店

1992/1/7 大阪 泉大津市 不完全燃焼 2 0 0

閉めきった室内で石油ストーブと湯沸器を同時に使用していて、一酸化炭素中
毒となった。湯沸器にホースを繋ぎ浴室で使用していた。石油ストーブの調子
は悪かった。

小型湯沸器 松下 GW-5DP LP 辻川商事株式会社

1992/1/7 京都 舞鶴市 ガス中毒 1 1 0
やかんで湯をわかそうと２口コンロを使用した際、着火を確認しなかったた
め、漏れたガスによるＣＯ中毒死。 コンロ 不明 不明 TG 丹後ガス株式会社

1992/1/8 福岡 小郡市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火したところ突然燃え上がり火災となった。原因としては、ガ
スオーブンを撤去した際末端ガス栓が半開放状態になったと推定。 末端ガス栓 不明 不明 LP 深浦商事株式会社

1992/1/8 千葉 佐倉市 漏えい着火 1 0 3
ガスストーブのゴム管が器具側で外れ、ガスが漏出し何らかの着火源により爆
発。 ゴム管 不明 不明 TG 角栄ガス株式会社

1992/1/10 埼玉 新座市 漏えい着火 0 0 0

末端ガス栓（２口）の燃焼器未接続側を開き、未接続状態のガスストーブを点
火したが着かなかったため、もう一方のガス栓を開き、もう一台のガスストー
ブを点火したところ、その火に漏れていたガスが引火し、爆発・火災となっ
た。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社鶴見燃料店

1992/1/13 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 1

アパートの１室で、末端ガス栓を開放後、カセットコンロに点火し、漏れてい
たガスに引火し、爆発した。前住人が退去した際、中間ガス栓を閉止しておら
ず、また、新規入居者があることをＬＰ販売事業者は知らなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社平田ガスセンター

1992/1/15 大阪 堺市 漏えい着火 0 1 1

アパートの一室で漏えい爆発し、火災が発生。当該事故により、１名が重傷、
もう１名が火災により軽度の一酸化炭素中毒となった.。前日夜にガス警報器
が鳴っていた。漏えい箇所・原因は不明。

不明 不明 不明 LP 個人

1992/1/17 北海道 帯広市 漏えい着火 0 0 1
未使用の末端ガス栓（ヒューズコック）が開いていたためガスが漏えいし、何
かの火に引火し、爆発した模様。 末端ガス栓 不明 不明 LP ひまわり産業

1992/1/18 高知 伊野町 漏えい着火 0 0 1

屋外式給湯器の排気口より瞬間的に火がふきだした。修理の際に組み付けた電
極の組み付け方向が９０°ずれ電極間隔が広がっていたため、着火遅れとなり
爆発的に着火したと考えられる。

大型湯沸器(屋外式) リンナイ RUX-1600PSW LP 土居石油店

1992/1/19 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 2
ガスファンヒーターの点火操作を行ったが着火しなかったのでツマミを「閉」
に戻し、その後しばらくして点火したところ爆発した。原因は不明。 ストーブ パロマ PG-4100F LP 北日本燃料株式会社

1992/1/19 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0
浴室前に設置の湯沸器を使って洗髪中、家人が体調不良を起こした。調査で湯
沸器本体と排気筒の断熱接合部にズレがあり、排気が漏れた。

排気筒
(大型湯沸器：FE式)

パロマ PH-1600CMF LP 札幌アポロ石油株式会社

1992/1/19 富山 富山市 不完全燃焼 1 0 0
密閉された部屋で換気扇を使わずに湯沸器と石油ファンヒータを同時に使用し
たため不完全燃焼を起こし、ＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 ナショナル  TG 日本海ガス株式会社

1992/1/20 東京 世田谷区 不完全燃焼 1 0 0
開放式ストーブを密閉された室内で長時間使用したため、不完全燃焼をおこし
ＣＯ中毒死。 ストーブ 東芝

GSN-219
製造年:1975年

TG 東京ガス株式会社

1992/1/21 東京 葛飾区 不完全燃焼 2 0 0
台所の換気扇の運転中にCF式風呂釜のシャワーを使用したため、浴室内が負圧
になり排気が逆流しCO中毒死。 風呂釜(CF式) 越野製作所

不明
製造年:1981年

TG 東京ガス株式会社

1992/1/24 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 1
配管を２方に枝分けしてあり、その一方は遊び栓となっており、誤開放によっ
てガスが漏えいし、引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 戸田プロパン店

1992/1/24 愛知 名古屋市 不完全燃焼 2 0 0
排気扇付ＣＦ式風呂釜を故意に細工し使用したため、排気扇が作動せず不完全
燃焼を起こし漏れた排ガスによりＣＯ中毒死亡。 風呂釜(CF式) 長府製作所 GF-2L TG 東邦ガス株式会社

1992/1/25 埼玉 本庄市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの炎が急に燃え上がった。原因は不明。

コンロ リンナイ RA-22 LP カニワ燃料店

1992/1/25 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0
３連平釜コンロに点火したところ、突然爆発した。当該コンロ右側のガス栓が
半開き状態であったことから、不完全閉止によりガスが漏れた模様。 コンロ 不明 不明 LP 猫本商事株式会社

1992/1/28 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 4
ガステーブルの交換作業中、容器のバルブに開放状態となり、漏えいしたガス
が梱包ひも切ろうと点火したライターの火に引火し、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 協同液化石油ガス株式会社
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1992/1/29 山形 大蔵村 漏えい着火 0 0 1

水道管と間違えて、給湯器に直結している金属フレキ管とガス管をつないでい
るフレキガス栓を外した際にガスが漏れだし、風呂釜に点火したところ爆発
し、火災が発生した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 日通プロパン

1992/1/31 山口 東和町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロを使用中立消えしたため、マッチで再点火しようとしたところ、漏
えいしたガスに引火し、火災となった。 コンロ 不明 不明 LP マルトウ東和町農業協同組合

1992/2/5 奈良 安堵町 漏えい着火 0 0 0
燃焼器の接続していないゴム管の接続した末端ガス栓を開放したため、ガスが
漏えいし、ガスコンロの点火で着火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 松田石油株式会社

1992/2/6 山梨 上野原町 不完全燃焼 1 0 0

浴室で一酸化炭素中毒となる事故が発生。浴室の窓とドアが閉まっていたほ
か、自然排気式排気筒のL字部分に鳥の巣のような草が詰まっており、排気不
良となっていた。

排気筒
(風呂釜：CF式)

タイヘイ TH-TG-1 LP 有限会社大坂屋商店

1992/2/6 富山 小杉町 不完全燃焼 1 0 0
外壁塗装工事のため、浴室の窓及び排気筒の目張りがしてある状態で、ＣＦ式
風呂釜を使用したため換気不足によるＣＯ中毒死亡。 風呂釜(CF式) ノーリツ GNQ-5 TG 日本海ガス株式会社

1992/2/7 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

浴室で一酸化炭素中毒及び体温冷却による合併死となる事故が発生。事故当時
台所の換気扇を回して湯沸器（脱衣所に設置）を使用していたため室内が負圧
となり屋外に出た排気が浴室の排気孔から逆流した。また、湯沸器の吸気口の
防虫網の目詰まりにより、不完全燃焼が発生した。（事故調査書）

大型湯沸器(FE式) リンナイ RUA-16WFO LP 有限会社新幸商事

1992/2/8 長野 飯山市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロのグリルの消火ボタンの押し忘れにより過熱され、火災となった。

コンロ リンナイ RTS-3HB-L LP 株式会社吉野屋商店

1992/2/9 新潟 白根市 漏えい着火 0 0 1
テーブルコンロを細工しガスを放出させ、ガスが何らかの着火源により爆発。
隣家の子供が巻き添えにより負傷。 コンロ 不明 不明 TG 白根市

1992/2/10 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の空だきにより火災が発生した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 205F LP 株式会社シオザワ

1992/2/10 和歌山 湯浅町 不完全燃焼 3 1 0

屋内設備の風呂釜を点火したまま消し忘れていたため、一酸化炭素中毒となる
事故が発生。排気筒を外に出していなかった。また、換気扇外側に虫除け用金
網が設置されており、油等により目詰まりし塞がっていた。

風呂釜(屋内式) 不明 不明 LP 岩岡商店

1992/2/16 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0
密閉された部屋で換気扇を回さずに湯沸器と石油ストーブを同時に使用したた
め不完全燃焼をおこしＣＯ中毒。 小型湯沸器 ナショナル

GW-525
製造年:1977年

TG 北海道ガス株式会社

1992/2/17 東京 八王子市 漏えい着火 0 0 3
石油ファンヒーターに点火したところ爆発した。２階のガスストーブの接続が
外れ、ガス栓が開放状態になっており、ガスが漏えいし引火した模様。 ゴム管 不明 不明 LP 相武マルヰ

1992/2/18 長野 飯田市 漏えい着火 0 0 0
２口のガス栓のうち一方が燃焼器に接続されておらずガス栓が少し開いていた
ため、ガスが漏れ引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 信州いいだ農業協同組合

1992/2/19 愛媛 宇和島市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロの火が弱かったので、火を着けたまま容器バルブの開閉に行き、そ
の後再点火をしたところ爆発した。原因はガスコンロが立消えし、ガスが漏え
いしていたところに再点火したため引火し、爆発・火災となった。

コンロ 松下 GT-2PS LP 朝日燃料店

1992/2/23 鹿児島 伊集院町 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火したが、火がつかずガスが漏れた。その後、しばらく換気し、再
度ライターで点火しようとしたところ爆発した・。 風呂釜(BF式) 不明 不明 LP 日置中部農業協同組合

1992/2/26 兵庫 赤穂市 漏えい着火 0 0 0

コンロを移動しようとしてゴム管を包丁で切断したところ、元栓が開いており
漏えいし、ガスを止めようと誤ってコンロの器具栓を点火に回したため引火、
爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社木本ガス設備

1992/3/5 三重 津市 漏えい着火 1 0 1
過失又は故意によるガス栓の開放により放出したガスに引火・爆発。

ガス栓 不明 不明 TG 合同ガス株式会社

1992/3/7 奈良 香芝市 漏えい着火 0 0 7
２口のガス栓のうち燃焼器に接続されていない方を開放したため、湯沸器のた
ね火に着火し、爆発・火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 南商店

1992/3/9 東京 大田区 漏えい着火 0 0 2
ガスストーブの口ゴム付絹巻きラセン管が器具側で外れ、ガスが漏出し何らか
の着火源により爆発・火災。 ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1992/3/12 三重 上野市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロから漏えいしたガスに冷蔵庫のサーモスタット作動時の火花が着火
し爆発したものと推定。 コンロ 不明 不明 LP アポロ興産株式会社

1992/3/13 長崎 厳原町 漏えい着火 1 0 9

炊飯器に点火したとたん、漏えいしていたガスに引火、爆発・火災となった。
調理場のバーナー４台うち２本にネズミのかじり穴があり、末端ガス栓は開放
状態であったことから、そのことが原因と考えられる。

ゴム管 不明 不明 LP 扇プロパン商会

1992/3/14 広島 向島町 漏えい着火 0 0 2

ガス漏れ警報器が鳴ったため、末端ガス栓を閉め、台所のガラス戸を開けた瞬
間爆発した。原因は器具未接続の末端ガス栓を開放し、漏えいしたガスが石油
ストーブに引火したことによる。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社青木プロパン商会

1992/3/15 兵庫 三木市 漏えい着火 0 0 1
テーブルコンロのゴム管がガス栓側で外れて、ガスが漏出し何らかの着火源に
より爆発。 ゴム管 不明 不明 TG 三木市

1992/3/16 兵庫 赤穂市 漏えい着火 0 0 1
タバコに火を着けようとしたところ爆発した。ほとんどが大破しており、原因
等不明。前夜コンロを使用した後の記憶がなく立ち消えと推定。 コンロ 不明 R1K LP 藤本販売所

1992/3/16 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 0

レンジにつながっているゴム管がネズミにかじられていて、布きんを切断口に
詰め込んで窓、扉を開放し換気扇を回した。その後、ガス臭がしなくなったの
で切れているレンジのゴム管を取り外すため、照明代わりコンロの着火棒をか
ざしてレンジの裏をのぞき込んだとき爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 緒方ガス店
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1992/3/16 新潟 青海町 漏えい着火 0 0 1
ガス炊飯器のゴム管が切断されており、漏出したガスが何らかの着火源により
爆発。 ゴム管 不明 不明 TG 青海町

1992/3/18 神奈川 横浜市 不完全燃焼 0 5 0

換気扇を回さずに閉めきった部屋で長時間湯沸器を使用したため、不完全燃焼
による一酸化炭素中毒となった。事故機器の熱交換器部には油脂、埃等が付着
しており、全面的に目詰まりしていた。

小型湯沸器 サンヨー GB63 LP 有限会社鈴木三平商店

1992/3/22 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0

浴室で一酸化炭素中毒となる事故が発生。湯沸器（１６号）の排気筒立上がり
部と天井裏横引き部とを接続する際に、立上がり筒が長いため無理に接続した
ため、時間の経過とともにズレが生じ、そこから排気が流入した。

排気筒
(大型湯沸器：FE式)

ガスター UR-1600FEH LP 住商第一石油ガス株式会社

1992/3/26 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1
ガスレンジのオーブンの器具栓が「開」の状態で上部のレンジに点火したため
オーブン内のガスに着火し、小爆発。 レンジ タニコー 不明 TG 西部ガス株式会社

1992/3/27 長野 長野市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜に点火し離れたが、しばらくして出火、火災となった。原因は、風呂釜
の栓に、栓のチェーン挟まっており、徐々に水が抜け、空だき状態になったた
めと推定。

風呂釜(CF式) 松下
GF117
（S47～S50製造）

LP 有限会社丸二商会

1992/3/30 栃木 宇都宮市 不完全燃焼 4 0 0

湯沸器にビニールホースを付け、玄関の土間にビニールシートを敷きシャワー
として使用している 中、一酸化炭素中毒となる事故が発生。事故当時、部屋
は閉め切ってあり、長時間使用していたため、不完全燃焼となり、一酸化炭素
中毒が発生した。なお、事故発見は、４月２日であった。

小型湯沸器 松下 5型 LP 有限会社大黒屋商店

1992/3/30 長崎 佐世保市 不完全燃焼 2 0 0
開放型ストーブのダンパ部にホコリがたまり空気取り入れ不足となり密閉され
た室内で長時間使用したため、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒死亡。 ストーブ ナショナル

GS-2100NG
製造年:1973年

TG 西部ガス株式会社

1992/3/31 北海道 小樽市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜に点火してしばらくすると、本体から火が上がっており火災となった。
経過年数１５年の劣化によって点火ツマミ部分から漏えい、引火したと推定。 風呂釜(BF式) ガスター BF-ER2C LP 酢谷商事株式会社

1992/3/31 長崎 長崎市 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を回さずに湯沸器を長時間使用したため、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒
死亡。 小型湯沸器 ナショナル GW-520 TG 西部ガス株式会社

1992/4/2 石川 七尾市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを使用中、後方から突然炎上し、火災となった。ガスコンロの付近
を掃除中、ガス漏れの音がし炎が上がった。掃除の際、ゴム管が外れたと推
定。

ゴム管 不明 不明 LP 山一産業株式会社

1992/4/2 京都 向日市 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロの火に引火
し、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 京都液化ガス株式会社

1992/4/4 北海道 札幌市 不完全燃焼 2 0 0
一酸化炭素中毒による事故が発生。原因等不明であるが、湯沸器、FE式石油ガ
スストーブ及び石油ファンヒーターを警察が押収し調査。平成１８年８月の製
品安全総点検において、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-101F
(S56.9)

LP 株式会社ほくねん

1992/4/4 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 1
台所でLPガス漏えい爆発事故が発生。その後の調査でゴム管がホースバンドと
ともに外れていた。 ゴム管 不明 不明 LP 東北ホームガス株式会社

1992/4/5 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 0
風呂の排水栓の閉めが不十分であっため、点火後、水が抜け空だき状態とな
り、火災となった。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-297 LP 有限会社平林プロパン商会

1992/4/6 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロで調理中、煮こぼれにより火が消え、再点火を繰り返すうちに漏れ
たガスに引火したと推定。 ガスコンロ 松下 GT-70R LP 合資会社綿新商店

1992/4/8 長野 松本市 不完全燃焼 0 1 0
排気筒の先端が風圧帯にあるＣＦ式風呂釜を使用し、強風のため排気溢れとな
り浴室内に充満しＣＯ中毒。 風呂釜(CF式) ノーリツ

GNQ-5AT
製造年:1989年

TG 松本ガス株式会社

1992/4/17 北海道 帯広市 不完全燃焼 1 0 0
ガスストーブの不完全燃焼による一酸化炭素中毒となる事故が発生。ストーブ
は警察で押収。 ストーブ(FE式) サンデン GR41P LP ひまわり産業株式会社

1992/4/24 宮城 多賀城市 漏えい着火 0 0 3
器具未接続の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロの火に
引火し、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 鈴喜燃料店

1992/4/25 神奈川 小田原市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜のバーナーコックを開いた後マッチを擦り、バーナーの奥に近づけたと
ころ（誤った操作）、音を立てて爆発した。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 201号 LP 株式会社古川

1992/4/25 長野 小諸市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロを止めようとし、器具栓を閉め、末端ガス栓を閉めようとして、
誤って未使用の末端ガス栓を開放してしまい、さらにガスの流出が止まったこ
とを確認するため、ガスコンロに再点火したため、引火、火災となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山屋物産株式会社

1992/5/8 香川 高松市 漏えい着火 1 0 1

ガスコンロに点火しようしたところ、瞬間炎上し、爆発・火災となった。その
後の調査で、使用されていなかった方の末端ガス栓も開放状態となっていたた
め、そこからガスが漏えいしたものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 山内石油株式会社

1992/5/10 宮城 仙台市 酸欠・その他 0 0 1
ゴム管が切断されており、ガスが噴出した。また、警報器の電源も切られてい
た。警察の調査でも消費者の供述があいまいで詳細は不明。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社若生米穀店

1992/5/13 埼玉 本庄市 漏えい着火 0 0 1

線香をあげようとライターを付けたところ爆発した。使用していたガスストー
ブを取り外したとのことであったが、ガス栓にゴム管が付いたままの状態で
あったため、誤開放によりガスが漏えいしたものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社横山本店

1992/5/15 大阪 柏原市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを点火後、タバコに火を着けようとしたところ爆発した。末端ガス
栓とゴム管との連結部に止めがなかったため、取り付け不良と推定。 ゴム管 不明 不明 LP 個人
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1992/5/19 千葉 君津市 漏えい着火 0 0 3

二重巻鋳物コンロが逆さまに伏せてあることと器具栓が開放状態にあることが
事故後の調査で確認されており、誤って器具栓を開放状態にしたため、ガスが
漏えいし引火、爆発・火災となったと推定。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社ザ・トーカイ

1992/5/22 三重 熊野市 漏えい着火 0 0 1

前日未使用となった末端ガス栓にゴムキャップ等の閉止措置が取られておら
ず、誤って開放しガスが漏えい、ガスコンロの火に引火し、爆発・火災となっ
たと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP マルヰプロパン

1992/5/29 埼玉 越谷市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の点火操作を繰り返しているうちに漏えいしたガスに引火し、爆発し
た。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-205UFA LP 堀川産業株式会社

1992/5/29 兵庫 洲本市 漏えい着火 0 0 1

ガス炊飯器を使用後、ゴム管から外し、その後別口についていたガスコンロを
使用したところ炊飯器から取り外したゴム管より出火し、火災となった。末端
ガス栓が完全に閉止してなかったためと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP なかよしプロパン株式会社

1992/5/30 長野 飯田市 漏えい着火 0 0 2
ガスコンロ使用終了時、何らかの原因で火が消え、そのままガス漏れが発生
し、タバコに火を着けようとした際に引火、爆発したと推定。 コンロ 松下 KU-100C LP 丸山燃料店

1992/6/1 長野 岡谷市 ガス中毒 1 1 0
テーブルコンロのゴム管がガス栓側で外れ、漏出した生ガスによるＣＯ中毒
死。 ゴム管 不明 不明 TG 諏訪ガス株式会社

1992/6/3 茨城 鹿島町 漏えい着火 0 0 1

業務用コンロに点火したところ爆発した。その後の調査で、点火においてガス
栓を開放後、ライターで割り箸に火を着け、その火で点火していたことから、
ガス栓開放後、点火までの間に漏えいしたガスに引火したものと推定される。

コンロ
(業務用)

不明 不明 LP 関彰商事株式会社

1992/6/5 北海道 芦別市 漏えい着火 0 0 1
ガスオーブンを使用中立消えしたため、再点火しようとマッチで点火用バー
ナーに火を着け、オーブン内に入れた瞬間爆発した。

オーブン
(菓子蒸釜器)

不明 不明 LP 林商事有限会社

1992/6/10 岐阜 岐阜市 漏えい着火 0 0 1

風呂を沸かしている途中でボンベが空となっため、交換作業し、再点火した際
に、爆発した。ガスの漏えい原因について詳細は不明だが、取扱ミスがあった
と推定。

風呂釜 不明 不明 LP 加野燃料

1992/6/13 長野 飯田市 漏えい着火 0 0 1
炊飯器のボタンが押し下げられていたことから、炊飯器の誤操作によりガスが
漏えいし、ガスコンロを点火した際、引火、爆発したと推定。 炊飯器 パロマ PR-300F LP 信州いいだ農業協同組合

1992/6/13 滋賀 甲賀町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロの点火操作を繰り返したところ、突然炎上した。

コンロ パロマ PKS-407 LP 甲陽ガス

1992/6/15 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 1

ガス臭がする中、台所勝手口の脇に設置された風呂釜を点火したところ爆発し
た。事故前夜の入浴後器具栓を完全に閉止していなかったため、ガスが漏えい
し、勝手口床面から台所床下に流入し、その滞留したガスに点火の火花が着火
し、爆発した模様。

風呂釜 ノーリツ 不明 LP 相模原市農業協同組合

1992/6/21 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1
２つのガスコンロを接続するゴム管からLPガスが漏れ、タバコを吸おうと付け
た火に引火、火災になった模様。 ゴム管 不明 不明 LP 細野商店

1992/6/22 北海道 苫小牧市 漏えい着火 0 0 2

外装工事後、気密試験を行いガス漏れがないことを確認の上、ガスコンロの点
火確認も行っていたが、その後、爆発した。消防・警察では遊びガス栓の操作
ミスが原因としているが当事者の証言ではそのようなことはなったとのことで
あり、詳細不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社清水プロパン

1992/6/30 秋田 秋田市 漏えい着火 1 0 0

揚げ物用フライヤーから出火し、火災となった模様。事故原因等詳細は不明。
販売店の調査では、フライヤー内部で滞留したガスが爆燃した際、炎が周りの
油かす等に燃え移ったものと推定している。

フライヤー マルゼン MGF-18C LP 有限会社ワタナベ燃料

1992/7/3 静岡 韮山町 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロ使用中、爆発した。その後の調査で、バーナー部がコンロの天版部
分より沈み込み、着火スパークの発生場所が正常な位置よりずれて着火しにく
い状態であったため（原因は不明）、点火を繰り返すうちにLPガスが漏えい
し、キャビネット内に滞留し引火、爆発したと推定。

コンロ リンナイ RBG-300DUZ LP 静岡東部マルヰ株式会社

1992/7/11 神奈川 湯河原町 漏えい着火 0 0 1

未使用の末端ガス栓を開放し、ガスコンロの点火操作を繰り返しても点火しな
かったため、着火器で火を着けたところ滞留していたガスに引火し、火災と
なった。なお、未使用末端ガス栓に閉止措置（ゴムキャップの装着等）が取ら
れていなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社中條商店

1992/7/11 高知 高知市 漏えい着火 1 0 0
爆発・火災が発生。家人がガスコントの前で発見されており、ガスコンロの操
作上による事故と推定。詳細は不明。 コンロ トヨクニ TP-X3 LP 株式会社ツバメガス

1992/7/11 長崎 佐世保市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを使用後、消火の確認なく就寝し、朝方たばこを吸おうとしたとこ
ろ、ライターの火に漏えいしたLPガスに引火し、火災となった。ガスコンロ等
は焼損しており、詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社松永興産

1992/7/12 北海道 豊浦町 漏えい着火 0 0 0
厨房で調理中に、爆発音とともに火が床面を走り火災となった。湯沸器は警察
へ、ガスオーブンは消防でそれぞれ押収し原因を調査中。

不明
(①大型湯沸器)
(②オーブン)

①パロマ
②松下

①PH-81
②GZ-2100

LP 石合商店

1992/7/17 愛知 豊橋市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に接続のゴム管を金属フレキ管に交換を行ったが、金属フレキ管とフレ
キガス栓との締め付けが不十分であったため、風呂釜に点火した際、ガスが漏
えい爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 豊橋市南部農業協同組合

1992/7/20 栃木 今市市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロ使用中、煮こぼれにより火が消え、漏えいしたガスが冷蔵庫のサー
モスタットの火花に引火し、爆発・火災となった。

コンロ パロマ PA-10H LP 有限会社黒川燃料店
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1992/7/26 大阪 岸和田市 漏えい着火 0 0 1

器具未接続の末端ガス栓を開放したことに気が付き閉栓したが、その際に半開
き状態にしたため、ヒューズ機能が働かず、ガスが漏えいし、その後ガスコン
ロに点火した際、引火し、爆発・火災となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 個人

1992/7/28 栃木 黒磯市 漏えい着火 0 0 6

ガスコンロを使用中、ガス臭がしたため、一時火を消し、しばらくして再度点
火したところ、漏えいしていたガスに引火し、火災となった。科捜研での調査
の結果、機器の欠陥については不明であった。また、前日からガス臭があった
とのこと。

コンロ 不明 不明 LP 有限会社東栄プロパン

1992/8/2 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0

ガス爆発事故が発生。原因としては、ガス給湯器のガス入口袋ナット部分が緩
んだことによりLPガスが漏えいし、給湯器の火に着火、爆発したと推定。何故
袋ナットが緩んでいたかは不明。

金属フレキ管 不明 不明 LP 橋場燃料店株式会社

1992/8/3 埼玉 岩槻市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロを点火したが着火しなかったので、ツマミを開状態にし、ガスライ
ターで点火したところ、炎が吹き出し、鍋の油にも引火し、火災となった。 コンロ 不明 TR-332 LP 株式会社三和商会

1992/8/7 茨城 波崎町 漏えい着火 0 0 3

浴場にあるボイラー室でバーナーに点火したところ爆発した。なお、7月29日
にLPガスから石油燃料への切替がなされていたが、末端ガス栓が開放状態に
あったことから、ここからLPガスが漏えいした可能性も高いが詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社江戸屋プロパン

1992/8/13 長野 飯田市 漏えい着火 0 0 1

タバコに火を着けようとしたところ爆発・火災となった。ガスコンロには立消
安全装置が付いていたことから、ネズミによりゴム管に穴が開けられた可能性
が高いものの詳細は不明（ネズミの出現については家人の証言もあった）。

ゴム管 不明 不明 LP 三笠石油株式会社

1992/8/17 奈良 広陵町 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロが立消えし、ガス臭がしたため、コンロのツマミを消火にしようと
した際に誤って点火へ回してしまい引火、爆発した。なお、ガスコンロには立
消安全装置が、末端ガス栓にはヒューズ機能があったため、何故ガスが漏れた
かは不明。

コンロ リンナイ KGS-3G LP 広陵町農業協同組合

1992/8/20 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜用点火棒に点火し、バーナーに点火しようとしたところ、バーナーガス
栓がすでに開放してあったため、漏えい・滞留していたLPガスに引火、爆燃し
た。なお、前日使用した者はバーナーガス栓を閉止せず、末端ガス栓を閉止し
たのみであった。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所
TA-25B
（S57年1月製造）

LP 株式会社ホクト

1992/8/21 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロの火に
引火し、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社秀和

1992/8/22 福井 福井市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロが立消えしていたため、再点火したところ、爆発・火災した。詳細
は不明。 コンロ パロマ

不明
(4,5年使用）

LP 福井市農業協同組合

1992/9/4 岡山 勝田町 漏えい着火 0 0 0
器具未接続の方の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに
点火したところ、引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 勝田農業協同組合

1992/9/26 茨城 神栖町 不完全燃焼 2 0 0

風呂釜（屋内設置式）の排気筒が外れており、換気不足から不完全燃焼を起こ
し、一酸化炭素中毒を起こした模様。なお、排気筒の外れについては、家人に
よるものと判断。

風呂釜 不明 不明 LP 株式会社山本石油

1992/9/28 香川 多度津町 漏えい着火 0 0 1

ゴム管から燃焼器が取り外されており、末端ガス栓が開放状態であった。事故
当日、供給開始したが、消費設備は未点検だった。ガス供給開始後、末端ガス
栓から漏えいしたガスがタバコを付けようとしたライターの火に引火、爆発・
火災となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 亀山商店

1992/10/3 岐阜 多治見市 漏えい着火 0 0 3

店舗の配管工事の途中、食器洗浄機の試運転を行おうとしたところ、器具栓が
開放状態にあったため、LPガスが漏えいし、食器洗浄機の火に引火、火災と
なった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 犬飼産業株式会社

1992/10/4 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロを掃除中、末端ガス栓とガスコンロを接続しているゴム管を外して
しまいLPガスが漏えいし、その際、誤って自動点火装置が押したため、引火、
爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社旭プロパン商会

1992/10/5 福島 会津若松市 漏えい着火 0 0 1
タバコに火をつけようとした際に爆発・火災。

不明 不明 不明 LP 若松ガス株式会社

1992/10/6 長野 立科町 不完全燃焼 2 0 0

屋内に設置された風呂釜（釜の上部に50㎝くらいの排気筒あり）で換気口がな
い状況であったことから、換気不良により一酸化炭素中毒となった。普段は風
呂釜上部にある窓を開けていた。（１０月６日発見日）

風呂釜(銅製) 梅宮産業 （昭和35年以前に製造） LP 望月ガス株式会社

1992/10/7 埼玉 本庄市 漏えい着火 0 0 0
入浴後、風呂釜の弱火を消さず浴槽の水抜きをして外出したため、器具の過熱
により空だき状態となり、火災となった模様。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-205 LP 有限会社磯野商店

1992/10/7 鹿児島 大隅町 漏えい着火 0 0 1
風呂釜の連続点火レバーを操作していたが点火ミスがあったため、種火ノズル
から出ていたLPガスが釜内に滞留し、スパークした火花に着火し、爆発した。 風呂釜(BF式) 不明 TP-BF2K LP 松永燃料店

1992/10/7 千葉 富津市 不完全燃焼 2 0 0

開放式湯沸器にビニルホースを付けて風呂へ給湯していたが、屋内は密閉状態
にあり、長時間使用していたため不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒に至っ
た。（発見は１０月１３日）

小型湯沸器 松下
GW53S
（S51年設置）

LP 石原商店

1992/10/8 東京 中野区 漏えい着火 0 0 0
ガス栓を開放しガスを放出させ、タバコを吸おうとライターをつけた際に爆
発。 ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1992/10/16 埼玉 東松山市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロの押し式スイッチを押し続けながら点火具合をのぞきこんだ際に、
不着火で滞留したガスが引火、爆発した。 コンロ リンナイ RTS-3HB(R) LP 松山燃料株式会社
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1992/10/17 宮崎 宮崎市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロ（10㎏容器に接続）のガス栓が完全に閉止しておらず、半開の状態
でガスが漏れ、何らかの着火源に引火、爆発したと推定。 コンロ パロマ PA-IS-5 LP アイラ協同ガス配送株式会社

1992/10/22 東京 江東区 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を回さず湯沸器を長時間使用したため不完全燃焼を起こしＣＯ中毒死し
た。 小型湯沸器 パロマ

PA-104CZ
製造年:1982年

TG 東京ガス株式会社

1992/10/23 島根 西ノ島町 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロにやかんかけたままであることを忘れ、放置したため、やかんが過
熱・溶解され、ゴム管に穴を開け、漏えいしたＬＰガスがガスコンロの火に引
火、火災になった模様。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社竹中商店

1992/10/23 東京 小平市 漏えい着火 0 0 1
タバコに火を着けようとしたところ、開放状態になっていた末端ガス栓から漏
えいしていたＬＰガスが引火し、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 西武石油商事株式会社

1992/10/24 東京 台東区 漏えい着火 0 0 1
ガス栓を開放しガスを放出させ、タバコを吸おうとライターを使用したときガ
ス爆発が発生し、火災に至った可能性が強い。 ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1992/10/30 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0
器具未接続の末端ガス栓を開放したため、ＬＰガスが漏えいし、ガスコンロの
点火により引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 広島ガス可部販売株式会社

1992/11/1 新潟 栄町 漏えい着火 1 0 0
ガスコンロ付近からLPガスが何らかの原因で漏えいし、爆発・火災となった。
当事者が相当程度飲酒しており、原因等詳細は不明。 コンロ 不明 PA-IS LP 株式会社ライフコメリ

1992/11/3 大分 別府市 ガス中毒 0 1 0
ストーブの絹巻きゴム管が器具側で外れ、漏出した生ガスによるＣＯ中毒。

ゴム管 不明 不明 TG 大分ガス株式会社

1992/11/6 北海道 旭川市 不完全燃焼 3 0 0
ＣＦ式湯沸器の排気筒がレンジフードファンと共用となっており、排気が何ら
かの原因で室内に充満しＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PH-101M
製造年:1986年

TG 旭川ガス株式会社

1992/11/7 石川 金沢市 不完全燃焼 0 8 0
ＣＦ式湯沸器の排気筒が立ち上がり不足で、密閉した部屋で換気扇を運転しな
がら湯沸器を使用したため、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒。 大型湯沸器(CF式) パロマ PH-12A TG 金沢市

1992/11/23 栃木 高根沢町 漏えい着火 0 0 6
器具未接続の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、石油ストーブを点
火しようとした際に引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 丸運液化ガス株式会社

1992/11/25 栃木 大田原市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ストーブを点火し
ようとした際に引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP マストー三愛石油株式会社

1992/11/27 北海道 釧路市 漏えい着火 0 0 1

ゴム管が何らかの原因でガスコンロより外れ、漏えいしたLPガスが何かの着火
源に引火し、火災となった模様。ゴム管は都市ガス用のものを消費者が接続し
たが、バンドとともに外れかかっていたにも関わらず使用していた。

ゴム管
(都市ガス用)

不明 不明 LP 有限会社鉄北プロパン

1992/11/30 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 1
コンロのゴム管が器具側で外れ、漏出したガスにコンロの点火で爆発。

ゴム管 不明 不明 TG 四国ガス株式会社

1992/12/1 東京 東大和市 漏えい着火 0 0 2
器具未接続の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、床下や屋内に充満
し引火、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 杉本ガス株式会社

1992/12/2 北海道 釧路町 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロの火を消そうとヒューズガス栓を閉めようとして誤って未使用の方
を半開放してしまいガスが漏えいし、ガスコンロの火に引火、火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 北海道イワタニ株式会社

1992/12/5 茨城 古河市 酸欠・その他 2 0 0

コンロの鍋の煮物が炭化した状態でガス栓が開いており、またファンヒーター
が付けっぱなしになった状態で倒れているのが発見された。マイコンメーター
でガスは止まっており、被害者が体調が悪かったことから倒れ、コンロから漏
えいしたガス又はファンヒーターにより酸欠になった模様。発見は、12月6日
12：30頃であった。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社古河ガス

1992/12/6 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 0
ガスコンロのグリルを使用中、なかに溜まった油に火がつき、その火がゴム管
に移り、火が噴き出したものと推定。

ゴム管
(コンロ)

リンナイ ハオ4000SE LP 株式会社ダイワ

1992/12/7 茨城 水戸市 漏えい着火 0 0 1

一般住宅で、当事者が帰宅し、玄関の灯りを点け、台所のドアを開けたところ
爆発・火災が発生した。台所の元栓から火が上がっていたが、漏えい原因等詳
細は不明。

不明 不明 不明 LP 有限会社水戸ホームガス

1992/12/8 京都 大江町 漏えい着火 0 0 5

タバコを吸おうとライターに火を着けたところ爆発した。日常、湯沸器と炊飯
器を交互に使用していたため、、ゴム管の内側が変形し、差し込みが不十分で
抜けやすい状態になっていたと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 新治石油店

1992/12/8 東京 大田区 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を回さず湯沸器からビニールホースを浴室まで引き込み長時間使用した
ため、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 サンヨー電機

SN-104A
製造年:1975年

TG 東京ガス株式会社

1992/12/8 東京 中野区 不完全燃焼 5 0 0
レンジフードファンを運転せずに湯沸器を長時間使用したため不完全燃焼を起
こしＣＯ中毒になった。 小型湯沸器 リンナイ

RU-5EX
製造年:1983年

TG 東京ガス株式会社

1992/12/9 秋田 琴丘町 不完全燃焼 1 0 0
湯沸器の排気筒の中にスズメの巣と見られる枯れ草や枯れ枝の塊が詰まってい
たため、排気不良による不完全燃焼が原因で一酸化炭素中毒となった。 大型湯沸器(CF式) パロマ PH-6F4 LP 畠慶商事

1992/12/9 新潟 上越市 漏えい着火 0 0 1
テーブルコンロ用ゴム管が切断され、漏れたガスが何らかの着火源により爆
発・火災。 ゴム管 不明 不明 TG 上越市

1992/12/13 福井 福井市 漏えい着火 0 0 1
器具未接続の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、ガスコンロに点火
しようとした際に引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 株式会社大谷プロパン

1992/12/16 茨城 結城市 漏えい着火 1 0 0
風呂場付近から火災が発生。詳細は不明。原因としては、誤操作によるものと
推定。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 滝沢燃料店
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1992/12/17 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 0
漬物石が末端ガス栓に落下し、末端ガス栓が破損、ガスが噴出した。その後、
石油給湯器のスイッチを入れたため、引火し、爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 合資会社藤市商店

1992/12/20 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 4
店内がガス臭があったため、換気扇連動空調機を２台起動した後、瞬間湯沸器
に点火したところ、爆発した。配管、器具にも漏えいはなく、原因不明。 不明 不明 不明 LP 阪神ガス産業株式会社

1992/12/22 東京 中央区 不完全燃焼 1 0 0
事務所ビルの地下室に設置されたＣＦ式風呂釜の排気筒の先端が風圧帯にあ
り、風のため排気が溢れ浴室内に充満しＣＯ中毒。 風呂釜(CF式) ノーリツ

GRQ-80C
製造年:1986年

TG 東京ガス株式会社

1992/12/23 神奈川 大磯町 漏えい着火 0 0 1
器具未接続の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、何らかの着火源に
より引火、爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社清野燃料店

1992/12/23 福岡 福岡市 不完全燃焼 1 1 0

不完全燃焼によるＣＯ中毒。石油ストーブの不完全燃焼が原因との警察談。警
察の指示により、ガス漏れ検査を実施（異常なし）。検査立会時に、電源を入
れた状態で湯沸器の燃焼器確認を行ったところ正常に燃焼、電源を外した状態
では排気あふれによりＣＯが検知された（検査立会時には湯沸かしの電源は外
れていた。事故時に外れていたかは不明）。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-81F TG 西部ガス株式会社

1992/12/24 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を回さずに湯沸器を長時間使用したため不完全燃焼をおこしＣＯ中毒死
亡。 小型湯沸器 ナショナル

GW-520
製造年:1975年

TG 東京ガス株式会社

1992/12/25 東京 世田谷区 漏えい着火 0 0 1

石油ストーブに点火しようとしたところ、漏えいしていたLPガスに引火、爆発
した。ガスコンロに接続されているゴム管の一部でひび割れがあり、そこから
ガスが漏えいした模様。

ゴム管 不明 不明 LP 永井ガス株式会社

1992/12/28 兵庫 神戸市 不完全燃焼 1 0 0
屋外に設置した湯沸器がその後板囲いされたため、換気不良により不完全燃焼
をおこし、排気が浴室のガラリから流入しＣＯ中毒死。 大型湯沸器 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1992/12/30 京都 舞鶴市 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロのグリルで調理中、グリルの火が消えており、ガス臭がしたため、
しばらくしてから再点火をしたが、漏れていたガスに引火、爆発した。配管等
に漏えいはなく、コンロの立ち消え装置も異常なかった。他の要因を調査中。

不明 不明 不明 LP 江守石油株式会社

1992/12/30 長崎 佐世保市 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式湯沸器の排気筒の先端が風圧帯にあり、湯をだしたまま寝込んだ為長時
間使用したため、不完全燃焼を起こし排気が室内に充満しＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(CF式) リンナイ RU-13 TG 西部ガス株式会社

1993/1/1 岩手 大東町 漏えい着火 0 0 0

ドンという音がしたので隣家の者が火災に気付き消火した。消費者が風呂釜の
着火タイマーをセットした際、ゴムホースを踏み、ホースが抜けた後、自動着
火した。（消費者は泥酔状態であった。）

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社左甚商店

1993/1/5 香川 丸亀市 漏えい着火 0 0 1

コンロのスイッチを入れたところ爆発した。現場検証では、２口コック両方と
も開放状態（片側はゴムホース等未接続）であった。
２口コックのホース等未接続側を開放状態にしたためガスが漏えい。

末端ガス栓 不明 不明 LP 亀山石油株式会社

1993/1/5 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0
ＣＦ式風呂釜のシャワーを使用中に台所の換気扇を回したため排ガスが逆流し
ＣＯ中毒。 風呂釜(CF式) ノーリツ

GNQ-5
製造年:1983年

TG 北海道ガス株式会社

1993/1/6 北海道 名寄市 漏えい着火 0 0 1
２口コンロ（パロマ：ＰＡ３３ＴＫ）の器具栓開放により漏えいしたガスに冷
蔵庫のサーモスタットにより着火し、爆発・火災となった。住宅が全焼した。 コンロ パロマ PA33TK LP 名寄農業協同組合

1993/1/9 鹿児島 鹿児島市 ガス中毒 0 1 0
やかんで湯を沸かそうと２口コンロを点火しようとしたが、点火せず放出した
生ガスでＣＯ中毒。 コンロ 不明 不明 TG 日本ガス株式会社

1993/1/10 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1

普段は使用していない居室にあるコック（ヒューズコック）にコンロを取り付
け、食事をしようとした。コンロを取り付けるためコックのキャップを外した
後、台所にあるコンロを取りに行くが、この間半開きになったコックからガス
が漏れた。この漏れたガスに同室内で使用中の石油ガスファンヒーターの火が
着火し火災に至ったと推定される。事故当時酩酊状態だった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社福安プロパン商会

1993/1/14 栃木 鹿沼市 漏えい着火 0 0 0

朝食事の準備で２口コンロを使用。コンロと奧の壁の間隔が狭かったため、末
端ガス栓とコンロの間のゴムホースがコンロの火により熱せられ弱い状態と
なった。ガス使用後、弱くなったゴムホースからガスが漏えいし冷蔵庫のサー
モスタットにより引火爆発した。朝食後一時外出し、戻った際にガス漏れ警報
器が鳴っており、台所に入った直後爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 大貫燃料有限会社

1993/1/15 愛知 津島市 漏えい着火 0 0 1

掃除をしていた時、掃除機とガスストーブのスイッチに触れたらしく、２段点
火方式１段目が点火状態になったものと思われる。こうした状態でガス漏れと
なり、ガス臭さに気付きスイッチを切ろうとして誤って２段目の点火スイッチ
を押したために引火爆発した。

ストーブ 不明 RC-404-2 LP 株式会社宇佐美プロパン

1993/1/16 埼玉 川越市 漏えい着火 0 0 2

ガスストーブを点火しようとしたところ、何らかの着火源により爆発、火災が
発生した。ガス器具は台所に２口コンロ、小型湯沸器、１階に風呂釜、居間に
ガスストーブを置いている。いずれも立消え安全装置付き。小型湯沸器は器具
栓閉止、ガスコンロは使用状況不明、他の器具は元栓閉止の状態にあった。

不明 不明 不明 LP 昭和ガス株式会社

1993/1/16 埼玉 幸手市 不完全燃焼 2 0 0

室内に水蒸気が立ちこめており、１名が布団の中で、１名がこたつの中で死ん
でいるのが発見された。風呂が点けたままになっており、排気筒が外れてい
た。排気筒を外して室内に向けて細工していることから暖房用として風呂の排
熱を利用したものと思われる。

風呂釜(バーナー、CF式) 世田谷製作所 TA-205 LP 有限会社中里ガス

1993/1/16 大阪 堺市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火しようとしたが着火せず、コックを開放しそのまま放置してトイ
レに行き、帰ってきたら爆発した。かなり泥酔していた模様。 コンロ 不明 HOMEA LP 個人
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1993/1/19 埼玉 東松山市 漏えい着火 0 0 0

屋外給湯器の一部に穴があき、これにより炎が漏れてモルタル使用の外壁を通
して長時間加熱されたことにより、風呂場の土台が炭化して低温着火に至り、
火災に至ったと思われる。（メーカーにて平成３年３月に社告、点検・追加部
品の取り付けをしていた。）

大型湯湯沸器(屋外式) パロマ FH-1600MS LP 埼玉ガス販売株式会社

1993/1/21 栃木 西那須野町 漏えい着火 0 0 1

台所で食事の準備をした後、末端ガス栓（２口ヒューズコック）の消費器具の
接続されていない方のコックを誤って少し開けた状態のままにしてしまった。
そのためガスが漏れ、翌朝煙草に火を点けようとした際、漏えいガスに引火し
爆発した模様。

末端ガス栓 不明 不明 LP 埼玉アポロ株式会社

1993/1/25 埼玉 越谷市 不完全燃焼 1 1 0

親子が入浴後、長時間立ったので父親が見に行ったら倒れていた。排気筒トッ
プが屋根上に出していなかった。排気力不足による逆流等が考えられる。排気
筒の先端部が建物の構造上、外気の流れによって吹きだまりになりやすいこと
や排気筒まわりの外壁にススが付着していたことからバーナーの目詰まりか排
気が十分になされなかったことにより、不完全燃焼となり事故が発生したもの
と思われる。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-205 LP 有限会社大成実業

1993/2/1 北海道 旭川市 不完全燃焼 1 0 0
階下のＦＥ式湯沸器の排気筒が天井裏で外れておりその排気が流入しての排ガ
スＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(FE式) リンナイ

RUX-1000WF
製造年:1984年

TG 旭川ガス株式会社

1993/2/3 長野 茅野市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロのホースをネズミが囓って損傷させたためガスが漏えいし住宅内に
ガスが漏えいしていた。住宅併設の事務所に入り、石油ストーブに着火したと
ころ、ガスに着火・爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 茅野ガス株式会社

1993/2/6 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0
ＣＦ式湯沸器の排気筒の先端が下向きになっており立ち上がり無しの状態で使
用していたため強風等の影響により排ガスが室内にあふれてＣＯ中毒。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PH-6F
製造年:1985年

LP 北ガス燃料株式会社

1993/2/7 広島 広島市 漏えい着火 0 0 2

昼食の準備のためコンロに点火しようとした際に、居間のストーブの接続部か
ら漏れ台所にも充満していたＬＰガスに引火爆発し、夫婦が顔、手に火傷を
負った。また、この爆発により、屋根瓦、窓ガラス、外壁筒が壊れた。ストー
ブ側のゴムホースが外れて大量のガスが漏えいしたものと思われる

ゴム管 不明 不明 LP 共栄プロパンガス株式会社

1993/2/16 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0

夫婦が起床後、ガス湯沸器を点火し、風呂に湯を入れた。一人が約３時間後帰
宅したところ居間で１人が具合が悪く、娘を起こした所具合が悪くなった。自
身も気分が悪くなってきたため病院に入院した。天井裏の排気筒のつなぎ目部
分の１箇所が抜け止め銀テープよりさけており、３ｃｍほど抜けていた。当該
部屋は、１月２７日に火災があり、その後現場検証や改修工事のため建築業者
の出入りがあり、なぜ排気筒のつなぎ目が外れたかは不明。メーカー調査点検
では、燃焼上問題となるところはなかったとのこと。

排気筒
(大型湯沸器(FE式))

ノーリツ CQ-161WS-F LP 株式会社菱友

1993/2/17 宮城 石巻市 不完全燃焼 0 4 0

台所で食器洗い中気分が悪くなり、続いて台所に入ってきた子供と居間にいた
子供の３人も具合が悪くなった。病院で一酸化炭素中毒と診断された。台所で
石油ストーブを６時頃から使用（４時間）。開放型湯沸器を断続使用（１５分
程度）。換気は、台所と居間及び子供部屋の間の戸は開いていたが窓は閉め
きっており、また、換気扇も使用していなかった。
開放型湯沸器の燃焼不良と換気不良（取り替えた湯沸器のＣＯ測定を実施した
ところ２５秒で０．１％の値を示した）。石油ストーブ併用状態の換気不良が
主原因。

小型湯沸器
(不燃防なし)

松下 GW520（P） LP 松川熱源店

1993/2/21 三重 四日市市 漏えい着火 0 0 0

台所で使用していたガスストーブ（台所コンロ付近の末端ガス栓から塩化ビニ
ルホースで使用。リンナイ：R-800S-01）のホースエンド接続部分からと推定
される漏えいしたガスに着火（着火源は不明）し、爆発した。
接続部分が外れたのか劣化してガスが漏えいしたのかは不明。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社川村燃料店

1993/2/21 大阪 枚方市 漏えい着火 0 0 4

焼肉店１階の客座敷において客が食事を終え、焼肉のコンロの火を消した状態
で客の子供がテーブルの周りを走っているうちにテーブル横の２口コック（迅
速継手付）に接続していたゴムホースに足を引っかけ、コックのホースエンド
部分より迅速継手が外れ、ガスが漏えいした。コックより漏えいしたガスが隣
のテーブルの焼肉コンロにより引火炎上した。その火で数人が火傷を負った。

ゴム管 不明 不明 LP 伊丹産業株式会社

1993/2/26 大阪 寝屋川市 漏えい着火 0 0 1

工場内の社員食堂で、男子従業員が昼食をとっていた。コンロでお茶を沸かし
ていて、お茶が沸いたので火を止めようとして、通常ならばコンロのコックを
止めるべきところを、誤って別のホースが接続されていないコックを逆に開け
てしまい、気づかずに食事を続けた。そのうち吹き出たガスが充満し、コンロ
か何かの火が引火し、爆発、当人が顔や手に火傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 十三燃料株式会社

1993/2/26 島根 大田市 漏えい着火 0 0 0

出火前、飲食店において、ガスコンロを使用して調理した後、鍋を火を点けた
コンロに放置しその場を離れた。３０分後、パチパチという音で台所を調べた
ところ出火していた。コンロの火の消し忘れにより、ゴムホースが溶け着火し
たものと思われる。

ゴム管
コンロ

パロマ PA20MS LP 小滝米穀店

1993/2/27 石川 輪島市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロに点火しようとしたが着火しないので、容器バルブを開けに行き、
再度点火したところ爆発した。未使用の末端ガス栓を開いたまま容器バルブを
開放したためガスが漏えいし、コンロの点火操作により爆発したと思われる。

末端ガス栓 不明 不明 LP 一宗屋商会

1993/2/28 神奈川 相模原市 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器を台所を閉め切った状態でレンジフードの運転等換気をしないま
ま使用したための不完全燃焼によるＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 松下電器

GW-520
製造年:1976年

TG 東京ガス株式会社

1993/3/19 埼玉 三芳町 漏えい着火 0 0 1

子供がガスストーブを使用しながらこたつで寝ていたところ、火災が発生し、
木造２階建て住宅が全焼した。近所の話ではドーンという音が聞こえたと言
う。消防・警察ともに原因の断定ができず、漏れていたガスに何らかの着火源
により爆発したのではないかと推定している。

不明 不明 不明 LP エネックス株式会社
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1993/3/19 大阪 岸和田市 漏えい着火 0 0 1

夕食に鍋料理をしていて、片づける時に元コックを閉めたつもりが半開きに
なっていた。それからコンロ近くのカチットを外したが、消費者がカチットの
プラグとソケットを逆に取り付けていたため、ガスが止まらず漏洩した。しば
らくして息子が煙草を吸おうとライターに火を着けたところ爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 個人

1993/3/19 徳島 徳島市 ガス中毒 2 0 0
ストーブの誤操作による点火ミスか使用中何らかの原因で立ち消えし漏れた生
ガスによるＣＯ中毒死亡。 ストーブ 不明 OSAKA(4)43-265G68 TG 四国ガス株式会社

1993/3/24 北海道 稚内市 漏えい着火 0 0 1

午前中当事者が瞬間湯沸器を使用したところ点火しなかったために修理に出そ
うと器具を取り外した。その時ゴムホースが外れなかったために、当事者が
ホースを切断した。その後当事者は自宅の除雪を行い、昼になったため昼食を
取ろうとしてガスコンロに点火したところ爆発した。ゴムホースを切断した際
元栓を閉めていなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社そうべい

1993/3/24 山口 菊川町 不完全燃焼 0 2 0

前日夕方宴会後、被害者２人が３階和室にて就寝中、階下湯沸器の排気筒の天
井内部分より排気ガスが漏れ、スラブ隙間を通り、被害者２人が寝ていた部屋
のたたみの隙間より排気ガスが部屋に入り一酸化炭素中毒となった模様。朝９
時頃、従業員が客室に入って気付き、病院に搬送し、一酸化炭素中毒と判明。
天井内排気筒（亜鉛びき鉄板）の一部が腐蝕しておりその部分より排気ガスの
漏えいした模様。

排気筒
(大型湯沸器(FE式))(不燃防
なし、ＰＳ扉内設置型)

リンナイ RUA-24PST LP 菊川町農業協同組合

1993/4/2 神奈川 伊勢原市 不完全燃焼 1 0 0

勤務先上司が被害者宅を訪ねたところ、浴室入り口で死んでいた。台所にある
小型湯沸器から水が出ていた（火は種火も消えていた）。換気扇は回っておら
ず風呂釜の器具栓は閉止していた。湯沸器を現場で燃焼したところ炎の上部が
オレンジ色になり交換器フィンを見ると約半分が目詰まり（多量の油脂埃が付
着）状態であった。ＣＯ濃度は測定範囲（０．１％）以上の高濃度であった。

小型湯沸器 リンナイ
RU-5E
（S58.3-S62.2製造）

LP 株式会社カナエル

1993/4/2 東京 目黒区 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器を換気しないまま長時間使用したために酸欠による不完全燃焼を
起こしＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 パロマ PA-104(U-1)S TG 東京ガス株式会社

1993/4/3 三重 志摩町 漏えい着火 0 0 0

圧電式種火点火方式の風呂釜に点火しようとして数回点火スイッチを操作した
が点火しなかったためしばらく放置しておいた。その後再点火しようとした
際、漏えいガスに引火爆発した。

風呂釜 ノーリツ
GS-2B
（約20年位前）

LP 鳥羽志摩農業協同組合

1993/4/5 大阪 高石市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロに点火しようとしたところ爆発し家屋が全焼した。詳細不明。

コンロ リンナイ RT-2KS LP 個人

1993/4/7 京都 福知山市 漏えい着火 0 0 1

約３年間空き室状態の部屋で、ガスコンロを使用した後、漏れていたガスに何
らかの火気が引火爆発し火災が発生した。ガスコンロは立消安全装置機能付き
であり、その他炊飯器、風呂釜（屋外）、湯沸器（コック閉じたまま）があっ
たが、焼失し原因不明。

不明 不明 不明 LP 中六人部農業協同組合

1993/4/8 群馬 高崎市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜の点火コックを操作し離れたが燃焼音がしないため再度点火したとこ
ろ、火花が漏えいしていたガスに着火、側に積まれていた段ボールに引火し火
災になった。

風呂釜 ノーリツ 不明（浴室外設置型） LP 群馬自動車燃料販売株式会社

1993/4/9 兵庫 尼崎市 漏えい着火 0 0 1

ガス臭いのに気づき、台所の２口コックの一方が半開になっていたため閉止
し、窓を１０-１５分開けてガスを放出した後、煙草に火を点けたところ着火
爆発した。当事者はガス機器を使用せず、５年前にメーターの元栓を閉栓して
いた。メーターの元栓、末端ガス栓を開放した者は不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社ファミネット

1993/4/11 宮城 仙台市 不完全燃焼 1 1 0
小型湯沸器を閉め切った部屋で換気扇を回さずに長時間使用したためにＣＯを
含んだ排気が室内に充満しＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 パロマ PH-4F TG 仙台市

1993/4/14 愛媛 吉田町 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロに点火しようとしたが、誤って器具に接続していないコックを開放
したと思われる（ガスコンロは着火しなかった）。３０分後、再度コンロに点
火しようとしたところ漏れていたガスに引火爆発した。未使用側はゴム管が付
いており、時々焼肉用燃焼器を付けていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 伊予吉田町農業協同組合

1993/4/22 神奈川 秦野市 漏えい着火 0 0 1
爆発音とともに勝手口ドア、台所の窓が飛散し、出火した。出火箇所不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社丸江

1993/4/23 山梨 富士吉田市 漏えい着火 0 0 0
ガス風呂釜を空焚きし出火した

風呂釜 不明 不明 LP 富士ホームガス株式会社

1993/4/23 愛媛 新居浜市 漏えい着火 0 0 1
夕食準備のためコンロに点火する際、２口ある末端ガス栓の未使用側を誤って
開放し点火したため爆発・火災となった 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社別子プロパン

1993/4/30 北海道 北見市 ガス中毒 1 0 0
ガスコンロからの生ガス漏洩によるＣＯ中毒死亡。

コンロ 不明 不明 TG 北見市

1993/5/2 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 1

ガスファンヒーターと５ｋｇＬＰＧ容器を部屋に持ち込みホースを接続し暖を
取ろうとした。一旦部屋を出る時にホースを足にひっかけ外れた。部屋に戻っ
た時に再度ホースを繋ぎ点火したところ漏えいしていたガスに引火爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 日東燃料工業株式会社

1993/5/6 栃木 大田原市 漏えい着火 0 0 0

２口末端ガス栓の１方にガスコンロ接続、一方にはゴム管のみが付いた状態と
なっていた。ガスコンロを使用し、コンロのついた方を閉めるつもりでゴム管
のみの方を開栓したためガスが漏えいした。その後冷蔵庫のサーモスタットの
火花で引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 武井燃料店

1993/5/6 神奈川 鎌倉市 漏えい着火 0 0 3
大音響とともにＬＰガスが爆発し火災となった。台所の２口コンロ接続のゴム
管に動物等による咬みキズと見られる一部損傷があった。 ゴム管 不明 不明 LP ユタカガス株式会社

1993/5/6 山梨 忍野村 不完全燃焼 7 0 0
ＦＦ式大型給湯暖房器の給排気筒トップ部の金網が破損しており鳥の巣があり
その巣のため給排気が正常に行われず不完全燃焼を起こしＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(FF式) 不明 不明 LP 甲陽商事株式会社

91



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1993/5/9 東京 東村山市 漏えい着火 0 0 1

消費者が台所のガスコンロと湯沸器のゴムホースを取替中、ゴムホースが外れ
たまま、末端ガス栓を完全に閉じないまま離れた。その後居間の石油ストーブ
に点火しようとしたところ漏えいしていたガスに引火し爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社東京水沢商店

1993/5/10 愛知 豊川市 漏えい着火 0 0 1

風呂場浴室内でリモコン操作により追焚しようとしたところ点火しないので、
家人に直接点火を依頼。リモコン操作によりコックを開いたままガスが漏えい
していたため直接点火の際に漏えいガスに引火した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-297 LP 赤坂カミヤ

1993/5/23 長野 茅野市 漏えい着火 0 0 3
未使用コックの開放によりガスが漏えいし、何らかの火（ライター推定）が着
火源となり爆発火災となった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社タケムラプロパン

1993/5/23 和歌山 高野町 漏えい着火 0 0 6

飲食店で客が飲食中、ガス臭があり、ガス漏れ警報器が鳴ったが、客の１人が
警報器のコンセントを切りそのままにしていたところ爆発した。未使用末端ガ
ス栓の誤開放と推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社尾上燃料住設

1993/5/24 長崎 大村市 漏えい着火 0 0 2

２口ヒューズコックの予備側のキャップが調理台においてあり、コンロは立消
安全防止装置付きで鍋がかけてあるが焦げていない、マイコンメーターは継続
使用で遮断、警報器を鳴っているのを聞いたが事故後電源切になっていた。故
意又は過失の疑いもあり不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 田中燃料センター

1993/5/31 岡山 落合町 漏えい着火 0 0 1
何らかの理由でガスが漏洩。冷蔵庫のサーモスタットにより引火。

不明 不明 不明 LP 株式会社エイチケイ商会

1993/6/13 埼玉 越谷市 漏えい着火 0 0 1

５口ガスレンジを使用中、ガス臭がしてガス漏れ警報器が鳴動を始めて数秒後
に爆発した。何らかの原因で未着火のレンジからガスが漏れこれに他のレンジ
の火により爆発したものと思われる。事故時５口のうち３口を使用していた。
ガスレンジの着火を確認せず使用し、ガス漏れ警報器が鳴っても使用を中止し
なかった。

コンロ 不明 CXC-15C1 LP 西武石油商事株式会社

1993/6/17 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜の種火を点火しようとしたところ、漏れていたガスに引火し火傷を負っ
た。なお、ガス販売店が当日微少漏えい表示があったため、容器コックを閉
め、点検を家人に連絡したが当日の点検を拒否され、容器コックは閉めたまま
にし、後日点検の約束をしていた。ガス漏れはゴム管のひび割れか、元栓との
接続部分かは焼失したため不明。

不明 不明 不明 LP 笠岡商店

1993/6/17 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0
ＣＦ式風呂釜と居間の換気扇を同時に使用したため排ガスが逆流しＣＯ中毒。

風呂釜(CF式) ノーリツ GNQ-5 TG 北海道ガス株式会社

1993/6/23 青森 五所川原市 漏えい着火 0 0 2

ガスコンロ（パロマ：ＰＡ－３ＫＳＨ）に鍋をかけてガスを点火したと思いそ
の場を離れ休んでいたところ、ガス漏れに気付きコンロのスイッチを戻した途
端爆発した。ガスコックからホースが外れていたが、爆発前に外れていたか不
明。ガスコンロは立消安全装置付きで事故後の点検で作動は正常だった。

不明 不明 不明 LP 吉村石油ガス株式会社

1993/6/23 東京 板橋区 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロを点火しようとしたが点火せず、紙に火をつけ点火使用としたとこ
ろ爆発した。未使用の末端ガス栓を誤って開いたことによる。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社吉田薪炭店

1993/7/5 京都 亀岡市 漏えい着火 0 0 1
システムキッチンのガスコンロの取替工事をした際、フレキ配管接続部に保持
器を装入しなかったため、ガスが漏えいし、コンロ使用時に引火・爆発した。 金属フレキ管 不明 不明 LP 丸亀ガス株式会社

1993/7/7 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 0
風呂のリモコンの点火ボタンを押したが点火せず、何度か繰り返すうちに風呂
釜付近より出火した。 風呂釜 ノーリツ GS130 LP 株式会社名豊ガスセンター

1993/7/7 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
ＦＥ式瞬間湯沸器の排気トップを建物外壁塗装作業の養生のためビニール袋で
塞いだことから不完全燃焼した排ガスが室内に流出してのＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(FE式) ガスター

UR-162FE
製造年:1989年

TG 北海道ガス株式会社

1993/7/14 香川 善通寺市 漏えい着火 0 0 1
コンロを使用中、火が出た。当日炊飯器を取り外しており、未使用ガス栓が開
放状態にあった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社平野燃料店

1993/7/15 北海道 穂別町 漏えい着火 0 0 1

ガス炊飯器（パロマ：ＰＲ４００）のスイッチを入れたところ、漏えいガスに
引火爆発した。漏えい元は不明だが、被害者はネズミがゴム管をかじっていた
のではないかと推定している。

ゴム管
(炊飯器)

パロマ PR400 LP 穂別町農業協同組合

1993/7/18 北海道 名寄市 漏えい着火 0 0 1
２口末端ガス栓の未接続側が開放状態となっており、漏えいしたガスに石油給
湯器から引火・爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社三島

1993/7/21 愛媛 大西町 漏えい着火 0 0 1

台所で調理するため燃焼器具に点火したところ約１５分後ガスキャビネット、
コンロ、グリルから前面に向かってガス爆発が発生した。当日、夕方、調理し
た際、キャビネット内の元コックを閉栓しなかった。キャビネット内のフレキ
コックと燃焼器の接続部の締め付けが緩んだものと推定される。

金属フレキ管 不明 不明 LP 有限会社越智商会

1993/7/22 岡山 笠岡市 漏えい着火 0 0 1
入浴中追い焚きをしようとしてマッチを擦ったところ炎が吹き出した。直前に
入浴した者が器具栓を完全に閉止していなかった。 風呂釜 不明 不明 LP 松本商店

1993/7/24 鹿児島 鹿児島市 漏えい着火 0 0 0

冷蔵庫を開けたところガス爆発が起こった。現場検証にて、ガスキャビネット
床面からの中間コック上部の低圧ホースとガスレンジの接続部から微少漏えい
があった。接続部パッキンに変形があった。供給後２か月経っていることから
何らかの衝撃でガス漏れが発生したものと思われる。

ゴム管 不明 不明 LP 大和ガス有限会社

1993/7/27 福岡 城島町 不完全燃焼 1 2 0

美容室で３名が倒れ１名が死亡。開放式湯沸器で直上の換気扇で排気していた
が当時回っておらず、部屋は冷房のため密閉状態だった。また、湯沸器はパー
マ液等の滓が付着し不完全燃焼を起こしていた。

小型湯沸器 パロマ PH-5号-3F LP 株式会社古賀住設
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1993/8/1 香川 観音寺市 漏えい着火 0 0 1

台所のガスコンロに点火したところ爆発炎上した。当日、２口ガス栓の一方に
ついていた炊飯器を取り外したが、その際に末端閉止が不完全であったと推
定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社森卯平商店

1993/8/10 長崎 玉之浦町 漏えい着火 0 0 2

帰宅した際、玄関でガス臭がしたが、そのまま台所に行き電灯を点けたところ
爆発した。本人の母親が昼間、炊飯器を取り外した際、ゴム管を付けたまま末
端ガス栓を開放していた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 平井商事株式会社

1993/8/16 千葉 千葉市 酸欠・その他 0 0 6

料理店２階で卓上コンロ２台で懇親会をしていたところ気分が悪くなった。密
室状態の７．５畳間でエアコンを使用し、換気をしないでコンロを使用してい
たことにより酸欠に状態になったと推定。コンロを検査した結果ＣＯの異常は
なかった。

コンロ 大木 不明 LP アサヒガス株式会社

1993/8/19 福井 福井市 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロが点火しなかったため、別の元栓を開いたものと勘違いし、未接続
ガス栓を開放し、コンロに点火したところ引火火災になった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 福井市北部農業協同組合

1993/8/23 京都 宇治市 漏えい着火 0 0 2
テーブルコンロとガス栓を接続した可とう管を外し水道用ホースを接続しガス
を放出させ、タバコの火で爆発。隣家の人が巻き添えにより負傷。 金属可とう管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1993/8/26 島根 瑞穂町 漏えい着火 0 0 1

コンロのコックを開けたところ点火せず、そのままの状態で替えボンベのバル
ブを開け、台所に戻り、コンロに点火したところ漏えいしていたガスに引火し
た。

コンロ 不明 不明 LP 堀田商店

1993/8/27 山口 東和町 漏えい着火 0 0 0

普段使用していない炊飯器（製造後２０年経過）に団子等を入れ着火後外出し
たところ、大きな爆発音とともに網戸、食器等が飛散した。蒸し器内の水が沸
騰し炊飯器が立消えし、漏えいしたガスに冷蔵庫のサーモスタット火花が着火
したものと推定。

炊飯器 不明 不明 LP 株式会社中原石油店

1993/8/27 広島 呉市 漏えい着火 0 0 3
風呂を沸かすためマッチで点火し、１０分後に様子を見に行ったところ火が消
えていたため再点火したところ爆発した。 風呂釜 ノーリツ 不明 LP 丸浜商会

1993/8/29 山梨 河口湖町 漏えい着火 0 0 3
ガスコンロに点火したところ爆発した。

コンロ リンナイ RTS-3SND LP 丸富ガスサービス

1993/8/31 秋田 湯沢市 漏えい着火 0 0 1

自身で購入したガステーブルを取り付け使用していたところ、煙草に火を点け
た際に爆発した。ゴムホースとガス栓が不完全だったことにより何度か使用し
ているうちに少しずつ外れていったものと思われる。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社日通プロパン

1993/9/3 愛媛 広田村 漏えい着火 0 0 2

台所の末端ガス栓の閉止しようとして機器未接続の栓を誤って開放した。居間
でライターを付けたところ漏えいしていたガスに引火爆発した。未使用の末端
ガス栓にはゴム管のみが付けられていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 三好石油店

1993/9/8 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1

居間で鍋物をするため、約５ｍのゴムホースに付け替え点火しようとしたが、
エア抜きが出来ていなかったため、なかなか点火せず、数回点火動作を繰り返
したところ、漏えいガスに引火した。

コンロ パロマ PA-1S LP 株式会社朝日酸素商会

1993/9/17 京都 精華町 漏えい着火 0 0 1
ガス漏れにより何らかの原因により爆発し火災になり住宅が全焼した。

不明 不明 不明 LP 精華町農業協同組合

1993/9/19 北海道 白糠町 漏えい着火 0 0 0
未使用の末端ガス栓を誤って開放し、点火したためボヤが発生した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 北海道イワタニ株式会社

1993/9/22 鹿児島 鹿児島市 漏えい着火 0 0 2
グリルを使用後、器具栓を完全に閉止しなかった。２時間後別の者が再点火し
た時に漏えいしたガスに引火爆発した。 コンロ ミカド 不明 LP 有限会社久留石油ガス

1993/9/24 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 0

コンロを使用中、湯沸器に接続されていたコンロ奧のゴム管が焼け火事になっ
た。湯沸器は電気店が接続したため、金属管にすべきところが、ゴム管になっ
ていた。

ゴム管
(コンロ)

パロマ 830AH LP カクイ協和産業株式会社

1993/10/2 埼玉 富士見市 漏えい着火 0 0 3

ガスレンジを使用中、機器が未接続の末端ガス栓を誤開放し、ガスが漏えいし
た。マイコンメーターが作動し、使用中のガスレンジが消えたため、消費者が
マイコンメーターを復旧したところ再度ガス漏れが発生し、ガスレンジの火で
爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社井野商事

1993/10/2 奈良 天川村 漏えい着火 0 0 1
ガスコンロのコックが半開状態になっていたところ、ガスが漏えいし煙草に火
を着けた際爆発した。（ガスコンロ立消安全装置なし） コンロ 不明 不明 LP 天川ガス

1993/10/2 香川 丸亀市 漏えい着火 0 0 1

ガスの臭いに気付き、換気扇を使用してからコンロに火を点けたところ、漏え
いしていたガスに引火し、爆発した。当日朝にコンロを使用した際、点火装置
の戻し方が不完全だったためガスが漏えいしていた。

コンロ 不明 不明 LP 三宅商店

1993/10/11 徳島 由岐町 漏えい着火 0 0 1
外出するため急いで牛乳をあたためようと１口コンロを点火したが数分後着火
していないのに気付き、再点火した時に漏えいしていたガスに引火した。 コンロ パロマ PA-1S LP 株式会社スタン

1993/10/12 神奈川 川崎市 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器を換気しないまま長時間使用したために酸欠による不完全燃焼を
起こしＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 松下電器

MA-104U
製造年:1973年

TG 東京ガス株式会社

1993/10/24 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0
ＦＥ式瞬間湯沸器の排気筒に腐食及び接続部に隙間があり当日の強風で排ガス
が逆流してのＣＯ中毒。なお、湯沸器もゴミ等が詰まり不完全燃焼していた。 大型湯沸器(FE式) ガスター

UR-162FE
製造年:1990年

TG 北海道ガス株式会社

1993/10/25 大阪 岬町 漏えい着火 0 0 2
台所でコンロを使用中、隣室で煙草に火をつけたところ爆発した。コンロの元
栓との接続ミスと推定。 ゴム管 不明 不明 LP 有限会社西本商店

1993/10/27 宮崎 西都市 漏えい着火 0 0 1
空室で閉栓していたが、入居者が連絡をせず勝手に開栓した。卓上コンロを
使ったところ誤って末端ガス栓を開けたため、引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社三輪プロパン
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1993/10/27 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0
小型湯沸器に接続されていた金属可とう管を外し、ガスを放出させ漏れたガス
に電灯のスイッチの火花が着火源となり爆発。 金属可とう管 不明 不明 TG 広島ガス株式会社

1993/10/29 大阪 泉南市 漏えい着火 0 0 1
２口コックの未利用側を開いてしまい、気づかずにしばらくしてから煙草に火
を着けたところ爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 野田礦油株式会社

1993/11/22 東京 八王子市 不完全燃焼 0 2 0
ＣＦ式風呂釜を換気しないで使用し台所の換気扇を回していたため浴室内に排
ガスが充満しＣＯ中毒。 風呂釜(CF式) 東芝

FGK-111NF
製造年:1988年

TG 東京ガス株式会社

1993/11/22 石川 内灘町 漏えい着火 0 0 1
ガス栓の不完全閉止により一口コンロより取り外したゴム管から漏れたガスが
何らかの原因により引火。 コンロ 不明 不明 LP 伊丹産業株式会社

1993/11/23 長崎 佐世保市 ガス中毒 1 0 0
ファンヒーターのガス栓が半開状態で接続されていたゴム管が外れて生ガスが
漏れてのＣＯ中毒死亡。 ゴム管 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1993/11/27 千葉 夷隅町 漏えい着火 0 0 0

飲食店の屋外壁掛け給湯器の熱交換器に直経4-5ｃｍの穴があき、更に給湯器
の裏板にも3-4cmの穴があいた。その穴から壁が加熱し火災が発生した。業務
用のために熱交換器に応力割れが生じたものと推定。

大型湯沸器(屋外式) 長府製作所 GK163KLP LP 松本プロパン

1993/12/2 愛知 蒲郡市 漏えい着火 0 0 1

午前２時過ぎにガスストーブを扱った後眠り込み、午前４時４５分頃寒くなり
ストーブに点火しようとした時火災が発生した。

ストーブ
(不燃防なし、立消安全装置
なし)

リンナイ
R-6621
（S44-S46製）

LP ガステックサービス株式会社

1993/12/3 北海道 函館市 不完全燃焼 0 3 0
密閉した室内で換気不十分のまま小型湯沸器を長時間使用したための不完全燃
焼によるＣＯ中毒。 小型湯沸器 不明 不明 LP 住商第一石油ガス株式会社

1993/12/13 神奈川 津久井町 漏えい着火 0 0 2

ガスストーブ（ファンヒーター：RC５０４AC）を点火し約１時間暖をとってい
たが、暖房が効かなくなったので再点火させたところ燃焼器側接続部より外れ
たゴム管から漏えいしたガスに着火し爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

1993/12/15 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1

試運転要領の手順を踏まずパイロットバーナー着火調整後、直接自動運転に切
り替えたため、調整不良による不完全燃焼が発生し炉内にガスが滞留し何らか
の着火源により爆発。

温水ボイラー 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1993/12/26 新潟 味方村 不完全燃焼 2 0 0
開放型ストーブを密閉された室内で長時間使用したため不完全燃焼を起こしＣ
Ｏ中毒死亡。 ストーブ ガスター UHS-40 TG 白根市

1993/12/27 熊本 益城町 漏えい着火 0 0 0
入浴後風呂の水を抜き風呂釜の種火を消すつもりが誤って点火したため空焚き
状態になり出火した。 風呂釜(CF式) 松下 GF128A LP 春野商店

1993/12/27 愛知 豊橋市 不完全燃焼 0 1 0
屋内ＣＦ式風呂釜の排気筒はずれによるＣＯ中毒。

風呂釜(CF式) ノムラガスガマ 不明 TG 中部ガス株式会社

1993/12/29 栃木 栃木市 漏えい着火 0 0 0
店舗内厨房の湯沸器交換に時間がかかり、客の来店が始まったことから、ガス
使用を開始。末端弁が不完全閉止だったためガスが漏えいし引火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 小野口商事株式会社

1993/12/30 東京 豊島区 不完全燃焼 1 0 0
開放型ストーブのダンパがホコリで詰まった状態で使用されたため不完全燃焼
しＣＯ中毒死亡。 ストーブ サンヨー電機

GHR-930G
製造年:1974年

TG 東京ガス株式会社

1993/12/31 東京 渋谷区 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式大型湯沸器の熱交換器がダストのようなもので閉塞され不完全燃焼した
排ガスが湯沸器の下部から漏れて室内に充満してのＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PH-12A
製造年:1982年

TG 東京ガス株式会社

1994/1/13 埼玉 川口市 不完全燃焼 2 0 0

湯沸器のフィン及び空気口にホコリが詰まり不完全燃焼し、換気扇の影響によ
り室内が負圧となって、排ガスが逆流止めから室内に逆流したことによるＣＯ
中毒死亡。

大型湯沸器
(CF式)

シャホトー
GM-10R
製造年:1974年

TG 東京ガス株式会社

1994/1/14 山梨 大月市 漏えい着火 0 0 0
当時者の家族が浴槽の水量を確認せず風呂釜に点火したため、空だきとなり出
火、風呂場など約3.3㎡が焼損した。 風呂釜 不明 不明 LP 吉村商店

1994/1/14 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
ＦＥ式瞬間湯沸器の排気筒に腐食及び接続部に隙間があり、ここから排ガスが
漏れたことによるＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(FE式) パロマ

PH-1600CMFL
製造年:1988年

TG 北海道ガス株式会社

1994/1/17 神奈川 秦野市 漏えい着火 0 0 2

夕食後、当事者が台所の隣の居間にある電気掘りごたつスイッチを入れた時爆
発し、当事者宅が全焼した。
末端ガス栓を配管の気密試験の結果、漏えいが見られないことから、末端ガス
栓の劣化又は不完全閉止が原因と推定される。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社添田商店

1994/1/18 群馬 伊勢崎市 漏えい着火 0 0 1

当事者が昼食の用意をしようとコンロに点火したところ爆発し、台所のガラス
戸及び天井板を破損、当事者が火傷により軽傷を負った。当事者の証言による
と、２口末端ガス栓のうち器具未接続側のガス栓を誤って開けたまま暫く台所
を離れたとのことであり、その間に漏洩したガスに燃焼器具の火が引火したも
のと思われる。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社上星商店

1994/1/19 福島 下郷町 漏えい着火 0 0 0

当事者が朝１０時頃浴槽に水を入れ、午後に水の有無を確認しないまま、風呂
釜に点火した。その際、ゴム栓を完全に止めていなかったために浴槽の水がな
くなり空だきとなり出火し、当事者宅が全焼した。

風呂釜 不明 不明 LP 有限会社沢田商会

1994/1/22 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 0

屋外でバーベキューコンロに使用していた１０㎏容器を当事者が自宅の居間に
持ち込みガスストーブに接続していたところ、当事者の飼犬がガスストーブに
接続されていたゴム管を噛む等の原因によりゴム管が外れ、そこから漏洩した
ガスが居間の石油ストーブの火から引火し、爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 細野商店
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1994/1/23 富山 高岡市 不完全燃焼 1 1 0

浴室内で親子２人が倒れているのを祖母が見つけ、病院に搬送したが、１名死
亡した。湯沸器(８号・ＣＦ式)が約10年前に浴室内に設置されていたが、排気
筒が、屋外に出たところに曲り管が横向きに付けられ、その先が排出口となっ
ており、全く立ち上り部分がなかった｡当夜は風雪が強く、排気口の方から風
が吹いていた上､屋根の雪がまわりを包むように覆いかぶさっていたため、排
気障害から不完全燃焼を起こし、その排ガスが浴室内に逆流してＣＯ中毒に
至ったと推定される。当該消費者は消費設備の調査を拒否していた。

大型湯沸器(CF式) 松下
GW-84A
(製造年:1975年3月)

LP 戸出合同ガス協業組合

1994/1/26 兵庫 緑町 漏えい着火 0 0 0

飲酒により泥酔状態の当事者がお好み焼き用バーナーを消し忘れたまま熟睡し
たため、この器具が過熱され出火しお好み焼きテーブルと側面クロスを焼損し
た。

お好み焼き用バーナー
(業務用)

不明 不明 LP 辻商店

1994/2/1 東京 武蔵野市 不完全燃焼 0 2 0
洗面所設置のFE型大型湯沸器を排気ファンが作動していない状態で使用したた
め、排気が洗面所にあふれ出しCO中毒。 大型湯沸器(FE式) パロマ

PA-113FEZ
製造年:1986年6月

TG 東京ガス株式会社

1994/2/2 秋田 秋田市 不完全燃焼 2 0 0

ＦＥ式大型湯沸器が何らかの原因により不完全燃焼を起こして排気が十分に行
われず、排ガスによるＣＯ中毒死亡したものと思われる。平成１８年８月の製
品安全総点検において、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-131F
製造年:1984年

TG 東部ガス株式会社

1994/2/3 宮城 歌津町 不完全燃焼 0 1 0

当事者が換気をせずに湯沸器を10分程度使用したところ､不完全燃焼により軽
度のＣＯ中毒症状となった。
台所に設置された湯沸器(５号・開放式）は約12年前のもので、熱交換器の腐
食が進んでおり燃焼不良状態であった。また、当日は気温が低かったため台所
を閉め切って換気扇を使用せずに湯沸器を使用したため､不完全燃焼を起こし
たものと考えられる｡

小型湯沸器 松下 GW5DV LP 株式会社阿部石油

1994/2/3 東京 文京区 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器を換気をせずに長時間使用したため不完全燃焼を起こし室内に排
ガスが充満してのＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 パロマ

PA-104CN
製造年:1980年

TG 東京ガス株式会社

1994/2/7 山梨 上野町 漏えい着火 0 0 0

昼食の準備のため台所のグリル付きコンロで魚を焼くため点火し、食事の後、
コンロの火を消し忘れて外出した。そのため、コンログリル内に付いていた油
脂等が過熱されて発火し、接続のゴム管も焼け、周辺に燃え広がり台所、天井
など約１０㎡を焼損した。

コンロ 不明 不明 LP 野崎商店

1994/2/9 京都 京都市 不完全燃焼 2 2 0
屋内に設置された屋外設置型ふろ給湯器を換気扇を動かさずに使用したため、
不完全燃焼が生じてのＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(RF式) ガスター

OURB-1600DA
製造年:1991年

TG 大阪ガス株式会社

1994/2/16 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式シャワー付風呂釜を使用中に台所の換気扇を回したため排ガスが逆流止
めから浴室内に逆流しＣＯ中毒死亡。 風呂釜(CF式) 高木パーパス

TP-A117M
製造年:1988年

TG 東京ガス株式会社

1994/2/16 大阪 八尾市 不完全燃焼 3 0 0
小型湯沸器を閉め切った部屋で換気扇を回さずに長時間使用したためにＣＯを
ふくんだ排ガスが充満しＣＯ中毒になった。 小型湯沸器 サンヨー電機 不明 TG 大阪ガス株式会社

1994/2/21 京都 京都市 漏えい着火 0 0 1

ガス栓に先端器具なしカチット付ゴムホースを接続しガス栓を開放し、ガスを
漏出させた。ガス臭に気づいた被害者が換気扇のスイッチを入れたところ爆
発。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1994/2/24 北海道 釧路市 ガス中毒 0 1 0
テーブルコンロに火が着火したことを確認しなかったため、未着火のまま生ガ
スが放出されＣＯ中毒。 コンロ 不明

不明
製造年:1977年

TG 釧路ガス株式会社

1994/3/5 愛知 稲沢市 漏えい着火 0 0 4

工場敷地内のコージェネレーションシステム増設工事現場にて、工事事業者が
器具用遮断弁を開いたため放出されたガスに溶接の火花が引火して火災になっ
た。

器具用遮断弁 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

1994/3/7 静岡 浜松市 漏えい着火 0 0 0

共同住宅のバルコニー外部壁面に取り付けた、ガス給湯器のフレキ管接続部の
電気防食用の樹脂製絶縁耐熱継手を取り付け時に締めすぎ、亀裂が発生してガ
スが漏洩し、給湯器の火花から引火し、火災となった。給湯器が一部焼損し
た。

金属フレキ管 高橋産業 UTIC-17 LP 東亜ガス株式会社

1994/3/16 大阪 吹田市 不完全燃焼 4 0 0
開放式小型湯沸器を閉め切った部屋で換気扇を回さずに長時間使用したために
ＣＯを含んだ排ガスが部屋に充満しＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 ナショナル

GW-5D2V
製造年:1983年

TG 大阪ガス株式会社

1994/3/19 宮城 仙台市 不完全燃焼 0 1 0

FE式大型湯沸器の使用に伴う排ガスCO中毒事故。平成１８年９月に機器メー
カー（㈱ハーマンプロ）から、事故の原因は安全装置の改造にあるとの報告を
受けたもの。

大型湯沸器(FE式)
陽栄製作所
（ハーマン）

S10S8型 TG 仙台市

1994/3/22 大阪 大東市 漏えい着火 0 0 0

当事者が応接室の石油ストーブに、チャッカマンで点火しようとしたところ、
隣室のガスファンヒーターのゴム管が外れていたため、そこから漏洩したガス
に引火し爆発した。当事者宅85㎡及び家財道具を焼損した。

ゴム管 不明 不明 LP 個人

1994/3/28 山梨 甲府市 漏えい着火 0 0 1

当事者が浴槽に水を入れていたが、あふれたため水抜栓から水を抜き、栓をし
て風呂釜に点火したが、栓が完全に止まっていなかったため、水が抜け、空だ
き状態になり火災となった。消火しようとした当事者が、火傷により重傷を負
い、当事者宅が全焼した。

風呂釜
(CF式)

不明 不明 LP 山梨品川燃料株式会社

1994/4/2 富山 細入村 漏えい着火 0 0 0

当事者宅の台所で爆発音とともに爆発があり、玄関戸やガラス窓等が爆風によ
り吹き飛び、室内で出火した。台所や居間の障子戸や壁板等を焼損した。台所
に設置されていた湯沸器と末端ガス栓とを結ぶゴム管が中途で破断されてお
り、何らかの原因でゴム管から漏えいしたガスが石油ストーブの火に引火した
ものと推定。

ゴム管 不明 不明 LP 江尻酒・燃料店

95



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1994/4/8 富山 富山市 漏えい着火 0 0 1

当事者が台所のコンロに点火しようとしたところ爆発し火災となった。当事者
はコンロの位置を変えるため接続ゴム管を２口末端ガス栓の他方に付け替えた
が、この未使用となった末端ガス栓を完全に閉めていなかったためガスが漏洩
していた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 北陸イワタニ販売株式会社

1994/4/10 福島 郡山市 漏えい着火 0 0 1

当事者がタバコに火をつけようとライターに点火した際、爆発が起こり出火し
た。これにより当事者は火傷により重傷を負い、当事者宅が全焼し、隣接の住
宅２戸が半焼した。台所付近からのガス漏れと推定される。マイコンメーター
の復帰ボタンがガムテープで押され、強制開放されていた。

不明 不明 不明 LP 東北実業株式会社

1994/4/15 福島 郡山市 漏えい着火 0 0 0

従業員が仕込みのためコンロに点火しようと末端ガス栓を開いたが、誤って燃
焼器具を取り外しフレキ管のみ接続されていた弁も開いたため、ガスが漏洩
し、付近の燃焼器具の火から引火し、爆発した。これによりフレキシブル管を
焼失した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 東北イワタニ株式会社

1994/4/19 大阪 堺市 漏えい着火 0 0 0

ガス栓に先端器具なしコンセント付ゴム管を接続してガス栓を開状態にしたた
め何らかの着火源により爆発。被害者本人は司法解剖の結果酸欠による窒息死
であることが判明。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1994/4/20 沖縄 名護市 不完全燃焼 1 0 0

事故当日昼間、販売事業者が翌日の入居者用に、容器の設置、湯沸器の燃焼テ
スト等を行い、使用上の注意等の説明は翌日することにして容器バルブを閉め
て帰った。しかし、当事者は当日夜入居し、７時30分頃シャワーを使用したが
約２時間経っても出てこないため、同居人が見にいったところ当事者が倒れて
いた。シャワー室内に設置された､排気筒のない湯沸器（８号ＣＦ式）を換気
をせずに使用したため、酸欠状態から不完全燃焼を起こしＣＯ中毒に至った。

大型湯沸器(CF式) 松下 GW-84 LP 諸喜田プロパン

1994/4/23 埼玉 行田市 漏えい着火 0 0 0
昼食の準備でコンロのグリルで魚を焼いていたがこれを忘れて点火したまま外
出したため、過熱され火災となった。 コンロ 不明 KGS-3GS LP 行田市農業協同組合

1994/4/28 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1

当事者がガス臭に気付き、ガス台下の物入れの中の末端ガス栓からゴム管が外
れかかっているのを発見した。ゴム管をはずして点検しているうちに、弁に装
着されていたヒューズ栓　（安全アダプター）がポンと音を発して外れ、ガス
が一気に放出され、隣の部屋にあったタバコの火で着火し爆発した。当事者宅
は全焼し、当事者は火傷により重傷を負った。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社ムネカタ

1994/5/1 北海道 北見市 ガス中毒 0 1 0

自殺のため１階住人がヒューズなしの２口ガス栓にひとつを開状態にしていた
ためそこから漏れたガスが２階の被害者宅に侵入しての生ガスによるＣＯ中
毒。

ガス栓 不明 不明 TG 北見市

1994/5/5 栃木 黒磯市 漏えい着火 0 0 0

末端ガス栓とガスコンロをつないでいたゴム管をネズミがかじったため穴が開
き、そこからガスが漏洩し、台所の隣の居間にある掘りごたつで使用していた
練炭の残り火から引火、爆発し火災となった。

ゴム管 不明 不明 LP 栃木ミツウロコガス株式会社

1994/5/16 北海道 千歳市 漏えい着火 0 0 1

朝、当事者が起床してタバコを吸おうとライターに点火したところ、爆発が起
こり、当事者が火傷により軽傷を負った。燃焼器具と金属フレキ管の接続不良
と推定される。

金属フレキ管 不明 不明 LP 株式会社さんこう

1994/5/25 鹿児島 伊集院町 漏えい着火 0 0 0

当事者の妻がガス漏れ警報器の警報音で目を覚まし、台所へ行くと数ヶ所で火
が燃え上がっていた。当事者が布団で火を消し、妻が容器のバルブを閉めた。
コンロに接続するゴム管、数カ所にネズミのかみきった跡があった。

ゴム管 不明 不明 LP 太陽ガス協業組合

1994/5/27 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0
ＦＥ式大型湯沸器の機器本体と排気筒接続部の間が外れており、そこから不完
全燃焼した排ガスが室内に漏れてのＣＯ中毒。 大型湯沸器(FE式) 高木産業

TP-GQ165F
製造年:1985年

TG 北海道ガス株式会社

1994/6/2 和歌山 田辺市 漏えい着火 0 0 2

当事者の妻が夕食の準備をしていたところ、使用中のコンロ状態が異常に感じ
たため、コンロの器具栓を閉止した。その後、再度コンロの器具栓をあけ点火
したところ爆燃が起きた。点火操作の誤操作によるものと想定される。

コンロ リンナイ RBG-40J-B LP 有限会社大崎プロパン

1994/6/6 富山 高岡市 漏えい着火 0 0 1

当事者が台所で２口コンロに点火しようとしたところ、漏れていたガスに着火
して台所の壁に燃え広がったが壁を焦がした程度で消し止めた。当事者が１ヶ
月程前、使用しなくなった炊飯器に接続するゴム管を切断し、そのままにいて
おり、誤って機器未接続の末端ガス栓を開放してしまった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社塚本商店

1994/6/10 高知 宿毛市 漏えい着火 0 0 1

当事者（調理師）がオーブンに点火し燃焼を確認した後、約15分後にガス臭に
気づいて栓を閉めようとした時に、オーブン内で爆発が起こり、オーブンの扉
が開いて当事者に当たったため軽傷を負った。
事故後漏えい試験を含め、全ての設備の点検調査を行ったが、異常は見られな
かった。

不明 不明 不明 LP 個人

1994/6/27 埼玉 所沢市 不完全燃焼 0 2 0

朝10時頃より３人料理仕込み作業を始め、３口コンロのうちの１口とゆで麺器
を使用していたところ10時30分頃､１人が倒れ病院に運ばれ、その後も作業を
続けていた１人も11時10分頃倒れ病院に運ばれたもの｡
地下１階の厨房で、換気扇が故障しており、換気不良の状態の中で ゆで麺
器、コンロを使用したため、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒となった。

不明 不明 不明 LP 株式会社サイチュー

1994/6/30 栃木 鹿沼市 漏えい着火 0 0 1

当事者がコンロの栓を開けたが、ガスが出なかったため、栓を開けたまま容器
のバルブを開けに屋外に行った。その後、一旦戻り、再び水をくみに屋外に
行った。その間、コンロの栓は開けたままになっていたためガスが漏洩し、
戻った当事者がコンロの栓が開いていることに気づき栓を閉めたが、換気を十
分にしないままマッチに火をつけたため漏曳していたガスに引火、爆発した。
当事者は火傷により軽傷を負った。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社キクチ
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1994/7/4 青森 青森市 酸欠・その他 0 0 1

当事者が「排気筒を設置するまで浴室の湯沸器を使用しないように」と販売事
業所から要請されていたにもかかわらず、湯沸器を使用したため酸欠となった
もの。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-6F LP 青ガス興業株式会社

1994/7/10 長崎 諫早市 漏えい着火 0 0 0
ネズミが蒸し器に接続されているゴム管をかじって穴を開けたため、そこから
ガスが漏れ、冷蔵庫のサーモスタットから引火し爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP マルヰガス株式会社

1994/7/14 千葉 八千代市 漏えい着火 0 0 0
当事者が風呂の水を入れすぎ、あふれたため水を抜きながら沸かしていたこと
から、水がなくなり風呂釜が過熱し火災となったもの。 大型風呂釜(CF式) ヤマハ YBU111S LP 株式会社山崎商店

1994/7/15 福岡 久留米市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火しようとしたところ漏れていたガスに引火し爆発した。当事者が
火傷により軽傷を負った。 コンロ パロマ PA-1KS LP 久留米プロパンガス株式会社

1994/7/28 新潟 柏崎市 漏えい着火 0 0 2

ＬＰガス配管の移設工事を行った際、変更した配管の末端に設けたハンドバル
ブの先を止める金属製のねじがなかったため、後で取り付けることとして、飲
食店の担当者に注意するようにと言っていたが、何らかの原因（アルバイトの
店員が誤って触れたものと推定される）によりハンドバルブが開き、ガスが漏
洩し、フライヤーの火から引火したもの。これにより、アルバイトの女性２名
が火傷により軽傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 中村石油株式会社

1994/8/6 群馬 太田市 漏えい着火 0 0 6

消費者宅のガスコンロ付近から漏洩したガスが冷蔵庫のサーモスタットの火花
から引火し爆発した。当事者が前夜７時頃湯を沸かした際にコンロの操作ミス
（着火未確認又は立消え）をしたことによるガス漏洩が考えられるが、コンロ
には立消え安全装置が装備されていること、また、３日前に交換した容器に霜
が付着し、空になっていたことから、末端ガス栓の誤開放又はゴム管の脱落等
による大量ガス漏れがあったことも考えられる。

不明 不明 不明 LP 株式会社近藤亀三郎商店

1994/8/13 東京 武蔵野市 漏えい着火 0 0 0
本人が自殺しようとテーブルコンロに接続されているゴム管を外して生ガスを
漏出させ、滞留したガスに何らかの原因で着火・爆発したと思われる。 ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1994/8/14 北海道 北見市 ガス中毒 1 2 0
テーブルコンロの器具栓が誤操作による半開状態のため生ガスが放出されＣＯ
中毒死亡。 コンロ 不明 不明 TG 北見市

1994/9/3 鳥取 米子市 漏えい着火 0 0 1

当事者は、２口末端ガス栓をコンロと炊飯器に使用していたが、１ヶ月前電気
炊飯器を購入し、ガス炊飯器は廃棄したがゴム管は末端ガス栓に接続したまま
になっていた。事故時、コンロに接続されている末端ガス栓は「開」、未使用
側は、「閉」となっていたが、誤って未使用側の末端ガス栓を開き、コンロに
点火したため、ホースから漏洩したガスに引火したもの。これにより、台所の
壁、天井等の表面を焼き、当事者は火傷により軽傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 米子煉炭有限会社

1994/9/10 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

事故前日、業務終了後厨房担当者が末端ガス栓を閉め、オーブンの７個の器具
栓は閉め忘れて帰宅。翌朝、当事者（厨房マネジャー）が出社、末端ガス栓を
開き、燃焼器具に点火したところ、器具栓が開放状態であったため、ガス漏れ
警報器が鳴り、それと連動する遮断弁が作動しガスを止めた。全ての燃焼器具
栓及び末端ガス栓を閉めてガス器具を点検したが異常を発見できず、警報器も
鳴りやんだため遮断弁を復帰し再度、他の器具に点火して 後にオーブンに点
火しようとしたところ、燃焼室内に充満したガスに引火し火炎が吹き出した。

オーブン 日立キッチン工業 NTG-1 LP 大同ほくさん株式会社

1994/9/25 香川 牟礼町 漏えい着火 0 0 2

当事者の母がコンロに点火したところ着火しないため、コンロ近くにある１口
末端ガス栓（冬に別室で使用するためゴム管は接続してあるが、燃焼器具は未
接続であった。）を誤って開いた。その後、当事者の妻がガス臭に気づき、窓
を開けて換気後、コンロのつまみをひねったところ、漏洩していたガスに引
火、爆発したもの。これにより、火傷により当事者の妻が重傷を、母が軽傷を
負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 浜野商店

1994/10/2 三重 菰野町 漏えい着火 0 0 1

風呂釜の種火が消えたため、再度マッチで種火を点火しようとしたところ、漏
洩していた少量のガスに引火したもの。これにより、当事者が火傷により軽傷
を負った。

風呂釜 不明 不明 LP 三重品川産業株式会社

1994/10/14 北海道 倶知安町 漏えい着火 0 0 0

販売事業所が配管工事を行った際、既存の配管の末端ガス栓からコンロを外
し、新たな末端ガス栓に接続した。旧設備はそのまま残され、容器のバルブは
開放されていた。事故当日、当事者の孫がコンロが接続されていないことに気
づかずに既存の末端ガス栓を開け、移設されたコンロに点火したところ、既存
の末端ガス栓から漏洩したガスに引火、爆発、火災となった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社名畑プロパン

1994/10/14 三重 亀山市 漏えい着火 0 0 0

当事者（経営者）と従業員が昼食のため外出する際、従業員がたこ焼き器の器
具栓を閉めた。しかし、当事者が再確認をした際、誤って器具栓を開け外出し
たためガスが漏洩し冷蔵庫のサーモスタットから引火し、爆発、火災に至った
もの。

たこ焼き器(業務用) 不明 TS-185 LP 大萱商会

1994/10/17 愛知 佐織町 漏えい着火 0 0 2

集会場で葬儀の準備中、弱火にしておいたコンロの火が立消えしたため、再点
火したところ漏洩していたガスに引火し爆発した。これにより、２人が火傷に
より軽傷を負った。

コンロ リンナイ RTS-2HL LP 株式会社宇佐美プロパン

1994/10/24 滋賀 栗東町 漏えい着火 0 0 1

当事者が２口コンロに接続していたゴム管をヒューズコックを３分の１開いた
状態で取り外したため、ガスが漏洩した。その後、当事者がタバコを吸おうと
した時、漏洩していたガスに引火したもの。

ゴム管 不明 不明 LP 宇山ガス株式会社
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1994/10/28 栃木 黒磯市 漏えい着火 0 0 0

当事者が別荘にて昼食準備のため２０㎏容器を台所へ持ち込み、調整器と１口
コンロを接続して使用していた（ゴム管は約５ｍで容器の上部に巻き付けて使
用）。ホースバンドは使用していなかった。昼食後に外出した際、コンロのつ
まみを「止」にしただけで容器バルブは開けたままであった。その後、ゴム管
とコンロの接続部からガスが漏洩し冷蔵庫のサーモスタットから引火、爆発し
火災となり別荘を全焼した。なお、容器は、当事者が別荘に運び使用したも
の。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社キノシタ

1994/11/1 広島 東広島市 漏えい着火 0 0 0

当事者の妻が、昼食の準備のためコンロに点火しようとしたが、当該コンロの
操作がよくわからなかったことから、誤ってコンロと一体となっているグリル
のつまみを半開の状態としていた。当該コンロの使用後、離れで昼食をとった
が、その間、グリルからガスが漏洩し、冷蔵庫のサーモスタットから引火し爆
発したもの。これにより、当事者の母屋と離れの二棟を全焼した。

コンロ 不明 GT-653G LP 今田商会

1994/11/1 静岡 浜松市 不完全燃焼 0 4 0
風呂釜故障のため、開放式小型湯沸器にビニールホースを用いて浴槽に給湯し
た。長時間使用換気不良によって不完全燃焼を生じてのＣＯ中毒。 小型湯沸器 サンヨー電機

GB-63G
製造年:1978年

TG 中部ガス株式会社

1994/11/4 沖縄 浦添市 漏えい着火 0 0 1

当事者（従業員）が料理の仕込みのため、まず、居酒屋の厨房で作業し、その
後併設するカラオケハウスの厨房で仕込みを行った。再び、居酒屋の厨房に戻
りコンロに点火したところ爆発したもの。ガス漏れ原因の詳細は、不明であ
る。これにより、店舗設備等の一部が焼損壊した。

不明 不明 不明 LP 有限会社マルコウガス住設

1994/11/6 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 1

ガス炊飯器のタイマーをセットし、外出した。この間、何らかの理由でゴム管
（迅速継手）がはずれ、点火のタイマーの作動により引火、爆発したもの。こ
れにより、当事者宅の１階部分が全壊し、周辺住宅１３戸の窓ガラス等に被害
があった。また、居間で寝ていた当事者の母親が軽傷を負った。

ゴム管 不明 不明 LP 山下プロパン

1994/11/16 熊本 芦北町 漏えい着火 1 0 0

当事者が屋外で近所の主婦からガス臭いといわれ、慌てて自宅に戻り、確認す
るつもりで誤ってコンロの点火つまみを操作したため､室内に充満していたガ
スに引火し、爆発炎上した。これにより当該住宅が全焼し､当事者は火傷によ
る重傷を負い、12月３日に死亡した｡使用ガス燃焼器具はストーブ（松下：
GS3300）、炊飯器（パロマ：PR200）、２口コンロ（松下:GT2A2L）であった。
２口コンロ付近からのガス漏れと思われるが、ガス漏れ箇所、漏れ原因の詳細
は不明である。

不明 不明 不明 LP カラホ商会

1994/11/21 大阪 豊中市 漏えい着火 0 0 1
ガスストーブを点火したつもりが点火せず約１時間後に再点火したため何らか
の原因により室内に滞留した生ガスに引火し爆発したと思われる。 ストーブ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1994/11/29 秋田 矢島町 酸欠・その他 0 0 2

理髪店で、理容師は気分悪くなり、椅子で休み客の様子を見るといびきをかい
ており、緊急連絡しようとしたが当人も倒れた。その後、来客が通報した。警
察では原因についての断定はしていないが、湯沸器に内蔵の強制排気式ファン
が作動していなかった疑いもあり調査中。また事故後現場におけるCO測定では
反応がなく、病院においても酸欠との診断であり、CO中毒かどうかは不明とし
ている。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-81F LP 三船プロパンガス店

1994/11/29 長野 中野市 漏えい着火 0 0 1

当事者の妻がふろを沸かそうと風呂釜に点火した。約４５分後、ふろの様子を
見に行ったところ、点火されていないのに気付き、点火操作を行っているうち
に漏洩したガスに引火し、爆発した。これにより、妻が火傷により軽傷を負っ
た。

風呂釜 ノーリツ GS-2 LP 北信ガス株式会社

1994/12/1 滋賀 大津市 漏えい着火 0 0 1

当事者（店長）が前夜４台あるフライヤーのうち１台の調子が悪いため、フラ
イヤーの中に組み込まれているバーナーユニオンを緩め、末端ガス栓を閉め
て、従業員に注意するように言った。翌日、従業員が注意を忘れて末端ガス栓
及び器具栓を全て開け点火したため漏洩していたガスに引火し、フライヤー内
及びダクト部分が焼損した。従業員が火傷により軽傷を負った。

フライヤー
(業務用)

不明
KC-600
(米国製)

LP 京滋忠燃株式会社

1994/12/5 千葉 市原市 漏えい着火 0 0 1

当事者宅の居間の２口末端ガス栓のうち器具未接続の弁が開放されてたためガ
スが漏洩していた。６時１０分頃、湯を沸かそうと台所の１口コンロに点火し
たところ、漏洩していたガスに引火し、爆発した。なお、事故前日の１９時２
０分頃、他の部屋の住人から販売事業所に「ガス臭い」と通報があり、調べた
が当事者宅は声をかけた際返事がなかったため、室内は調べられなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 串田ガス工業株式会社

1994/12/10 北海道 網走市 漏えい着火 0 0 2

調理場の圧力釜が故障のため、圧力釜からバーナーを取り外し修理していた。
末端ガス栓は 初、閉まっていたが何らかの原因により開きガスが漏洩し、他
の圧力釜の種火から引火し、爆発した。これにより、アルバイト２名が火傷に
より軽傷を負った。

圧力釜(業務用) 不明 ヘニービニー600 LP 株式会社三光

1994/12/13 東京 足立区 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式風呂釜と台所の換気扇を同時に使用したため浴室内が負圧となり、排気
ガスが逆流しＣＯ中毒死亡。 風呂釜(CF式) 越野製作所

KM-KH107
製造年:1985年

TG 東京ガス株式会社

1994/12/17 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

当事者が共同使用（２室）のふろを沸かそうとした際、水量を確認せずに、風
呂釜に点火したため空焚きとなり出火したもの。これにより、２階２室が半焼
した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-192 LP 鈴栄産業株式会社

1994/12/21 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0

当事者と友人が頭痛がしたため病院へ行ったところＣＯ中毒と診断されたも
の。
湯沸器（16号・ＦＥ式）の給気部が埃等による詰りから燃焼不良状態であった
こと、及び排気筒に口径の異なるものが使用されており、その接続部にテープ
巻きされていたが、そのテープがはがれていたため排ガスが室内に流入してい
たこと により、ＣＯ中毒となった｡

排気筒
(大型湯沸器：FE式)

リンナイ
RUA-16WFO

LP 札幌アポロ石油株式会社
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1994/12/22 静岡 静岡市 漏えい着火 0 0 2

コンロに接続されているゴム管がネズミにかじられたため穴が開き、そこから
ガスが漏洩し、何らかの火源（冷蔵庫のサーモスタット等が考えられる）から
引火し、爆発した。これにより２軒長屋の１世帯の屋根、壁等か損壊し、当事
者の妻当事者と友人が軽軽傷を負った。

ゴム管 不明 不明 LP 安本燃料店

1994/12/23 鹿児島 鹿児島市 漏えい着火 0 0 3

当事者（従業員）が調理のため、オーブンのメインバーナー栓を開けたが、す
ぐに点火せずその場を離れた。ガス臭に気づいてあわててパイロットバーナー
に点火したところ漏洩していたガスに引火し、爆発したもの。これにより、従
業員３名が火傷により軽傷を負った。

オーブン
(業務用)

谷口鉄工 不明 LP 鹿児島ガス株式会社

1994/12/30 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 0

当事者の妻が２２時頃、浴槽に水が入っていない状態で風呂釜に点火した。２
３時頃、帰宅した当事者の子供が物の焦げる異臭に気づき、当事者に知らせた
循環式の風呂釜の循環パイプのゴム部が過熱、出火し、壁を焦がした。

風呂釜 高木産業 TP-A2K-2 LP 有限会社塩津商店

1995/1/5 岡山 岡山市 漏えい着火 0 0 1

当事者の妻が開店準備のためお好み焼器の鉄板を温めようと点火し弱火にして
いたが、立消えした。それに気付いて点火器（チヤッカマン）で再点火しよう
としたところ、漏れていたガスに引火、爆発。

コンロ 不明 不明 LP 有限会社浅田商店

1995/1/12 北海道 恵庭市 不完全燃焼 0 1 0

娘が浴室で倒れているのを両親が発見、病院へ搬送した。娘は昨夜遅く入浴し
ていたがそのまま倒れたものと思われ、寝室で寝ていた両親も気分が悪くなっ
ていたとのこと。当該瞬間湯沸器は、昨年種火が小さくなるため２度修理をし
ていた。詳細は不明。平成１８年８月の製品安全総点検において、安全装置の
改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-81F LP 丸一川股商店

1995/1/22 北海道 北村 漏えい着火 0 0 1

容器が屋根からの落雪により埋まった状態で傾き、壁に取り付けられていた供
給管が引張られ、調整器下流の接続部が折損した。そこから漏れたガスが床下
から浴室等に侵入し、風呂釜に点火した際爆発した。

不明 不明 不明 LP 空知産業株式会社

1995/1/25 沖縄 沖縄市 漏えい着火 0 0 1

調整器が経年劣化（設置後１７年）し、調圧不良となり安全弁が作動するとと
もに、高圧のガスが流れ、コンロ附近からガスが漏れていた。当事者はそれに
気付かずたばこに火を着けようとライターに点火したため引火爆発し、火災と
なり、台所内部、家具等を焼損壊し、当事者も火傷による軽傷を負った。

コンロ 松下 KF-602 LP 田岸プロパン

1995/1/25 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式シャワー付風呂釜（排気扇付排気筒）の排気扇が作動せずに排気筒から
溢れた排気ガスによるＣＯ中毒死亡したと思われる。 風呂釜(CF式) ノーリツ

GNQ-5A（製造年:1988年7月）
（排気扇付き）パロマPV-3B TG 北海道ガス株式会社

1995/1/29 福岡 水巻町 不完全燃焼 3 0 0

朝５時５０分頃、当事者の妻と子供２人が台所で倒れているのを当事者が発見
し､通報したが３人共既に死亡していた。瞬間湯沸器は前夜２２時３０分頃か
ら使われ、食器洗い後洗髪していたと思われる。発見時火は消えていたが（ハ
イセーフによる遮断）水は出放しとなっていた。換気扇は使用されておらず、
台所の勝手口の扉には目張りがしてあった。

小型湯沸器 松下 GW-525 LP 有限会社石塚商店

1995/1/29 東京 江戸川区 漏えい着火 0 0 4
自殺のためガステーブルに接続されたゴム管をガス栓側で外し、ガス栓を半開
して故意に滞留したガスに着火して爆発に至ったものと思われる。 ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1995/1/30 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0
事故発見前日浴室の換気口を閉塞状態で入浴したため、当日は強風状態であっ
たことから排気ガスが逆流し、浴室内に溢れたためと推定される。 風呂釜(CF式) 森田工業 ML-80DS TG 北海道ガス株式会社

1995/2/4 埼玉 大宮市 不完全燃焼 1 0 0

１５時頃、当事者の知人が、台所で当事者が倒れているのを発見、病院へ運ん
だが死亡した。瞬間湯沸器は種火は点火の状態であったが水は止まっていた。
換気扇は故障のためか動かず、窓は閉め切られていた。また、石油ストーブが
台所と居間に置かれていたが、居間のストーブは使用されていたようである。
なお、集中監視システムが採られており、１５時５０分にセンターに５分前予
告警報が入ったが、電話連絡がとれず、留守と判断し次の連絡を待っていたと
のこと。

小型湯沸器 松下 GW-5D(P) LP 佐藤興産株式会社

1995/2/9 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0
器具の不完全燃焼及び排気筒の腐食により腐食穴から溢れた排ガスが浴室内に
流入したためＣＯ中毒なったためと思われる。 大型湯沸器(FE式) パロマ

PH-1600CMF
製造年:1986年11月

TG 北海道ガス株式会社

1995/2/11 東京 多摩市 漏えい着火 0 0 1

３階の当事者宅で爆発、火災が発生し、当事者宅内を全焼し、当事者が火傷よ
る重傷を負った。事故後の調査で２つのコンセントヒューズガス栓が、１つは
全開、１つは半開となっており、ハイセーフⅡは継続時間遮断されていた。ま
た、ガス漏れ警報器はコンセントが外されていた。ガス栓の開放が故意又は過
失かは不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 東京プロパンガス

1995/2/14 北海道 釧路市 不完全燃焼 0 2 0

ＦＥ式瞬間湯沸器の老朽化により故障し、排気ファンが作動しなかったため不
完全燃焼状態となり、排気ガスが器具全面の開口部より溢れ室内に充満したた
めのＣＯ中毒事故と思われる。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-102F
製造年:1984年

TG 釧路ガス株式会社

1995/2/20 宮崎 高千穂町 漏えい着火 0 0 1

当事者が帰宅し、電気こたつのコンセントを差し込んだところ、漏れていたガ
スに引火し爆発、当事者宅が半壊し、当事者が火傷による軽傷を負った。コン
ロの立ち消えと推定されるが、詳細原因は不明。

コンロ リンナイ ﾊｵ4100SD LP 有限会社いちまるプロパン

1995/3/4 愛知 小牧市 漏えい着火 0 0 1

台所のガス漏れ警報器が鳴動したので、当事者の妻が台所に行きグリル付レン
ジの末端閉止弁を閉めるためレンジの扉を開けたところ爆発した。台所のサッ
シ、窓ガラス等が破損し、妻が火傷による軽傷を負った。台所に置いていた石
油ストーブの火を消さなかったため、この火から引火したものと思われる。

コンロ サンウェーブ MR37B LP 小牧市農業協同組合

1995/3/6 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1

食堂のカウンター内にある鉄板焼器の鉄板を温めるため点火し、弱火にしてい
たが、２本あるバーナーのうち１本が立消えし、ガスが漏れた。滞留したガス
が他の１本のバーナーの火から引火し爆発した。これにより入口側ガラス戸が
破損し、店内に居た当事者の友人が火傷による軽傷を負った。

鉄板焼器 不明 不明 LP 株式会社ニシプロ福岡西
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1995/3/8 山梨 御坂町 漏えい着火 1 0 0

当事者が一人暮らしのため、当日１８時頃母親が食事の支度に来ているが、そ
の時はガスを使用していなかった。母親が帰った後、当事者は飲酒していたと
思われるが、マッチ点火の卓上コンロを使用した模様で、コンロのスイッチが
開放状態となっていた。２１時頃火災が発生し、火の回りが早く当事者は台所
で焼死していた。

コンロ 不明 不明 LP 有野プロパン

1995/3/9 新潟 新発田市 不完全燃焼 0 4 0

工場内にて、パン焼き機の試運転を行っていたときに、暖房がないために故意
に換気扇を回さずにパン焼き機を運転させたことにより不完全燃焼を起こして
ＣＯ中毒事故。

業務用パン焼き器 ワールド精機
FG43TA-FFP
製造年:1995年2月

TG 新発田ガス株式会社

1995/3/23 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 1

当事者からガス臭がするとの連絡で、販売事業者は風呂釜用のフレキガス栓と
それと配管を接続する継手を取り換えた。その際継手部のねじ込みが不足して
いたためガス漏れが生じ、事故当日風呂釜に点火したとき、滞留していたガス
に引火、爆発し、浴室のガラス戸及び天井等を破損し、当事者が火傷による軽
傷を負った。

金属フレキ管 不明 不明 LP 山川産業株式会社

1995/3/31 愛知 小原村 漏えい着火 0 0 6

１８時から集会が開かれていたが、集まった２２人の内６人が厨房で夕食の準
備をしていた。１８時１５分頃、コンロに点火後に突然爆発し、厨房にいた６
人が火傷による軽傷を負った。調べたところ、厨房に３個ある末端閉止弁の
内、１個が未使用であったが、この未使用末端閉止弁が開放されていた。当該
公民館はガス漏れ警報器及びヒュ－ズガス栓の設置義務がある施設であるが設
置されておらず、また、法令違反となる１０ｋｇの質量販売された容器が設置
されていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP よつば農業協同組合

1995/4/4 青森 五所川原市 漏えい着火 0 0 0

店主である当事者が客室のコンロに点火したところ、コンロから火が吹き上
がったため当事者が容器バルブを閉めに外に出た。その時今度は爆発し、室内
を破損したが、居合わせた客（７人）は無事だった。迅速継ぎ手付きゴム管を
開店時と閉店時に脱着していたが、当日は、コンロ側の装着が不完全で接続不
良状態になっていたと思われるが詳細は不明。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社外崎配管設備

1995/4/11 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

勤務先の同僚が出勤してこないのを不審に思い被害者宅を訪れたところ、台所
兼用の居間の椅子に座った状態で死亡しているのが発見された。発見時、台所
の流し台の上に設置された瞬間湯沸器から火が消えた状態で水が流れていた。
なお、当該瞬間湯沸器には排気筒が設置されていなかった。

大型湯沸器
(CF式)

パロマ PH-6号F LP 有限会社マルヒロ三笠燃料店

1995/4/14 岐阜 関市 漏えい着火 0 0 0

カラオケ店事務所で、事務員がお茶を沸かすため５㎏容器のバルブを開けよう
としたところへ来客があったため、間違って予備容器のバルブを開けてしまっ
た。その後着火し、火災となったが店内の一部を燃損したのみで消火した。
（質量販売　５㎏容器×２本）

不明 不明 不明 LP 中部ツバメ株式会社

1995/4/15 埼玉 大宮市 不完全燃焼 1 0 0

23時30分頃、帰宅時に異様な臭いを感じ窓等を開放し瞬間湯沸器を消した（点
火後45分間位経っていた模様)｡翌日1時30分頃、部屋の子供の様子がおかしく
119番通報したが、既に死亡。当該機器は20年近く使用され、一週間ほど前か
ら黒煙が上がっていたが連絡せず、密閉された部屋で長時間したため。

小型湯沸器 松下 GW-525 LP 竹沢住設株式会社大宮（営）

1995/4/16 北海道 北見市 不完全燃焼 0 3 0

厨房内の換気扇は作動していたが、フイルターが目詰まり状態であったためＣ
Ｆ大型湯沸器と２口コンロを同時に使用したため室内が酸素不足となり不完全
燃焼したためのＣＯ中毒事故。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-6号F
製造年:1977年

TG 北見市

1995/4/18 奈良 橿原市 漏えい着火 0 0 1

突然店内で爆発が起こり当店が全壊するとともに、店主である当事者が火傷に
よる軽傷を負った。当事者が２重巻コンロに点火した際、着火を確認していな
かったとみられている。

コンロ 不明 不明 LP 松倉商事株式会社

1995/4/21 大阪 門真市 漏えい着火 0 0 6

自殺のため居室壁用２口ガス栓の１カ所に先端器具なしゴム管が接続されてお
りガス栓が半開状態で、ガス栓の先端からガスを放出され、ライターの火が着
火して爆発したと思われる。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1995/4/25 山口 光市 漏えい着火 0 0 1

朝、従業員が２重巻コンロになべをかけ、水道蛇口から注水しながらガスに点
火したが、一時その場を離れた。その間に水があふれてコンロの火が消えてい
たので、戻ってきた従業員がチャッカマンで再点火した。再点火と同時に爆発
し、同店の一部が損壊し、従業員が火傷等による軽傷を負った。

コンロ 不明 不明 LP 朝日プロパン株式会社光（営）

1995/4/27 栃木 塩原町 漏えい着火 0 0 3

客がたばこに火をつけるためライターに点火したところ漏れていたガスに引
火、爆発した。これにより同店が半壊し、客と店主及び店員の３人が火傷によ
る軽傷を負った。末端閉止弁とコンロを接続するゴム管がコンロ側で外れた。
店のものがコンロの交換を行っていた。

ゴム管 不明 不明 LP 野州商事株式会社

1995/4/29 北海道 室蘭市 漏えい着火 1 0 0

被害者が、外出時に誤って予備ガス栓を開状態としたために予備ガス栓に接続
された先端器具なしゴムホースから生ガスが放出され、室内にガスが放出され
たため、室内にガスが充満し冷蔵庫のスイッチが火源となって爆発・火災した
ためと思われる。

ガス栓 不明 不明 TG 室蘭ガス株式会社

1995/4/29 栃木 宇都宮市 漏えい着火 0 0 0

外壁に設置されているガス給湯器のケーシングの裏面に過熱により穴があい
て、穴からの過熱により外壁内の木片が炭化して、火災にいたったと思われ
る。

大型湯沸器(RF式) パロマ
PH-16CS
製造年:1989年

LP 堀川産業株式会社

1995/5/15 広島 音戸町 漏えい着火 0 0 1

当事者が朝、お茶を沸かそうとコンロに点火したところ爆発し、当事者宅内が
一部焼損壊し、当事者が火傷による軽傷を負った。ゴム管にネズミによる損傷
がありそこからガスが漏えいした。

ゴム管 不明 不明 LP 中国ガス機器株式会社
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1995/5/26 福島 二本松市 漏えい着火 0 0 3

鉄工所事務所で爆発が発生し、事務所内を一部焼損壊し、従業員３人が火傷に
よる重軽傷を負った。この事務所は外に１０㎏容器を置き配管で事務所内の２
口末端閉止弁を介してコンロとストーブにガスを供給していたが、事故時はス
トーブはゴム管から外されていた｡なお､この容器は工業用の消費として購入し
ていたものであった。

ゴム管 不明 不明 LP 東ホー株式会社

1995/6/9 和歌山 那賀町 漏えい着火 0 0 1

店主である当事者が朝８時３０分頃３口の業務用コーヒーサイフォンコンロの
末端閉止弁を開けたが、その後コーヒーサイフォンコンロ栓を半開にしていた
ためガスが漏れていた。それに気付かず１０時３０分頃コーヒーサイフォンコ
ンロの１つに点火したため爆発し、店内の一部を破損し、当事者が火傷による
軽傷を負った。

コーヒーサイフォン 山岡金属 S503A LP 佐田石油店

1995/6/21 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 1

当事者から販売事業者へガスが出ないこと、また、マイコンメータに流量オー
バー遮断表示が出ていること等の連絡が入り、販売事業者は復帰ボタンを押
し、２分間待ってから再度コンロへの点火を指示した。当事者は操作を誤り、
復帰ボタンを２分間押し続けた後、コンロに点火したため、その間に漏れたガ
スに引火し当事者宅内を全焼し、当事者が火傷による重傷を負った。

不明 不明 不明 LP 三谷燃料店株式会社

1995/6/23 宮城 気仙沼市 漏えい着火 0 0 0

ゴム管がコンロ近くにあったため、コンロの火で過熱、溶融し少量のガスが漏
れ出た。漏れたガスにコンロの火から引火し、火災となり店内の一部を焼損し
た。事故発生時、当事者はその場を離れていた。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社気仙沼商会

1995/6/26 栃木 矢板市 漏えい着火 1 0 0

湯を沸かすため台所のコンロに点火したところ、漏れていたガスに引火し爆発
的に燃え上がるとともに当事者の衣服に燃え移ったと思われる。これにより当
事者は火傷による重傷を負い入院、その後死亡した。事故後の調査で湯沸器に
接続されているゴム管が外れていることが確認されているが、ヒュ－ズガス栓
が作動した形跡はなく、また、ハイセ－フも作動していなかった。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社スミスケ

1995/6/30 愛知 碧南市 漏えい着火 0 0 1

燃焼器具の取付け業者と設備工事業者が器具の設置と配管工事を行っていた
が、ビルトインコンロ（上部にコンロ、下部にオーブンがセットに組込まれた
もの）のコンロの燃焼試験を実施するため末端閉止弁を開け点火しようとした
が、点火しないためライターで点火したところ小爆発した。コンロに金属フレ
キ管が接続されていなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社元久商店

1995/6/30 大阪 吹田市 漏えい着火 0 0 0
事故当時被害者には外壁塗装工事のための足場が組まれていた。そうした状況
の中で当日朝、床下で突然爆発が起こり、当事者宅内部が損壊した。 不明 不明 不明 LP 株式会社川口商店

1995/6/30 大阪 大東市 漏えい着火 0 0 1

当事者宅浴室の風呂釜と接続するゴム管が外れガスが漏れていたため、何等か
の着火源から引火し炎が立上り、浴室内部の一部を焼損し、当事者が火傷によ
る重傷を負った。当事者は猫がゴム管を外したと言っているが詳細は不明であ
る。

ゴム管 不明 不明 LP ふせこし米穀店

1995/7/5 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1

自殺のため居室壁用２口ガス栓の１ヶ所に先端器具詮無しゴム管が接続されて
おりガス栓が半開状態で、ガスの先端からガスを放出され、ライターの火が着
火して爆発したと思われる。

ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1995/7/8 長野 飯田市 漏えい着火 0 0 1
自殺の為、何らかの方法により、生ガスを放出して、ライターに火をつけて爆
発させたものと思われる。 不明 不明 不明 LP 有限会社増田プロパン商会

1995/7/12 東京 多摩市 不完全燃焼 0 5 0

２２時過ぎ頃、瞬間湯沸器を使用して洗い物をしている 中気分が悪くなり倒
れ、また、長女も同じような症状となったため１１９番通報し家族全員が病院
に運ばれた。当該瞬間湯沸器は１０年以上使用されており、熱交換器部等が目
詰りし燃焼不良状態となていた上、室内は冷房中で換気扇も使用せず密閉状態
となっていた。

小型湯沸器 リンナイ RU-5E LP 株式会社大野商会

1995/7/14 東京 小金井市 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を回さずに蒸し器を使用したため、室内の酸素濃度が低下したことによ
り、ＣＯが発生し、ＣＯ中毒死亡したものと思われる。 業務用蒸し器 鈴木信也機械製作所

43型
製造年:1993年11月

TG 東京ガス株式会社

1995/7/29 岩手 花巻市 漏えい着火 0 0 2

当該旅館地下１階の増築工事中の厨房において、設備担当者と設備工事担当者
の２人が、自動立体炊飯器３台中１台の着火試験を行うため、末端閉止弁を開
けて約１５秒後に点火したところ爆発した。これにより炊飯器周りの空調装
置、計量器等の一部が破損し、２人が火傷による軽傷を負った。

炊飯器 北沢産業
KLG-150
(製造年:1995年7月)

LP カメイ株式会社

1995/8/4 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 1

販売事業者が当事者宅の設備に集中監視システムの設置、ヒューズガス栓への
取替え工事及び配管改善工事を行うため訪れた。 初にコンロからゴム管を外
し、自記圧力計をセットしてガス圧力測定を行った。測定後ゴム管をコンロに
接続しないまま戸外の作業を行っていたところ、台所で火が吹き上り当事者の
妻が火傷による軽傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 宮崎商事株式会社

1995/8/4 沖縄 具志川市 漏えい着火 0 0 1

もち製造工場兼住宅において、当事者が三連コンロへガスライターで点火した
ところ火炎が吹き上り、当事者が火傷による軽傷を負った。三連コンロのガス
栓を先に開いてから末端閉止弁を開いて点火したため、その間に漏れたガスが
燃え上がった。

コンロ 伊藤産業 KP-30T LP 安里商店

1995/8/10 京都 網野町 漏えい着火 0 0 0

午前４時２０分頃、別棟となっている調理場でガス爆発が起こり、調理場の
壁、屋根等が吹き飛び、食器類が破損したが、無人であったため人的被害はな
かった。前夜２０時３０分頃調理人の１人が、ゴム管のみ付いた末端閉止弁を
誤開放したままにしていた。

ゴム管 不明 不明 LP （マル）信商店
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1995/8/11 香川 津田町 漏えい着火 0 0 0

風呂釜に点火したが、その後点火していないのに気付き、そのまま再点火した
ため漏れていたガスに着火し、付近にあった可燃物に燃え移った。これにより
浴室、納屋及び家具類の一部を焼損した。なお、納屋に設置されていた風呂釜
は排気筒のない型のものであった。

風呂釜
(開放式)

不明 不明 LP 有限会社丸山ガス・デンキ店

1995/8/16 北海道 北見市 漏えい着火 0 0 1

お好み焼店へ来た客が、自分で客席にある１口コンロに点火したが、着火の確
認をしなかった。しばらくして着火していないのに気付き再点火しようとして
ライターに点火した時、漏れていたガスに引火し爆発した。これによりこの客
が火傷による軽傷を負った｡なお､当該コンロの操作は従業員が行うことになっ
ていたとのこと。

コンロ 不明 NT-2 LP 株式会社北海道ほくさん販売

1995/8/17 岩手 盛岡市 漏えい着火 0 0 1

当事者がシャワーを浴びようとして風呂釜に点火したところ爆発的な燃焼を起
こし、風呂釜の確認用窓のガラス破片が目に当たり軽傷を負った。なお、当事
者は酒に酔った状態であった。メーカー調査では機器に異常はなかった。

風呂釜 高木産業 TP-A85S LP カメイ株式会社

1995/8/29 新潟 黒埼町 漏えい着火 0 0 1

当事者宅で爆発が起こり、当事者宅が全壊するとともに､隣家のガラス戸４枚
を破損した｡これにより当事者の次女が火傷による重傷を負った。燃焼器に接
続するゴム管が切断された状態となっており、ここから漏れていたガスに何等
かの着火源から引火し爆発したものと思われる。

ゴム管 不明 不明 LP 白井燃料店

1995/8/30 長野 梓川村 漏えい着火 0 0 5

家庭科の調理実習、末端ガス栓を誤開放し、ガスが漏えいしたが、ガス臭がし
たため、末端ガス栓を閉止し、換気を行った。その後、再度、コンロに点火し
たが、末端ガス栓が調理台内にあったため、滞留していたガスに引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社信濃プロパン商会

1995/9/6 青森 むつ市 漏えい着火 0 0 1

当事者が風呂釜に点火しようとライターに火をつけたところ、漏れていたガス
に引火、爆発し、当事者は火傷による軽傷を負った。風呂釜にゴム管が接続さ
れていなかった。当事者は露店商をしており、露店用に購入していた２０㎏容
器を自分で既設配管に接続し、購入設置していた中古品の風呂釜を初めて使う
ところであった。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社東酸

1995/9/7 石川 七尾市 漏えい着火 1 0 0
ガスストーブを取り外す際に、末端ガス栓ごと配管から取り外し、漏えいした
ガスに何らかの火が引火し爆発した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 中田プロパン

1995/9/13 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 2

被害者が、コンロを取り替えた際、コンロ側のゴム管接続部が不十分であった
ため接続部よりガスが漏れコンロを使用するためにマッチで点火したところ爆
発になった。

ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1995/9/27 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

当事者が風呂釜（ＣＦ式）に点火しようとしたが、点火不良で何度か点火を繰
り返しているうちに、その間に漏れていたガスに着火し爆発した｡これにより
浴室天井､窓ガラスの一部を破損するとともに、当事者が火傷による軽傷を
負った。

風呂釜 ノーリツ GNQ-5 LP 株式会社マスダエレメント

1995/10/3 岩手 江刺市 漏えい着火 0 0 0

９月３０日に引っ越しをして、１０月１日から生活を始めたが、ガスの使用に
ついては連絡先がわからなかったこと、ガス台下のキャビネット内の末端閉止
弁回りでガス臭がしたので、ハウスメ－カ－に点検依頼したが来なかったこと
等から、当面ガスを使用しなかった。３日になって止むを得ずガスコンロに点
火したところ、５分位後にキャビネット内で爆発した。キャビネット内の末端
ガス栓と燃焼器具を接続している金属フレキ管の締め方が緩く、ガスが漏えい
した。

金属フレキ管 不明 不明 LP トーホクガス株式会社

1995/10/7 東京 八王子市 漏えい着火 0 0 2

２１時頃に当事者の家族の１人が友人と飲酒して帰宅しガスファンヒ－タ－
（ＦＦ式）に点火した。その後、ガス臭には気付いていたが、そのまま飲酒を
続けていた。２２時１５分頃タバコに火を着けたところ漏れていたガスに引火
して爆発し、２人は重軽傷を負った。金属フレキ管の接続部が緩んでいた。

金属フレキ管 不明 不明 LP 大貫商店

1995/10/13 山梨 忍野村 漏えい着火 0 0 1
ガススト－ブを使おうとした際、足がゴム管にかかりガススト－ブからゴム管
が抜けた。それを知らずにガススト－ブに点火したため、漏れていたガスに引
火し爆発、火災となり、火傷（軽傷）を負った。

ゴム管 不明 不明 LP 田辺商店

1995/10/14 香川 志度町 漏えい着火 0 0 1

居酒屋にてアルバイトの店員がピザの注文を受け、業務用のガスオ－ブンに点
火するためガス栓を開いたが、直ぐに点火せず冷蔵庫へピザを取りに行く等し
た後に点火したため、漏れていたガスに引火して爆発し、当人が火傷による軽
傷を負った。

オーブン(業務用) 不明 MGR-096CS LP 有限会社三浦プロパン商会

1995/10/16 東京 世田谷区 不完全燃焼 0 2 0

午前０時頃から当事者と長男が順次風呂に入り１時前に出た。１時１５分頃、
２階にいた次女が頭が痛いと言ってきたので、同じ２階で寝ていた長女を見に
行くと意識がなくなっていた。２人を病院へ運んだが、１階にいた当事者夫妻
と他の子供には異常がなかった。風呂の給湯にはＦＥ式の瞬間湯沸器を使用し
ており、排気筒接続部及び排気ファン部に腐蝕による穴が開いていたことか
ら、そこから排ガスが室内に逆流した。

排気筒
(大型湯沸器:FE式)

パロマ PH-6号F(4) LP 株式会社松陰会館

1995/10/17 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 1

当事者が未使用の末端閉止弁を間違って開放しガスを漏洩させていた。それに
気付かずたばこを吸おうとライタ－に火をつけたため、漏れていたガスに引火
し爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 内田商店

1995/11/1 秋田 秋田市 漏えい着火 0 0 1

当事者がグリル付き２口コンロで調理をした後、居間でたばこに火を着けたと
ころ突然爆発した。これにより居間の壁が吹き飛び、隣室、浴室、便所等の窓
ガラスが破損し、当事者が火傷による重傷を負った。コンロの器具栓が半開状
態であった。

コンロ 不明 RT-3GID-A LP タプロス株式会社

1995/11/1 長野 更埴市 漏えい着火 0 0 1

当事者（店長）がガスレンジのオ－ブンで調理をしようと思い点火したが、点
火を確認しないまま他の調理を続けていた。５分後位たって火がついていない
ことに気付き、オ－ブンの扉を開けて点火した時爆発した。これにより当事者
は火傷による軽傷を負った。

オーブン 不明 不明 LP 吉田興産株式会社
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1995/11/4 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 1
２台ある一口コンロの１台は使用中２台目の一口コンロにマッチで点火使用と
したところ、爆発した。 コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1995/11/4 福岡 田川市 漏えい着火 1 0 1
鉄筋５階建て一般集合住宅の負傷した被害者宅で爆発・火災が発生し、爆発居
室の上階に居住する女性が焼死。 不明 不明 不明 LP 田川液化石油ガス事業協同組合

1995/11/6 京都 宇治田原町 漏えい着火 0 0 0

当事者がコンロで調理をしている間に、屋外で他の用事をしていたところ、台
所で火災が発生した。ゴム管が燃えだしてガスの漏れが大きくなり火勢が強
まったと思われる。家人が直ちに消火したためコンロ周辺の壁、天井を焼損し
たに留まった。

ゴム管 不明 不明 LP 岩谷石油株式会社

1995/11/13 長崎 長崎市 ガス中毒 1 0 0
被害者が、台所の２口ガス栓のうち消費機器に接続されていないガス栓を誤開
放し、生ガスが放出されてのＣＯ中毒死亡にいたったと思われる。 ガス栓 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1995/11/30 新潟 栃尾市 漏えい着火 0 0 1

当事者の母親が、お湯を沸かすためコンロに点火しようと数回試みたが点火し
なかったので、２口末端閉止弁の閉めてあった方を開け点火したところ丁度点
火した。しかし、その時開けた末端閉止弁にはゴム管のみついていて燃焼器具
とは接続されていなかったため、そこから漏れたガスが帯留し、コンロの火で
引火し爆発した。これにより浴室が半壊するとともに、一部の窓ガラスが破損
し、母親が火傷による軽傷を負った。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社炭吉商店

1995/12/6 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 4

家庭科室の調理台下に設置された２口閉止貫通型ガス栓のうち、使用されてい
ない方のガス栓の閉止止めナットが外れており、何らかの原因でガス栓本体と
閉止のすりあわせが緩んだことにより、ガスが調理台内に漏えい充満し、使用
していたガスコンロの火が着火源となり爆発したものと推定される。

ガス栓 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1995/12/6 鹿児島 鹿児島市 ガス中毒 0 2 0

お湯を沸かした後、コンロを消してガス栓を閉めたと思い就寝したが、コンロ
のつまみが完全に閉まっていなかったため放出したガスでＣＯ中毒に至ったと
思われる。

コンロ 日立
GHG-311
製造年:1982年7月

TG 日本ガス株式会社

1995/12/7 長野 伊那市 不完全燃焼 0 11 0

料理店の４階大広間で２６人が忘年会を行っていたが、突然女性が倒れて救急
車で病院へ運ばれ、その後１９人が頭痛や吐き気等をもよおし病院へ行った。
診察の結果ＣＯ中毒と診断された。忘年会ではしゃぶしゃぶ鍋が使われていた
が、その排気口に熱効率を良くするためと称してアルミ箔が詰められていた。
また、部屋の換気扇は宴会途中から止められており、部屋の換気が不十分と
なっていた。なお、この鍋は、鍋、台座、バ－ナ－を別々に調達し、組み立て
て販売されているものであった。

しゃぶしゃぶ鍋用コンロ 不明 不明 LP 有限会社イトウ商会

1995/12/9 鳥取 米子市 漏えい着火 0 0 0

当事者が浴槽に、前日の残り湯に水を足して風呂釜に点火した。１５分位経っ
てから浴室に行ったところ、煙が出ていたので風呂釜、浴槽に水をかけて消火
した。これにより風呂釜及び浴槽を焼損した。なお、当該風呂釜には空だき防
止装置が付いていたが、事故後の調査ではこの装置が焼け落ちていたのが確認
された（ 初からこの装置は外れていたものと思われる。）。

風呂釜(CF式) 高木産業 TP-A1FK LP マルヰガス株式会社

1995/12/13 兵庫 篠山町 酸欠・その他 0 1 0

被害者はストーブの代わりに実験用鋳物コンロを燃焼させて暖をとっていた
が、何らかの原因でガスが消火し、生ガスが漏えいした。このために、局部的
に生ガス濃度の高いものを吸収して酸素欠乏になったものと思われる。

コンロ 不明 不明 TG 篠山町

1995/12/19 新潟 寺泊町 不完全燃焼 1 0 0

当事者が浴室で倒れているのが発見されたが既に死亡していた。当事者は前夜
遅く、ＣＦ式風呂釜の排気筒トップが壊れていて、そこに鳥が巣造りしていた
ことに気付かず入浴したため、排気障害による不完全燃焼で発生したＣＯによ
り中毒死したものと思われる。また、浴室内は換気扇は止めてあり、窓等も閉
め切った換気不良状態となっていた。

排気筒
(風呂釜：CF式)

日立
(製造元:タイヘイ)

TH-CFS-2 LP 株式会社米弥商店

1995/12/21 長野 岡谷市 ガス中毒 1 0 0

被害者が、２口ガス栓の折損しているガス栓にゴム管を接続し、小型湯沸器を
使用して、ガス栓を閉め忘れた状態で放置したため、何らかの原因でゴム管が
外れ、生ガスが放出されてＣＯ中毒にいたったと思われる。

ガス栓 不明 不明 TG 諏訪ガス株式会社

1995/12/27 佐賀 佐賀市 漏えい着火 0 0 0

当事者が居間でスト－ブに点火したところ、間もなくゴム管近辺から火が出て
火災となり、当事者宅を全焼した。当事者宅では平成２年の初め頃、ガス供給
を止めていたが、容器（２０ｋｇ×１本）は撤去せずそのまま設置されてい
た。 近になって、当事者はその容器を使いスト－ブを使用していた。ストー
ブを動かした際にゴム管が外れた。

ゴム管 不明 不明 LP 原田商店

1995/12/29 富山 魚津市 漏えい着火 0 0 0

当事者がガスエアコン使用中、ベランダ付近が明るいので見に行ったところ、
ガスエアコン室外機近くで炎が出ていた。消防署へ通報し、駆けつけた消防署
員がガスエアコンへの配管（金属フレキ管）の中間止め栓（末端閉止弁）を閉
止し火を消した。被害は発見が早かったことからガスエアコン室外機の焼損の
みに留まった。金属フレキ管が極端に曲げられており、その部分に亀裂が生じ
ていた。

金属フレキ管 不明 不明 LP 株式会社リビック富山

1996/1/2 岐阜 中津川市 不完全燃焼 1 1 0

朝１０時頃、母親と娘の２人が食事をし、その後娘は再び就寝。目覚めた際、
部屋中にガスの臭いがしていたので、ガス器具を見に行くと、湯沸器は点火の
状態で火は付いてなく水が流れていた。直ぐに末端閉止弁を閉めて、部屋の窓
等を開けたがそこで意識を失った。１９時頃目を覚ました時母親の部屋に行き
母親が倒れ既に死亡しているのを発見した。湯沸器を調査したところ、熱交換
器部分が油とほこりで目詰まりしており、不完全燃焼になったものと推定。ま
た、湯沸器使用中の換気が十分でなかった。

小型湯沸器
松下 GW-5D LP 太陽プロパン

1996/1/2 富山 高岡市 漏えい着火 0 0 0

ガス栓とＢＦ風呂釜を接続してある金属フレキシブルホースの燃焼機器側接続
部分の腐食により、生ガスが漏えいし、パイロットの火が引火し爆発に至っ
た。

金属可とう管 不明 不明 LP 株式会社高岡ガスサービス
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1996/1/4 北海道 千歳市 不完全燃焼 0 3 0

脱衣室に設置してある瞬間湯沸器を使い入浴していた娘とその後脱衣室に入っ
た家族２人が気分が悪くなり、３人ともＣＯ中毒と診断。ＣＯ濃度を測定した
ところ、湯沸器周辺及び天井裏隠ぺい部分の排気筒周りから高濃度のＣＯが検
出。湯沸器本体のファン、熱交換器部分に綿ゴミ、カーボンの付着があり、湯
沸器の排気不良とその隣でレンジフードを使用していたことから機器から発生
したＣＯがレンジフード方向に吸引され、部屋に充満した。

大型湯沸器(FE式) リンナイ RUX-1600UWFL LP 住商第一石油ガス株式会社

1996/1/12 岐阜 岐阜市 不完全燃焼 0 2 0
換気フード換気扇を使用しないでＣＦ式大型湯沸器を使用したため、排ガスが
室内にあふれてＣＯ中毒になったものと思われる。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PIC-160B
製造年:1986年10月

TG 岐阜ガス株式会社

1996/1/21 徳島 小松島市 漏えい着火 0 0 7

カセット式ガスコンロ７台を使用していたが、このうちの３台のコンロは火を
消して、使用中のコンロから約１ｍ程離れた棚の上に置いていたが、しばらく
して爆発。天井や窓ガラスを破損し、園児ら７人が火傷等で負傷した。３台の
コンロの内、１台のコンロの器具栓が不完全閉止となっていたか、カセットボ
ンベがセット不良状態となっていたと思われ、そのためガスが漏れていて使用
中のコンロに引火し、爆発。

コンロ(カセット式) イワタニ産業
イワタニホースノン
ENAN-2

LP 不明

1996/1/29 岡山 岡山市 不完全燃焼 0 3 0
換気扇を使用しないでＣＦ式大型湯沸器を使用したため、排ガスが室内にあふ
れてＣＯ中毒に至ったものと思われる。 大型湯沸器(CF式) リンナイ

RU-N10
製造年:1986年2月

TG 岡山ガス株式会社

1996/2/1 北海道 枝幸町 漏えい着火 0 0 1

店舗内に入ったとき、設置してある２台のガス漏れ警報器の内１台（他の１台
は自動ガス遮断装置と連動）が鳴動していたが、ガス臭がしないため警報器の
故障と思い電源を切り、窓等を５分間ほど開けた後再び電源を入れた。今度は
鳴動しなかったのでフライヤ－に点火したところ爆発した。なお、炊飯器、湯
沸器及びコンベックが設置されているが、いずれも立ち消え安全装置が装着さ
れていた。

不明 不明 不明 LP 株式会社小笠原石炭

1996/2/1 愛知 甚目寺町 漏えい着火 0 0 1

喫茶店の店長が出勤し準備のためガスメ－タ－前のバルブを開け、レンジの栓
を開けてからライタ－で点火したところ爆発した。これにより窓ガラスを破損
し、当事者が火傷による軽傷を負った。出勤時ガス臭はなく、ガス漏れ警報器
も鳴動していなかったとのこと。通常は、種火をつけてから点火すべきとこ
ろ、レンジ栓を開いてからライターを使用した。

レンジ 不明 CBT523D LP 松屋株式会社

1996/2/7 岐阜 恵那市 漏えい着火 0 0 1

当事者がコンロを点火した１０分後に突然爆発し、家屋の１階部分がほぼ全壊
及び２階の一部が損壊。また、当事者が火傷を負った。販売事業者は当事者か
ら湯沸器が不調で使えないとの連絡を受け、当事者宅から修理のため湯沸器を
持ち帰っていた。その際、ゴム管は末端ガス栓に接続したままであり、それを
開放してしまい、コンロの火に引火。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社三郷プロパン

1996/2/7 京都 京都市 不完全燃焼 0 1 0
小型湯沸器を締め切った部屋で、換気しないまま長時間使用していたために、
酸素欠乏による不完全燃焼を起こし、ＣＯ中毒に至った。 小型湯沸器

大阪ガス
（ハーマンプロ）

33-023
（R05-03)
製造年:1974年

TG 大阪ガス株式会社

1996/2/12 千葉 成田市 漏えい着火 0 0 0

２階住居部分の屋外に設置してある給湯器の後面の壁から出火して２階の一部
を焼損。給湯器は平成元年１０月に設置し使用を始めており、同６年１２月頃
点火不良のため別の業者に修理してもらっているとのこと。過熱防止装置が作
動せず。

大型湯沸器
(屋外)

不明 GW-16T2RY LP 有限会社今商店

1996/2/13 兵庫 神戸市 不完全燃焼 1 1 0

バーナーノズル周辺にほこり等が詰まって不完全燃焼を起こし易い状態にあっ
た金網式ストーブを、閉め切った部屋で換気せず長時間使用したため、不完全
燃焼を起こし、ＣＯ中毒死に至った。

ストーブ ナショナル
GS3000N
製造年:1970年6月

TG 大阪ガス株式会社

1996/2/16 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

調理室で当事者がオ－ブンレンジに点火棒で点火しようとしたところ、オ－ブ
ン内に漏れて滞留していたガスに着火し火炎が吹きだし、当事者が火傷を負っ
た。オーブンレンジのバーナーを支えているダンパー一体型の支え金具が途中
から折損。ダンパーが支えから外れたため、そこからガスが漏れた。

オーブン 新日本厨機 不明 LP 株式会社山崎茂商店

1996/2/22 埼玉 浦和市 漏えい着火 0 0 1

部屋の石油スト－ブに点火し浴室の扉を開けたところ、浴室内に漏洩していた
ガスが部屋に流れ、スト－ブの火から引火し爆発した。販売事業者は当事者が
入居した時の供給開始時の点検、調査を実施しておらず、また、平成６年７月
の前入居者入居時の供給開始時の点検、調査において要改善とされていた末端
閉止弁の改善（ヒュ－ズガス栓とする）もしていなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社同栄

1996/2/26 新潟 湯沢町 不完全燃焼 2 0 0
ＦＦ式暖房機の排気管が給排気筒トップから外れていたため、排ガスが室内に
充満し、ＣＯ中毒になった。 ストーブ サンヨー GFF-408型 LP 株式会社サンワ

1996/3/2 広島 福山市 漏えい着火 0 0 1

当事者の妻が食事の支度中、ガス漏れ警報器が鳴り出したためコンロ栓を閉め
たが火が消えなかったので、容器バルブを閉めに行き台所に戻った。コンロの
火は消えていたが、まだ警報器が鳴り止まないので、調べるためシステムキッ
チンの下の扉を開けたところ瞬間的に爆発した。原因は不明。

コンロ リンナイ RBR-310CD LP 信菱液化ガス株式会社

1996/3/4 福井 福井市 漏えい着火 0 0 0

当事者は使用しなくなった炊飯器をゴム管から取り外しゴム管は２口末端閉止
弁に付けたままにしていた。事故当日、当事者はこのゴム管のみ付いた末端閉
止弁を間違って開けたまま居間に戻った。数分後、ガス臭に気付いて居間の戸
を開けたところ、漏れていたガスが居間に流入しスト－ブの火から引火し爆発
した。これにより部屋や玄関の窓ガラスが破損したが当事者は無事だった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社勝本商店

1996/3/8 沖縄 那覇市 不完全燃焼 0 1 0
ＦＥ式大型湯沸器の天井裏の排気筒の接続部分が外れていたため、その個所か
ら漏れた排ガスが室内にあふれてＣＯ中毒に至った。 大型湯沸器(FE式) ガスター UR-10FE TG 沖縄ガス株式会社

1996/3/10 奈良 奈良市 漏えい着火 0 0 1

家人が風呂の湯が沸いていると思い浴室に行くと、水が少々温まっているだけ
で火が消えていたので、直ぐに再点火したところ小爆発し、軽い火傷を負っ
た。当人はガス臭に気付かなかったとのこと。

風呂釜 大阪ガス 31-170 LP 株式会社岩井商店
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1996/3/18 東京 港区 不完全燃焼 1 0 0

事故を発生したFE式大型湯沸器は、機器内部の安全回路短絡のため、排気ファ
ンに通電がなく停止した状態でも安全装置が作動せず燃焼を継続する。このた
め停電等の原因により、排気ファンが作動せず、かつ安全装置が機能しなかっ
たためにＣＯ中毒に至った。平成１８年８月の製品安全総点検において、安全
装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-101F
製造年:1981年3月

TG 東京ガス株式会社

1996/3/19 福井 河野村 漏えい着火 0 0 1

当事者がガススト－ブの火を消した際、栓を完全に閉めなかったためガスが漏
れていた。当事者がたばこを吸うためライタ－に点火したところ漏れていたガ
スに引火し爆発、火災となった。これにより作業場内を焼損壊し、当事者が火
傷による重傷を負った。

ストーブ 日立 GVB-30A LP 有限会社浜野石油店

1996/3/24 鳥取 米子市 漏えい着火 0 0 0

スキ－客が湯沸器に点火しようとしたがなかなか点火しなかったので、未使用
の末端閉止弁の方を開けて再点火したため、漏れたガスが種火から引火し燃え
上がった。直ぐに消火器で消し止めたため、周囲を若干焼損したに留まった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社奥田燃料店

1996/4/2 埼玉 浦和市 漏えい着火 0 0 1

当該住宅の２階の住人からガス臭いとの通報を受けた販売所の従業員が現地に
出動。全メ－タ－バルブを閉め、その時にメ－タ－指針の回りの早かった１階
の当事者宅を訪ねたが、応答が無かったため、合い鍵を取りに行っている間に
爆発した。当事者の話では、入浴するため浴室のスイッチを入れた時爆発した
とのこと。現場では、刃物傷のあるゴム管が発見され、当該箇所から漏洩した
ものと推定。

ゴム管 不明 不明 LP イハシマルヰガス株式会社

1996/4/6 鳥取 倉吉市 酸欠・その他 1 0 0

旅館で、従業員が起床の声をかけたが返事が無かったため、戸を開け中を確認
したところガス臭がしたので雨戸、障子を開けて換気をし、客を確認すると布
団の中に倒れ既に死亡していた。ガスストーブのコック全開で生ガスが出てい
たが、その原因は不明。

ストーブ リンナイ R-6591 LP 倉吉ガス有限会社

1996/4/14 鹿児島 鹿児島市 漏えい着火 1 0 0

当該共同住宅２階の当事者宅において、突然爆発音とともに火災が発生し、同
住宅を全焼するとともに、隣接の３棟を半焼等損焼。これにより娘が全身に火
傷を負い、一週間後に死亡した。なお、２階隣室の居住者が、爆発直前に自宅
のガス漏れ警報器の鳴動と、ガス臭を感知していたとのこと。警察等の調査で
も原因不明。

不明 不明 不明 LP 浜島ガス自転車商会

1996/4/16 東京 東久留米市 不完全燃焼 1 1 0
浴室を閉め切り風呂釜を長時間使用し、排ガスが浴室内に充満し、ＣＯ中毒。
風呂釜は正常、浴室の構造に問題と思われる。 風呂釜(CF式) モリタ工業 ML-MK1 TG 東京ガス株式会社

1996/4/27 埼玉 本庄市 漏えい着火 0 0 2
工場にてガスオーブンの入替工事を行った際、ガス漏れ検査終了後、試運転を
したところ１０分後に爆発した。内部に滞留したガスに引火したものと推定。 オーブン 伊藤電機工作所 SRGー10 LP サンエルライフ株式会社

1996/4/27 長崎 長崎市 ガス中毒 0 1 0
被害者が料理をしようとガスコンロに点火したつもりが、誤操作で点火せず生
ガスが放出され、ＣＯ中毒になったものと推定される。 コンロ 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1996/4/30 長野 松本市 ガス中毒 1 0 0

被害者はテーブルコンロを使用中、何らかの原因でテーブルコンロに接続して
あるゴム管が焼け切れ、その箇所から生ガス放出、ＣＯ中毒になったと推定さ
れる。

ゴム管 不明 不明 TG 松本ガス株式会社

1996/5/3 大阪 大阪市 不完全燃焼 0 1 0

被害者がお湯を沸かそうとテーブルコンロに点火したつもりが、誤って排気口
がアルミホイルで塞がれているグリルに点火したため、不完全燃焼を起こし中
毒になった。

コンロ パロマ IC-650 TG 大阪ガス株式会社

1996/5/6 栃木 二宮町 漏えい着火 0 0 0

コンロに点火しようとして５回点火操作を繰り返したが点火しなかったとのこ
と。６回目に点火した際、通常より大きな着火音がしたので様子を伺っていた
ら、天井付近が暑くなってきた感じがしたので危険を感じ、隣人宅へ確認を頼
んだが、既に台所周辺が燃えていた。点火操作中に漏れたガスが６回目の点火
の火から着火し火災となり壁に燃え移ったものと思われ、家屋を全焼。

コンロ 不明 GT27H LP 二宮町農業協同組合

1996/5/6 兵庫 尼崎市 漏えい着火 0 0 0
台所のガス栓にゴム管を接続し生ガスを放出させたところ、そのガスが何らか
の着火源により爆発にいたった。 ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1996/5/11 京都 京都市 漏えい着火 0 0 1

休日に出勤していた教諭が職員室に設置されているコンロに点火したところ、
突然爆発し火災となり、職員室及び隣接の保健室の内部を焼損壊等した。末端
ガス栓が開栓され、接続していたホースが器具に未接続のため、ガス漏洩し、
コンロ着火時の火花が引火。

末端ガス栓 不明 不明 LP 大京プロパン株式会社

1996/5/13 長野 岡谷市 酸欠・その他 0 0 3

ス－パ－内の水産品調理室で、９時頃から水産品の解凍のため瞬間湯沸器で湯
を流し続けていたが、排気フ－ドの排気ファンの運転をしていなかった。１１
時３０分頃、解凍作業をしていた３人が気分が悪くなり病院に搬送。事故後湯
沸器を調査したが、すす等の付着もなく不完全燃焼を起こした形跡が見られな
いことから、酸素欠乏症とみなされた。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-101(CF式10号) LP 岡谷酸素株式会社

1996/5/27 京都 京都市 漏えい着火 0 0 1
台所のガス栓にゴム管を接続し生ガスを放出させ、台所付近の何らかの着火源
により、漏えいガスに引火し、爆発火災に至った。 ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1996/5/28 宮城 仙台市 ガス中毒 0 1 0

台所の二口ガス栓のうちテーブルコンロに接続されていない不使用のガス栓を
誤って開放したことにより、生ガスが漏えいしＣＯ中毒にいたったものと思わ
れる。

ガス栓 不明 不明 TG 仙台市

1996/5/30 静岡 富士宮市 漏えい着火 0 0 4

修学旅行中の中学生がバ－ベキュ－で食事中、使用している１台のカセットコ
ンロの着火が悪かったため、テ－ブル横に設置されている既設の配管のＴ字バ
ルブを開け、末端閉止弁（ヒュ－ズガス栓）も開けた。このため、それに接続
する１口コンロの栓が開いていたことからガスが漏れ、カセットコンロの火か
ら引火し爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 富士宮農業協同組合
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1996/5/31 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 1

当該会社の従業員がコンロと接続する２口末端閉止弁を閉めたつもりであった
が、未使用側の末端閉止弁が少し開栓されて外出した。２時間後に帰ったと
き、ガス臭がしたので窓を開け、換気扇を回しガスを排除したが、コンロに点
火したとき急に炎が上がり火災となり、事務所を全焼するとともに隣の住宅も
半焼した。この会社は販売事業者に無断でガスを使用していたとのこと。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社中田屋

1996/6/2 東京 昭島市 漏えい着火 0 0 2

台所の二口ガス栓のうちテーブルコンロに接続されていない不使用のガス栓を
誤って開放したことにより、生ガスが漏えいし、換気扇スイッチのスパーク
で、爆発に至った。

ガス栓 不明 不明 TG 昭島ガス株式会社

1996/6/24 富山 高岡市 不完全燃焼 0 3 0
ＣＦ式大型湯沸器の排気筒の高さ不足により、排ガスの大部分が逆流して室内
に流出したため、ＣＯ中毒にいたった。 大型湯沸器(CF式) パロマ PH-6号F TG 高岡ガス株式会社

1996/7/5 愛媛 松山市 不完全燃焼 0 5 0

ＣＦ式大型湯沸器及び業務用レンジを排気フードの換気扇を使用せずに使用し
たため、室内の酸素濃度が低下し不完全燃焼を起こし、ＣＯ中毒になったもの
と思われる。

大型湯沸器(CF式) 不明 不明 TG 四国ガス株式会社

1996/7/7 千葉 船橋市 不完全燃焼 0 9 0
ＦＥ式大型湯沸器の天井裏の排気筒の腐食により、腐食穴から漏れた排ガスが
室内にあふれてＣＯ中毒に至った。 大型湯沸器(FE式) パイオニア

GS-150-S
製造年:1983年12月

TG 京葉ガス株式会社

1996/7/10 静岡 富士宮市 漏えい着火 0 0 1

１口コンロに点火したつもりであったが、着火せず、ガスが漏洩し、ガスレン
ジに点火したところ爆発した。これによりサッシ戸、窓ガラスが破損した。な
お、当初はガス漏れ警報器及びマイコンメ－タ－が設置されていたが、長時間
使用で遮断することから、消費者から取り外し要請があり、販売事業者はこれ
等を撤去していた。

コンロ 不明 MG-12RJ LP 大富士燃料

1996/7/10 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0
不完全燃焼を起こしている小型湯沸器を換気扇を回さずに使用し続けたため
に、排ガスによるＣＯ中毒にいたったものと思われる。 小型湯沸器 ハーマン

R5-22型
製造年:1988年6月

TG 北海道ガス株式会社

1996/7/13 北海道 旭川市 漏えい着火 0 0 1
当事者（店主）が厨房で仕込み中突然爆発したとのことであるが詳細は不明で
ある。なお、ガス供給は５０ｋｇ容器６本で行われていた。 コンロ 不明 不明 LP 第一ガス株式会社

1996/7/24 長崎 大村市 漏えい着火 0 0 7

焼肉店で客がテ－ブルの焼肉用コンロに点火して焼肉を始めた十数分後テ－ブ
ル上に火が上がると同時に爆発し、客の内７名が火傷等を負った。事故後の調
査で、器具、ゴム管等に漏洩は無かったが末端閉止弁（ボックスガス栓）自体
からのガス漏れが確認された。なお、２年に１回の調査の際には特に指摘事項
は無く、ゴム管は９ヶ月前に交換されていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 田中燃料センター

1996/7/27 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 2
飲食店にて天ぷら油火災が発生し、ガスコンロの火は消えたが、生ガスが充満
し、何らかの原因により着火、爆発したものと推定される。 コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1996/7/28 千葉 八千代市 漏えい着火 0 0 1
当事者の息子が浴室でシャワ－を浴びようとして風呂釜の栓を操作したとこ
ろ、末端ガス栓の腐食・劣化により漏れて滞留していたガスに着火した。 末端ガス栓 不明 不明 LP 富士産業株式会社

1996/7/29 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 1
研究室内においてパイロット付きブンゼンバーナーにライターで点火しようと
したと時、室内に充満していたガスに引火し、爆発したものと推定される。

パイロット付ブンゼンバー
ナー

不明 不明 TG 仙台市

1996/7/31 富山 高岡市 漏えい着火 0 0 0

寿司屋で爆発とともに火災が発生し、全壊した上、付近住宅４軒の窓ガラス等
も破損した。当店は閉店後は無人となるため人的被害は無かった。家屋が全壊
し厨房部が焼失しているため、漏洩箇所、漏洩原因の究明は困難な状況となっ
ている。

不明 不明 不明 LP
富山・ハシモト・エネルギー株式
会社

1996/8/7 愛媛 東予市 漏えい着火 0 0 2

設備工事業者が供給設備からガス配管を分岐して敷設する工事を行った後、配
管中のエア－抜きをヒュ－ズガス栓を半開にして行っていた。暫くした後、作
業員の１人が臭いでガスの確認をしようとしたとき、別の作業員が近くのコン
ロに点火したため、既に漏出してシステムキッチン回りに滞留していたガスに
引火し火炎が上がった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 西日本石油ガス株式会社

1996/8/15 滋賀 志賀町 漏えい着火 0 0 1

当事者が風呂を沸かすため、屋外にある焚き口の種火に点火しようとしたが火
が付かないので、種火用の栓を開けたままで娘に点火を依頼した。娘は点火し
ようとしたがガス臭がするので、一旦容器バルブ及び種火用の栓を閉めた。約
１０分後に両者を開け、点火するためマッチを擦ったところ、滞留していたガ
スに引火し爆発した。

風呂釜
(屋外式)

不明 131型 LP 有限会社二ツ屋

1996/8/15 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0
排気筒が腐食し排気筒を塞いだ為、不完全燃焼を起こし、浴室内に排ガスがあ
ふれてＣＯ中毒にいたった。 風呂釜(CF式) 不明 GSU-4R TG 北海道ガス株式会社

1996/8/29 広島 広島市 不完全燃焼 0 4 0

洋菓子製造工場（小売店舗付）内で、社長及び従業員の計４名が倒れているの
を発見し、病院へ搬送。当時工場ではシュウクリ－ムの皮をオ－ブンで焼いて
いたが、窓は閉め切られエアコンがかけられていたとのことであり、また、換
気扇はフアンが回らない状況であったとのこと。換気不良により不完全燃焼を
起こしたものと推定される。

オーブン 不明 不明 LP 佐東町農業協同組合

1996/8/29 奈良 大和高田市 漏えい着火 1 0 1

当事者宅で突然「ド－ン」という爆発音とともに出火し、当事者宅が全焼。ガ
ス漏れは台所用の設備から発生したものとみられているが、具体的な漏洩箇
所、着火源等は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社イマムラ

1996/9/6 高知 高知市 漏えい着火 0 0 1

保育園の厨房で調理士が給食用固定がまに点火装置で点火する際、点火に手間
取り、その間に漏れたガスがかまの下に滞留し、点火装置の火で引火、爆発し
た。

業務用固定釜 不明 不明 LP 高知市農業協同組合
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1996/9/9 北海道 室蘭市 漏えい着火 0 0 1

当事者がトラック内でたばこを吸おうとライタ－に火を着けたところ突然荷台
が爆発。当事者はトラックで乾物類の移動販売を営んでおり、８ｋｇ容器と１
口ガスコンロを持ち込み、前夜からス－パ－の駐車場に駐車していた。コンロ
に接続された容器バルブ及びコンロの栓が開いており、ガス漏洩した。

器具栓 不明 不明 LP 古田商事株式会社

1996/9/11 青森 青森市 漏えい着火 0 0 1

旅館の食堂で、従業員が湯せん器、３台のコンロ等の栓を順次開き、コンロに
初に着火したところ、周囲に火炎が広がり、火傷による重傷。前日、湯せん

器のコンロのバ－ナ－が不調のため、３台のコンロの内の１台をゴム管から外
し湯せん器のコンロとして使用していた。なお、コンロを外したゴム管はその
まま末端閉止弁に付けたままにしてあった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 酸ケ湯温泉株式会社

1996/9/15 奈良 田原本町 漏えい着火 0 0 1
台所付近で突然爆発、火災が発生し、当事者宅を全焼し隣の家が半焼した。台
所付近で漏洩したガスに何らかの火が着火し、爆発。 不明 不明 不明 LP 株式会社米田商店

1996/9/27 熊本 宮原町 漏えい着火 0 0 1

当事者宅の台所付近で爆発が起こり、居室等の天井の一部、窓ガラス等を破損
した。就寝中にガス臭に気付いた娘が、自分の部屋から隣接する台所へ行き、
コンロに近付こうとしたとき爆発したとのこと。ガス漏れの原因は不明。

不明 不明 不明 LP 氷川燃料有限会社

1996/10/5 和歌山 粉河町 漏えい着火 0 0 2

コンロ（２口コンロでグリルなし）に点火したところ、漏れていたガスに着火
し火災となり、当事者宅を全焼。末端閉止弁の不完全閉止によるガス漏れと推
定。

末端閉止弁 不明 不明 LP 相互ガス株式会社

1996/10/17 大阪 枚方市 漏えい着火 0 0 1

当事者宅で爆発音がするとともに煙がでてきた。それに気付いた人達が消火を
し容器バルブを閉めたが、娘が火傷。なお、消火後に漏洩検査を行ったが、漏
れは確認できなかったとのこと。

不明 不明 不明 LP 阪本商店

1996/10/19 岡山 備中町 不完全燃焼 0 3 0

当事者が理容を始めていたが、１人の客が理容後、他の客が理容中に意識が薄
れ、当事者も意識がもうろうとしてきたため、病院へ搬送されＣＯ中毒症と診
断された。排気筒が必要にも関わらず、当店は平成４年頃から、道路拡幅工事
のため立ち退きが予定（平成８年１１月頃）されていたため、排気筒の設置を
拒否していた。

排気筒
(大型湯沸器：CF式)

パロマ PH-6号F LP 岡山湯野農業協同組合

1996/10/21 北海道 札幌市 不完全燃焼 2 0 0

マンション１室で２人死亡しているのが発見された。当該マンションは１戸が
１２㎡前後（７畳程度）の広さで、室内にはガスレンジ（上部にレンジフ－ド
有り）、ＦＦ式スト－ブ及びＦＥ式瞬間湯沸器が設置されていた。発見時には
湯沸器は電源は入っていたが停止状態だった。また、レンジ（２口コンロ）及
びスト－ブ、レンジフードは止まっていた。湯沸器とレンジフードの同時使用
で室内の気圧が下がり、ＣＯが逆流したものと推定。また、排気筒継ぎ目に隙
間があり排気が漏れていた。（発見は２７日）

排気筒
(大型湯沸器：FE式)

パロマ PH-1001CWF LP 岩石綜合物産株式会社

1996/10/30 三重 鈴鹿市 漏えい着火 0 0 1
当該マンション２階の当事者宅の室内で爆発が起こり、同室内の一部を焼損。
調査したところ、台所の２口コンロの一方のガス栓が少し開いていた。 器具栓 リンナイ RTC-2KC LP 菅谷米穀店

1996/10/31 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

八百屋の店頭において、焼き芋を作っていた業務用コンロ付近で爆発。爆発は
従業員が焼き芋の焼け具合を見に行ったとき、コンロの火が消えているのに気
付き再点火したときに起きたとのこと。接続用のゴムホースが一時的に折り曲
げられたか踏まれたものによる立ち消えと推定。

コンロ 不明 ハマシン常用並こんろ二重巻 LP 田中秦治商店

1996/11/1 奈良 桜井市 漏えい着火 0 0 2

当事者宅で爆発音とともに火災が発生し、当事者宅と隣家の２世帯住宅を全
焼。当事者によると、仏壇に線香をあげようとライタ－に点火したところ爆発
したとのこと。なお、台所のコンロ付き食卓テ－ブルに接続している末端閉止
弁が開いていたとのことで、この末端閉止弁からコンロ迄のいずれかからガス
が漏れたと思われるが詳細は不明。

末端ガス栓 不明 不明 LP 桜井液化ガス株式会社

1996/11/4 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

小型湯沸器を使用しながら、当該機器上部の吊り戸棚の扉を掃除中に気分が悪
くなり、病院へ行きCO中毒と診断された。当該小型湯沸器は熱交換器フィンの
目詰まりにより、不完全燃焼を起こしていた。

小型湯沸器 パロマ
PH-5号-3AB(2)
製造年:1982年8月

TG 北海道ガス株式会社

1996/11/8 神奈川 小田原市 不完全燃焼 0 3 0

当事者の長女が入浴後気分が悪くなるとともに他の家族２人も調子が悪くなっ
た。事故数日前から入浴時に異臭がしていたとのことであるが販売所へは連絡
をしていなかった。排気筒の逆風止め内部の板が腐食等により外れ落下し排気
口を塞いだため不完全燃焼となった。

排気筒
(風呂釜：CF式)

パロマ 不明 LP 眞壁商店

1996/11/8 石川 金沢市 不完全燃焼 0 3 0

家族がＣＦ式風呂に入り、その際ＣＦ式瞬間湯沸器から給湯しているシャワ－
を使用した。その後、当事者が入浴し出てきた時、家族２人が気分が悪く頭痛
がするとのことで通報し、救急隊が到着したとき、３人は倒れていた。ＣＦ式
瞬間湯沸器及びCF式風呂釜の排気筒不備（立ち上がり部の不足、排気トップ形
状）での長時間使用、締め切った状態での同時使用によるもの。

排気筒
(①大型湯沸器：CF式)
(②風呂釜：CF式)

①湯沸器パロマ
②風呂釜ノーリツ

①PH-6F
②RF-6MⅡ

LP 東亜産業株式会社

1996/11/9 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 1

母親が入浴中に風呂釜に点火しようとしてリモコンによる点火を何回か繰り返
したが、調子が悪く点火しないため娘を呼んだ。娘が勝手口よりマッチで点火
したところ、漏れていたガスに引火し火炎が上がり娘が火傷を負った。この風
呂釜は１１～１２年前に購入したもので、２、３日前から調子が悪かったとの
こと。

風呂釜 不明 タイヘイTA-291 LP 有限会社秋葉中店

1996/11/9 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 0

逆流・逆火防止装置を設置せずに酸素バーナでガスと酸素を混合させてハンダ
付けを行おうとした際に酸素がガスメータ付近まで逆流し、ガスコンロの点火
が着火源となり爆発に至った。

酸素バーナー 不明 不明 TG 仙台市

1996/11/13 大阪 池田市 漏えい着火 0 0 1

当事者が炊飯器からゴム管が外されているのに、それが接続された末端閉止弁
を誤開放（半開程度）したためゴム管からガスが漏れていた。それに気付かず
ライタ－に点火したため引火爆発したもの。

末端ガス栓 不明 不明 LP 北摂ガス株式会社
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1996/11/15 富山 富山市 漏えい着火 0 0 0

妻の母親がガステ－ブルに鍋をかけ点火するため２口末端閉止弁の一方をを開
けたが、誤って未使用側を開けていた。それに気付かずガステ－ブルに点火し
たため漏れていたガスに引火し燃え上がった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 不明

1996/11/18 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

帰宅した同居人が、死亡している当事者を発見。発見時には浴室のシャワ－が
出ていたが湯沸器のガスは止まっていた。湯沸器の排気筒は亜鉛引き鉄板製の
らせん管で、接続は差し込み式で固定されていなかった。排気筒の繋ぎ目に隙
間があり、ＣＯが漏れ、室内に充満した。

排気筒
(大型湯沸器(FE式))

リンナイ RUA-16WFO LP 札幌石炭株式会社

1996/11/20 愛媛 新居浜市 漏えい着火 1 0 9

当該ビル３階の飲食店で爆発とともに火災が発生し、同店が全壊、全焼等。当
日の夕方当該ビルのオ－ナ－から、館内でガス臭がするとの連絡が販売所にあ
り、販売所員２名が調査のため現地に行ったが、容器周りを調査して漏れがな
いことを確認した後、当店内の消費設備の調査を行おうとしたが、同店から拒
否。消費設備からのガス漏れと推定されるが、取扱ミスを含め警察で捜査中。

不明 不明 不明 LP 越智産業株式会社

1996/12/3 埼玉 上尾市 漏えい着火 0 0 2

就寝したが、妻がガス臭に気付き、その処置を当事者が行っている時、何らか
の着火源から引火し爆発、火災となった。なお、警報器は設置されていたが、
ガス漏れが和室内であったためか鳴動しなかったとのこと。ガスファンヒー
ター接続部と絹巻きホースが正確に接続されていなかったと推定。

ゴム管 不明 不明 LP 上尾市農業協同組合

1996/12/3 広島 江田島町 漏えい着火 0 0 1

１５～１６年前に購入し、その後８年程使用していなかったガススト－ブを使
用するため、１５～１６年前に購入してあった２ｋｇ容器に接続し、何回か点
火操作を試みた。しかし、なかなか点火せず、一旦時間をおいた後、再び点火
を試みたところ、漏れていたガスに着火し小爆発を起こし、その後火災となっ
た。漏洩箇所は特定できず。

不明 不明 不明 LP 不明

1996/12/4 福島 郡山市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火したが、実際には点火しておらず、それを確認せずにその場を離
れた。約３０分経った頃、湯加減をみにきて火が付いていないのに気付き、再
点火したため漏れていたガスに引火し爆発した。

風呂釜
(CF式)

長府製作所 CHGF5 LP 有限会社矢吹燃料

1996/12/8 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

弟宅に来ていた姉が洋間で倒れているのを、訪れた母親が発見し、直ちに病院
へ搬送。ＣＯ中毒症と診断された。使用中であったＦＦ式のスト－ブが原因と
みられているが、詳細は不明である。

ストーブ
(ＦＦ式)

サンヨー G-FF407 LP 札幌アポロ石油株式会社

1996/12/12 高知 大豊町 漏えい着火 0 0 0

当事者が朝食後屋外に出て仕事の準備をしている時台所で爆発が起きた。当事
者が２口末端閉止弁の未使用側を誤開放していたもので、台所を出る際にセッ
トした食器乾燥機のファンに、漏れたガスが吸引されその内部で爆発したとの
こと。

末端ガス栓 不明 不明 LP 土佐れいほく農業協同組合

1996/12/17 埼玉 日高市 漏えい着火 0 0 3

母親の部屋でガス臭がするのに気付いた妻が、末端閉止弁を閉め窓を開け換気
をしようとしていたところ、母がスト－ブの点火スイッチを押してしまったた
め、漏れていたガスに引火して爆発、火災となった。ストーブの接続部から
ホース接続不良により漏洩。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社なかや商店

1996/12/20 愛知 瀬戸市 漏えい着火 0 0 2
朝食の準備のため台所に入り、コンロに点火したところ爆発し、当事者宅が全
壊するとともに、付近の住宅など６軒の窓ガラス等を破損した。原因は不明。 不明 不明 不明 LP 株式会社ワセ田ガス

1996/12/24 北海道 千歳市 ガス中毒 1 0 0
ＦＦ式ガスストーブに接続されている金属可とう管の接続不完全により、生ガ
スが漏れ、ＣＯ中毒にいたった。 金属可とう管 不明 不明 TG 千歳市

1996/12/28 長野 信濃町 漏えい着火 0 0 1

ガス設備の工事で供給設備等は設備工事業者が行い、埋設管からの立ち上がり
部から２口コンロまでの金属フレキ管、末端閉止弁及びゴム管の設置工事は無
資格の業者が行っていた。この金属フレキ管と末端閉止弁の接続が不良で、そ
れが確認されないまま、施設の経営者が容器バルブを開けガスを使った。たば
こを吸うためライタ－に点火した時、漏れていたガスに引火爆発し火災となっ
た。

金属フレキ管 不明 不明 LP 冨士鉱油株式会社

1996/12/28 沖縄 糸満市 不完全燃焼 5 0 0

一家５人全員が倒れ死亡していた。発見時、室内の窓等は全て閉め切られ、換
気扇はなく、レンジフ－ドのフアンも使われていない密閉状態だった。湯沸器
は浴室の給湯に使用されており（家族が順次使用していたと思われる）、点火
状態で火は消えていた（マイコンⅡでガス遮断）。外部カバ－内外部及び上部
の天井にすすが付着。また、排気筒は２次排気筒の径が１次排気筒の径より細
く、かつその接続部が若干ずれて隙間が開いていた。さらに屋外の立ち上がり
部が１５０ｍｍ程度しかなくトップも付いていなかった。

排気筒(大型湯沸器(CF式)) 松下 GW-104A(CF式) LP 具志堅ガス店

1996/12/29 高知 須崎市 漏えい着火 1 0 1

当事者宅台所付近から出火し、木造の当該住宅が全焼した。近所の住人の話に
よると、昨夜からガスの臭いがしていたとのことで、事故時にはボ－ンという
音がして火の手が上がったとのこと。警察、消防により調査中。

不明 不明 不明 LP 有限会社須崎プロパン

1996/12/31 富山 富山市 漏えい着火 0 0 0

店員が開店準備作業を始め、瞬間湯沸器を断続的に使用していたが、突然厨房
の壁や天井付近から煙が吹きだし、屋根の一部からは煙と炎が出ていた。調査
したところ、湯沸器の内部の熱交換器、防熱板及び外面カバ－（いずれも後
面）に約２．５ｃｍの穴が開いていた。当該湯沸器は平成元年に設置されてい
るが、何らかの原因で後面に穴が開き、建物の壁を過熱したと思われる。

大型湯沸器
(屋外)

リンナイ RUX2100W(20号) LP 富山ガス株式会社

1997/1/3 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0
小型湯沸器に接続されているゴム管をガス栓から取り外し、故意にガスを放出
したところ、何らかの着火源により爆発に至った。 ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1997/1/3 愛知 名古屋市 不完全燃焼 1 1 0
金網式ストーブを、閉め切った部屋で換気をせずに長時間使用したため、不完
全燃焼を起こして、ＣＯ中毒死亡事故に至った。 ストーブ シャープ RSG-250 TG 東邦ガス株式会社
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1997/1/4 東京 世田谷区 漏えい着火 0 0 2
被害者宅の２階居室内のガス栓～ファンヒータまでの間において、ガスが漏え
いし、何らかの原因で着火し、火災に至ったものと推定される。 ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1997/1/12 茨城 石下町 漏えい着火 0 0 1

当事者宅においてドーンという音と共に爆発した。これにより当該共同住宅は
半壊し、また、当事者も重傷を負った。出火場所は室内勝手場の末端ガス栓付
近であるが原因は不明。

不明 不明 不明 LP 株式会社ザ・トーカイ

1997/1/12 神奈川 開成町 漏えい着火 0 0 1

１３時頃、湯を沸かそうとして、誤って使用していない末端ガス栓を開放し、
コンロの点火を確認しないで寝てしまった。１６時頃、起きてタバコに火を着
けようとしたところ、漏えいしていたガスに引火爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP あしがら農業協同組合

1997/1/12 千葉 柏市 不完全燃焼 1 0 0

浴室を閉め切った状態で、不完全燃焼を起こしている風呂釜を長時間使用した
ため、排ガスが室内にあふれ、ＣＯ中毒に至った。排気筒に、口径縮小、高さ
不足及び中廊下への排気の不備があるなかで、浴室ドアのガラリ等を閉め切っ
て使用したため、CO中毒に至ったと推定される。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GNQ-5
製造年:1986年8月

TG 京葉ガス株式会社

1997/1/16 北海道 苫小牧市 不完全燃焼 0 2 0
ＦＥ式大型湯沸器の天井裏の排気筒の接続部分が外れていたため、その箇所か
ら排ガスが室内にあふれＣＯ中毒に至った。 大型湯沸器(FE式) パロマ

K-1600KMF
製造年:1989年9月

TG 苫小牧ガス株式会社

1997/1/19 北海道 江別市 不完全燃焼 0 3 0

ＦＥ式大型湯沸器を使用の際、湯沸器の水流検知用のマイクロスイッチが劣化
により故障したため、排気扇が作動せず不完全燃焼が生じ、排ガスが室内に充
満しＣＯ中毒に至った。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-101F
製造年:1981年

TG 旭川ガス株式会社

1997/1/22 福島 郡山市 不完全燃焼 0 2 0

風呂釜に点火したところ約１時間後、家族２人が頭痛、吐き気を訴えて倒れた
もの。事故後、販売事業者及び保安センターが調査したところ、当該風呂釜の
バーナーの給気口部に綿ぼこりが付着し、詰まっており、このため不完全燃焼
したものと推定。

風呂釜(バーナー、CF式) 世田谷製作所 TA-291 LP 遠藤実商店

1997/1/27 兵庫 神戸市 不完全燃焼 1 0 0

消防より「ガス臭気」通報で出動。死亡原因については行政解剖の結果、一酸
化炭素中毒死であった。現場状況から唯一使用していたであろうと考えられる
金網ストーブは、元ガス栓、器具ガス栓とも全開状態で不自然な使い方ではな
かった。事故後、現場での燃焼確認試験の結果、一酸化炭素の排出量は50ppm
程度で、使用していた部屋の容積（約51㎥）から推定しても死亡に至るほどの
濃度にはなるとは考えられない。しかしながら、死因が一酸化炭素中毒である
こと及びガス漏れ警報器が吹鳴していたとの情報があることから、金網ストー
ブの使用が一酸化炭素中毒に何らかの関与をしているものと推定される。

ストーブ 大阪ガス(松下電器産業)
42-430型(GS3000)
製造年:1973年8月

TG 大阪ガス株式会社

1997/2/11 北海道 釧路市 不完全燃焼 0 1 0
ＣＦ式大型湯沸器の給気口にほこりが詰まっており、給気不足により不完全燃
焼が発生し、ＣＯ中毒になった。 大型湯沸器(CF式) ハイランド（ドイツ製）

US-13TIZX
製造年:1976年12月

TG 釧路ガス株式会社

1997/2/13 長野 小川村 漏えい着火 0 0 0

帰宅し、風呂釜に点火しようとし、点火を確認せずに洗濯機をまわし２階に上
がった。約１５分後に、洗濯の様子を見るため１階に降りたところガス臭がし
たため、風呂釜のスイッチ及び末端ガス栓を閉め２階に上がる途中で爆発し
た。

風呂釜(CF式) 不明 不明 LP 鎌倉商店

1997/2/15 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 0
調理をしようとして、コンロに点火し、別室にいたところコンロの火が立消え
したため、漏えいしたガスに、何らかの火源から引火し爆発した。 コンロ 松下 GT-75R LP マルヰガス京葉株式会社

1997/2/15 長野 軽井沢町 漏えい着火 0 0 1
当事者自ら設置したガスレンジとゴム管の接続不良によって漏えいしたガス
に、タバコを吸おうとして点火したライターの火から引火爆発した。 ゴム管 不明 不明 LP 北信ガス

1997/2/16 東京 港区 不完全燃焼 0 1 0
換気扇が故障しているにもかかわらずＣＦ式大型湯沸器、業務用コンロ、ガス
炊飯器を使用していたため、ＣＯ中毒になった。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PH-131M
製造年:1989年9月

TG 東京ガス株式会社

1997/2/17 岡山 岡山市 ガス中毒 0 2 0
未使用のガス栓を誤って開放したため、一時的に生ガスが漏えいしＣＯ中毒に
なった。 ガス栓 藤井合金

F-143A
製造年:1995年

TG 岡山ガス株式会社

1997/2/20 岩手 山田町 漏えい着火 0 0 0
コンロから漏洩したと思われるガスに何らかの火源から引火し爆発したもの。
コンロの点火つまみはＯＮになっていた。 コンロ リンナイ ﾊｵ4600-2A LP 泉金物産株式会社

1997/3/2 熊本 熊本市 不完全燃焼 0 7 0

子供２人が入浴のため、当該湯沸器（ＲＦ式１６号）を使用。その後、家族７
人の様子がおかしいのに気付き通報したもの。湯沸器は、消費者が購入した屋
外設置型のものを、自ら屋内に設置していたもので、排気筒は付いているもの
の排気扇までで、屋外に出ておらず、換気扇も動かなかった。

大型湯沸器(RF式) リンナイ
RUX-1611WO-E
(製造年:1993年10月)

LP 有限会社永野燃料

1997/3/2 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 0

酩酊状態で２口ガス栓の未使用ガス栓を開放し、テーブルコンロの点火装置を
行ったところ、テーブルコンロの付近に充満したガスに引火してゴム管等が一
部焼損した。

ガス栓 不明 不明 TG 仙台市

1997/3/3 神奈川 小田原市 漏えい着火 0 0 1

コンロに接続されているゴム管が外れ、そこから漏えいしたガスに何らか火源
から引火し、爆発したもの。なお、ヒューズガス栓は半開であった。換気扇全
面がガムテープで目張りされていた。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社須藤松重商店

1997/3/17 静岡 沼津市 漏えい着火 0 0 1
飲食店で調理の準備を始めたところ、焼物器から漏えいしたガスに何らかの火
源から引火したもの。 コンロ 不明 不明 LP ガステックサービス株式会社

1997/3/18 埼玉 八潮市 漏えい着火 0 0 1

煙草を吸おうとライターに火を点けたところ爆発した。原因は、被害者が邪魔
になった末端ガス栓の向きを変えようと９０度角度を変更し、その際生じた隙
間から微少漏えいしたものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 川梅商店

1997/4/6 大阪 寝屋川市 不完全燃焼 0 2 0
不完全燃焼を起こしている小型湯沸器を閉め切った部屋で、換気をせずに使用
したためＣＯ中毒になった。 小型湯沸器

大阪ガス
（ハーマンプロ）

33-019型
（R4-5）
製造年:1972年12月

TG 大阪ガス株式会社
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1997/4/10 大阪 八尾市 漏えい着火 0 0 1
被害者宅において、何らかの原因においてガスが漏えいし、タバコに火をつけ
たところ引火し火災にいたったものと推定される。 不明 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1997/4/20 香川 高松市 漏えい着火 0 0 1

給湯器の交換をした際、２口ガス栓の未使用側にゴムキャップをしていなかっ
たことから、消費者が誤って開放し、漏えいしたガスに何らかの火源から引
火、爆発したもの。なお、給湯器の設置は当該消費者へガス供給している販売
事業者でなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 高松南部農業協同組合

1997/4/23 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

湯沸器を使用中に具合が悪くなり、ＣＯ中毒と診断された。機器の劣化によ
り、湯沸器の排気ファンが回ったり、止まったりしていたため、排気が行われ
ず不完全燃焼に至った。メーカーによる調査の結果、排気ファンのモーターを
制御する検圧スイッチが腐食していた。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH81F LP 北海道エナジティック株式会社

1997/4/24 大阪 堺市 漏えい着火 1 0 3

何らかの原因で漏えいしたガスに、何らかの火源から引火、爆発した。なお、
当事者宅は都市ガス供給者宅で、２０㎏容器は、露店で使用すると購入したも
のであった。

不明 不明 不明 LP 池尾ガス設備工事

1997/4/29 滋賀 大津市 漏えい着火 0 0 1

入浴中、湯温を上げようと風呂釜に点火しようとしたところ、点火しなかった
ため器具栓を閉めずに、そのままマッチで点火しようとした際漏えいしていた
ガスに引火、爆発した。

風呂釜 ノーリツ GS-2B LP 株式会社ビワコガス

1997/4/29 福岡 福岡市 不完全燃焼 0 3 0
冷房運転中、部屋を閉め切って排気扇を作動しないでＣＦ式大型湯沸器と食器
洗浄器を使用したため、不完全燃焼が発生し、ＣＯ中毒となった。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PH-101M
製造年:1994年8月

TG 西部ガス株式会社

1997/4/30 広島 福山市 漏えい着火 0 0 0
被害者がガステーブルコンロに点火後寝てしまい、目をさまし再度点火したと
ころ、何らかの原因により生ガスが漏えいし爆発にいたった。 コンロ パロマ

PA-21F
製造年:1980～87年

TG 福山ガス株式会社

1997/5/3 鹿児島 鹿児島市 漏えい着火 0 0 1

開栓手続きを行わずにガスを使用したところ、システムキッチン内フレキホー
スのナットの締め付けが緩く、当該部分よりガスが漏えいし、何らかの着火源
により爆発にいたった。

金属可とう管 不明 不明 LP 株式会社ミスミ

1997/5/6 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 0
台所のテーブルコンロを点検操作したところ、ゴム管の劣化部分より漏えいし
ガスに引火し、ゴム管の一部が焼損した。 ゴム管 不明 不明 TG 仙台市

1997/5/11 新潟 上越市 漏えい着火 0 0 1

被害者がガステーブルコンロを使用中、寝てしまい、目をさましタバコに火を
つけたところ、機器接続部のソフトコードがゆるんでおりそこから生ガスが漏
えいし、爆発に至った。

ゴム管 不明 不明 TG 上越市

1997/5/13 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1
飲食店の厨房において、コンロに点火しようとしたところ他の器具栓が半開と
なっていため漏えいしていたガスに引火、爆発した。 コンロ マルゼン MGS LP 愛知シナネン販売株式会社

1997/5/18 大阪 枚方市 漏えい着火 0 0 2
被害者宅において、何らかの原因でガスが漏えいし、爆発に至ったものと推定
される。 不明 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1997/5/19 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 1
台所に設置されているコンロに点火したところ、漏えいしていたガスに引火爆
発した。 コンロ 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

1997/5/21 北海道 旭川市 ガス中毒 0 1 0

未使用のガス栓を誤って開放し、当該ガス栓にはキャップが取り付けられてい
たが、キャップに亀裂があったためその亀裂からガスが漏れ漏えい生ガス中毒
になった。

ガス栓 不明 不明 TG 旭川ガス株式会社

1997/5/22 福岡 小郡市 漏えい着火 0 0 0
ＲＦ式大型湯沸器から何らかの原因により漏えいしたガスが引火し小爆発を起
こしたものと推定される。 大型湯沸器(RF式) ノーリツ

GRQ161SA
製造年:1989年11月

TG 筑紫ガス株式会社

1997/5/29 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0

当該アパートの管理人がアパートの空室の風呂釜を使用したところ、排気筒に
鳥の巣が営巣され排気閉塞状態であったため不完全燃焼を起こした。なお、事
故発生の２日前に実施された、供給開始時点検調査時には特に指摘事項はな
かった。

風呂釜(CF式) ニッコー 不明 LP 東京商事株式会社

1997/5/31 愛媛 北条市 漏えい着火 0 0 2

当事者が湯を沸かすためやかんに水を入れ、コンロにかけて点火した後、その
まま寝込んでしまった。２時間ほどして目を覚まし、タバコを吸おうとしたと
ころ漏えいしていたガスに引火、爆発した。

コンロ パロマ PA-3200CEF LP 有限会社吉井プロパン

1997/6/1 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0
コンロに点火したところ、キャビネット内の配管とコンロの接続部から漏洩し
ていたガスに引火した。 金属フレキ管 不明 不明 LP 北陸ガス

1997/6/5 鹿児島 国分市 漏えい着火 1 0 0
当該共同住宅において、突然爆発が起こった。

不明 不明 不明 LP 有限会社国分石油店

1997/6/11 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0

当事者宅において３人が順次シャワーを浴び、約４０分間使用した。その後、
２人が意識を失っているのを残りの１人が発見。天井裏の排気筒の継ぎ目箇所
が１カ所外れており、そこから発生したＣＯガスが外部に漏れ、天井裏に充満
し、室内に流入したものと推定。

排気筒
(大型湯沸器(FE式))

パロマ PH-1600CMF LP 日通商事株式会社

1997/6/11 北海道 旭川市 不完全燃焼 0 2 0
ＦＥ式大型湯沸器の排気筒の先端が、外壁塗装工事のためビニールで塞がれて
いたため、排ガスが室内に充満してＣＯ中毒事故になった。 大型湯沸器(FE式) リンナイ

RUX1610DWF-E
製造年:1992年

TG 旭川ガス株式会社

1997/6/12 長野 麻績村 漏えい着火 0 0 1

ふろの湯の温度がぬるかったため、浴室内にある器具栓を開け、風呂釜に点火
したところ、点火しなかったため、浴室の外にある風呂釜の種火に点火しよう
としたところ、爆発したもの。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 筑北農業協同組合

1997/6/13 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火したが、着火しなかったので、繰り返し何度も点火動作を繰り返
していたところ、その間に漏えいしたガスに引火、爆発した。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-205UFA LP 株式会社宇田川商店
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1997/6/16 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 1 0

コンロに大型鍋（直径約50㎝深さ約30㎝）をのせ長時間使用し、食事中に意識
を失ったもの。コンロに適さない大型鍋を使用したため、燃焼用空気の給気が
十分に行われず不完全燃焼を起こしＣＯが発生。現場検証で確認。

コンロ パロマ IC-330HF LP 札幌アポロ石油株式会社

1997/6/22 群馬 高崎市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火したが、着火しなかったので、ガス栓を開けたままライターを取
りに行き再度、点火しようとしたところ漏えいしていたガスに引火、爆発。種
火の栓でなく、メインバーナーの栓を付け点火しようとしていた。

風呂釜(CF式) 不明 不明 LP 有限会社女部田商店

1997/7/8 埼玉 岩槻市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火したが、着火の確認をせずにその場を離れ、約３分後に様子を見
に行ったところ、火が着いていないので再度、点火したところ爆発したもの。 風呂釜(バーナー、CF式) 世田谷製作所 TA205 LP 中央ガス株式会社

1997/7/10 千葉 八千代市 漏えい着火 0 0 0
テーブルコンロに接続されているゴム管をガス栓から取り外し、ガスを放出し
たところ、何らかの着火源により爆発にいたった。 ガス栓 不明 不明 TG 大多喜ガス株式会社

1997/7/15 秋田 八郎潟町 漏えい着火 0 0 1
コンロをゴム管と接続したたまま、移動させて、掃除をしていた。その後、コ
ンロに点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発したもの。 ゴム管 不明 不明 LP 内藤商店

1997/7/19 北海道 旭川市 不完全燃焼 0 3 0
ＦＥ式大型湯沸器の水流検知用マイクロスイッチが故障したため、排気扇が作
動せず不完全燃焼が生じ、排ガスが室内に充満しＣＯ中毒にいたった。 大型湯沸器(FE式) パロマ

PH-81F
製造年:1981年

TG 旭川ガス株式会社

1997/7/23 埼玉 狭山市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火したが、着火しなかった。そのため点火動作を何回か繰り返して
いたところ、突然、爆発したもの。配管等漏えい検査済み。 風呂釜 ノーリツ GNQ-5 LP 東京プロパンガス株式会社

1997/7/27 長崎 長崎市 漏えい着火 0 0 1
未使用のガス栓を半開状態にしてガスを放出させたところ、何らかの着火源に
より爆発に至った。 ガス栓 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1997/7/28 愛知 名古屋市 不完全燃焼 0 4 0

（業務用七輪及びめんゆで器）排気ファンが停止状態のまま、三重七輪及びゆ
でめん器を使用していたため、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒になった。

業務用めんゆで器
七輪

（業務用めんゆで器）
谷口工業
（七輪）
タチバナ

（業務用めんゆで器）
TU-90AW
製造年:1997年4月
（七輪）
TS-308

TG 東邦ガス株式会社

1997/8/7 新潟 長岡市 漏えい着火 0 0 1
未使用のガス栓で開閉のいたずらをして、ガスが室内に充満し、たばこに火を
つけようとしたところ爆発に至った。 ガス栓 不明 不明 TG 北陸ガス株式会社

1997/8/21 北海道 北見市 漏えい着火 0 0 1
台所でコンロに点火したところ、何らかの原因により漏えいしていたガスに引
火、爆発したもの。コンロ、ガス管等の漏えい検査実施済みで異常なし。 コンロ 不明 不明 LP 片岡燃料店

1997/8/30 大阪 大阪市 不完全燃焼 1 0 0

ＦＥ式大型湯沸器の排気ファンの電源を外して当該機器を使用したため、排気
ファンが作動しなくなったため、排ガスが室内にあふれてＣＯ中毒死に至っ
た。当該機器の安全回路が短絡されており、電源がなくてもメインバーナーが
燃焼できる状態になっていた。平成１８年８月の製品安全総点検において、安
全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-101F
製造年:1982年

TG 大阪ガス株式会社

1997/9/2 埼玉 大宮市 漏えい着火 0 0 1

二口ガス栓の未使用側に、コンロを使用するプラスチック製カバーを取付、ガ
ス栓を誤って開放したため、カバーの隙間からガスが漏えいし、コンロの点火
により爆発にいたった。

ガス栓 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

1997/9/13 熊本 荒尾市 漏えい着火 0 0 2

調理後コンロの点火ツマミを「止」にしたが、バーナーの端に市諫菜炎を見つ
けのぞき込んだところコンロ下部の収納庫の扉から炎が吹き出して火傷を負っ
た。収納庫内に滞留したガスに引火した。調整器の不良でコンロから漏えいし
たもの。

コンロ サンウエーブ SDG311N LP 荒牧商店

1997/9/25 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1

故意にゴム管を切断しガスを放出したところに、同居人がガスコンロからのガ
スの漏えいであると誤認し、器具栓を閉止しようとし、誤って点火操作を行っ
たため、滞留していたガスが爆発したもの。

ゴム管 不明 不明 TG 北海道ガス株式会社

1997/9/29 東京 世田谷区 漏えい着火 0 0 0
台所の２口ガス栓の片方を開放してガスを放出したところ、何らかの着火原に
より爆発にいたった。 ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1997/10/13 北海道 江別市 ガス中毒 0 1 0

被害者がお湯を沸かそうとガステーブルコンロを使用中、やかんからの水の吹
きこぼれで立ち消えしているのを気づかず、生ガスにより漏えいしＣＯ中毒に
至った。

コンロ パロマ
PA3SNK
製造年:1978年10月

TG 旭川ガス株式会社

1997/10/15 栃木 国分寺町 漏えい着火 0 0 0

調理中に吹きこぼれによりコンロの火が消えたため、再度器具栓を開いたが、
調理終了時に器具栓を戻さなかったため、そこから漏えいしたガスにたばこの
火から引火、爆発したもの。

コンロ サンウェーブ SB-215 LP 株式会社サイサン

1997/10/17 埼玉 越谷市 漏えい着火 0 0 1
たばこを吸おうと火をつけたところ、何らかの原因により漏えいしていたガス
に引火、爆発したもの。気密検査の結果異常なかった。 不明 不明 不明 LP 株式会社山口商店

1997/10/20 北海道 滝川市 不完全燃焼 0 3 0
ＦＥ式大型湯沸器の排気筒が浴室内の天井裏で外れており、当該箇所から排気
ガスが室内にあふれたため、ＣＯ中毒になった。 大型湯沸器(FE式) リンナイ

RUX-1600DWF
製造年:1990年7月

TG 滝川ガス株式会社

1997/10/25 新潟 十日町市 漏えい着火 0 0 1

ストーブに点火した、実際は点火されていなかった。その後、５分ほどして点
火されていないのに気が付き、再度、点火したところ爆発した。立ち消え安全
装置が付いていたが、レバーが点火状態の位置のままにしていたためその間ガ
スが漏えいした。

ストーブ パロマ PG-830S LP 株式会社村山商会

1997/10/30 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 6 0

当事者と友人５名が２口コンロを使用し、暖房に灯油ストーブを使用。その
後、湯沸器を使用して交互に入浴していたところ、全員が気分が悪くなったも
の。警察が調査中であるが、湯沸器の排気筒からＣＯが検出された。

排気筒
(大型湯沸器(FE式))

リンナイ RUA-16WFO LP 富士油業株式会社
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1997/11/3 大阪 大阪市 不完全燃焼 0 3 0
小型湯沸器の上部遮熱板が排気口の上に乗せられた状態であったことから、排
気口が塞がれ不完全燃焼を起こし、排ガスによるＣＯ中毒に至った。 小型湯沸器 サンヨー

GB-F63G
製造年:1985年頃

TG 大阪ガス株式会社

1997/11/6 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 2
ガス栓を半開のままゴム管を外したことにより、ガスが室内に充満し、タバコ
に火をつけようとしたところ爆発にいたった。 ガス栓 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

1997/11/6 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 1
未使用のガス栓を誤って開放したことにより、ガスが室内に充満し、トース
ターのスイッチを入れたところ爆発にいたった。 ガス栓 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

1997/11/13 栃木 宇都宮市 漏えい着火 0 0 1

厨房で調理中、三重コンロ設置しようとして、末端ガス栓にゴム管を取付けた
が短く届かなかったため、コンロを移動させようとその場を離れた。その際、
末端ガス栓を閉めなかったため、ガスが漏洩し使用中の別のコンロの火から引
火し爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 住商液化ガス株式会社

1997/11/16 神奈川 茅ヶ崎市 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を使用せずに小型湯沸器を長時間使用したため、排ガスが室内に充満
し、ＣＯ中毒事故にいたった。 小型湯沸器 ナショナル

GW-5D
製造年:1980年3月

TG 東京ガス株式会社

1997/11/19 鹿児島 龍郷町 漏えい着火 0 0 0

設備工事業者がオーブンを設置した後、消費者へ器具の取り扱いを説明するた
め、器具栓を開け点火したところ、ユニオン部から漏えいしていたガスに引火
したもの。ユニオン部の締め付けが弱かった。

低圧ホース 不明 不明 LP 株式会社奄美ガス

1997/11/24 宮崎 日向市 不完全燃焼 0 1 0

当事者が窓を閉め切った状態で入浴。ふろ場の入り口の戸のところで倒れてい
た。風呂場内に設置されている排気筒の継ぎ目に隙間があり、そこから排気が
漏れ、風呂場に充満したため、ＣＯ中毒になった。また、排気筒の有効断面積
が燃焼器の排気筒の断面積より小さかった。

排気筒
(風呂釜(CF式))

長府製作所 GF5T LP 東洋プロパンガス株式会社

1997/11/26 大阪 貝塚市 漏えい着火 0 0 1
業務用オーブンに点火したつもりが点火しておらず、オーブン内にガスが漏え
いし、滞留したガスに業務用レンジの火が引火して小爆発にいたった。 レンジ ウサミ 不明 TG 大阪ガス株式会社

1997/12/16 沖縄 那覇市 不完全燃焼 2 0 0

被害者がガステーブルに純正機器の五徳を取り外して、いわゆる「省エネ五
徳」をとりつけて、ガスコンロを使用していたため、２次空気不足による不完
全燃焼を起こし、排ガスが室内に充満してＣＯ中毒になった。

コンロ パロマ
PA-2100CE-2
製造年:1997年4月

TG 沖縄ガス株式会社

1997/12/18 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1
業務用オーブンを点火したつもりが点火しておらずオーブン内にガスが漏えい
し、滞留したガスに業務用レンジの火が引火し小爆発にいたった。 レンジ 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

1997/12/28 奈良 奈良市 漏えい着火 0 0 1

当事者が都市ガス用のコンロに点火していたところ、突然、爆発したもの。な
お、当事者宅では、ふろの追い炊き用にＬＰガスを使用しており風呂釜が接続
されていた末端ガス栓からガスが漏えいしていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 柳田燃料店

1997/12/31 富山 富山市 不完全燃焼 2 0 0

当事者と友人の２人が浴室で倒れているのを発見。瞬間湯沸器（ＦＥ式、１６
号）を換気不良状態で長時間使用していたため不完全燃焼を起こした。湯沸器
に内蔵された排気ファンの吸込み口に設けられた鉄板（整圧のため多数の円形
の穴を開けたもの）に埃、油等が付着し、かなり閉塞された状況。このため、
燃焼排ガスの排気ファンへの吸引力が不十分となり、燃焼排ガスが、湯沸器の
側面上部の空気取入口から室内に排出されていることが確認。

大型湯沸器(FE式) 陽栄製作所
ﾀﾞﾝﾎｯﾄS10S7
(製造年:1982年9月)

LP 株式会社丸八

1998/1/2 熊本 熊本市 酸欠・その他 0 0 0

21時頃、隣接する酒屋からガス臭がすると消防署に通報があった。署員と消防
署から連絡を受けた販売事業者が現場に駆けつけた容器バルブを閉めたもの。
なお、未使用のゆでめん器の器具栓が開放されていた。

麺茹で器 不明 不明 LP 南九州マルヰ株式会社

1998/1/8 宮崎 木城町 不完全燃焼 0 4 0
保育園において、窓を閉め切った換気不良状態でストーブを使用していたた
め、不完全燃焼をおこしたもの ストーブ(開放式) 不明 不明 LP 児湯農業協同組合

1998/1/10 埼玉 岩槻市 漏えい着火 0 0 4
コンロを使用したところ爆発したもの。なお、事故前日に当該コンロが着火し
なかったため、当事者が自ら修理を行っていた。 コンロ パロマ PH-3CAH LP 株式会社マルキ

1998/1/22 東京 渋谷区 漏えい着火 0 0 1

ガスストーブに接続するためにゴム管とガスコードをガムテープで巻き接続し
ていた部分からガスが漏えいし、被害者が煙草に火をつけたところ爆発火災が
発生した。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1998/1/28 岡山 倉敷市 不完全燃焼 0 1 0
風呂釜の排気筒の逆風防止板が脱落し排気口を塞いだため、不完全燃焼を起こ
し排ガスが循環パイプと壁の隙間から浴室内にあふれ中毒にいたる。 風呂釜(CF式) オカキン

OK-ツリガネF
製造年:1982年4月

TG 岡山ガス株式会社

1998/1/29 宮城 気仙沼市 漏えい着火 0 0 0
当事者がストーブの灯油を入れようと屋外に出たところ屋外に設置していた湯
沸器から出火しているのを発見したもの。原因等詳細不明 大型湯沸器(RF式) 日立

KS-1660
(89-05-007428)

LP 株式会社気仙沼商会

1998/2/2 愛知 西春町 漏えい着火 0 0 0

当該飲食店でガス圧が低下したため配管中の異物処理のためガスメータを外し
て作業を行ったところ、誤って集合装置側に圧力を加えたため隣の飲食店のコ
ンロの炎が立ち上がったもの。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社松屋

1998/2/11 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式風呂釜を使用中換気の逆流によりＣＯ中毒死。不完全燃焼防止装置付き
の機器であり、原因は詳細不明。浴室内換気口の目張りあり。 風呂釜(CF式) ノーリツ

NR-705CFSZ
製造年:1991年5月

TG 東京ガス株式会社

1998/2/17 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 0

事故当日、飲食店で焼肉用コンロの交換作業を行い、終了後、オーナー立会の
もとテストを実施していったところ、爆発したもの。作業でゴム管を繋ぎ忘
れ。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社東口商会

1998/2/19 静岡 韮山町 漏えい着火 0 0 1
台所でたばこを吸おうとライターに火を着けたところ、何らかの原因により漏
えいしていたガスに引火、爆発したもの。 コンロ 不明 GT-3AⅡL LP 土屋住宅設備機器株式会社
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1998/2/25 東京 豊島区 不完全燃焼 0 40 0
排気フードファンを作動させずに半密閉式大型湯沸器を使用したため排気ガス
が室内に充満して不完全燃焼が発生しCO中毒に至る。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PA-516Z(U)
製造年:1990年5月

TG 東京ガス株式会社

1998/3/1 東京 豊島区 不完全燃焼 0 4 0
銭湯用ボイラーの煙道が堆積物によって狭くなったことにより不完全燃焼が発
生し、煙道のひび割れからＣＯ排ガスが漏出し中毒に至る。 温水ボイラー 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1998/3/3 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 0
ふろを沸かそうとふろかまに点火したところ、浴槽に水が入っていなかったた
め、空だきとなったもの。 風呂釜 不明 不明 LP 有限会社平林プロパン商会

1998/3/4 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

当事者が浴槽に顔をつけた状態でいるのを同居人が発見したが、すでに死亡。
検視の結果、体内から高濃度のＣＯを検出。現場検証で湯沸器付近から高濃度
のＣＯ検出。排気筒の曲がり付近に３～４カ所穴があいていたが、原因は不
明。

大型湯沸器(FE式) リンナイ
ユッコ
RUA-16WFO

LP 株式会社くきつ

1998/3/13 富山 魚津市 漏えい着火 0 0 0

当該飲食店の従業員が蒸し器の火力を弱くするため、器具栓を絞っていたとこ
ろ、しばらくして同従業員が立消えしているのに気付き、再点火したところ爆
発したもの。

蒸し器 五加調理器 GK-04 LP 東都ガステック株式会社

1998/3/14 群馬 前橋市 漏えい着火 0 0 1

焼き鳥を焼くためにオーブンを使用していたが立消えしたがそれに気付かず、
近くのガスレンジに着火したところ漏えいしていたガスに引火、爆発したも
の。

オーブン リンナイ
ガス赤外線グリラー
RGP-43A

LP 株式会社カナメ

1998/3/22 兵庫 三木市 漏えい着火 1 0 0
末端閉止弁付近から漏えいしたガスに何らかの火源から引火、爆発したもの。

末端ガス栓 不明 不明 LP 高崎ガス工業株式会社

1998/4/3 神奈川 鎌倉市 漏えい着火 0 0 1
従業員が事務所内のストーブに点火したところ、突然、爆発したもの。何らか
の原因でストーブからガス漏れ。 ストーブ 不明 丸型ストーブ627 LP 三ツ輪液化ガス株式会社

1998/4/7 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1

当事者が21時頃、帰宅しファンヒーターに点火して、そのまま、うたた寝をし
た。その後、23時15分頃、目が覚めてたばこを吸おうとライターに点火したと
ころ爆発したもの。ガスホースは所定のものを使用しなかったため、抜け落ち
た。

低圧ホース 不明 不明 LP 京浜石油

1998/4/7 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 1
被害者が誤ってレンジのつまみを開放したため、レンジ内に漏出したガスが使
用中のコンロの火を着火源に小爆発した。 レンジ 不明 不明 TG 仙台市

1998/4/14 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1

開店準備のためお好み焼き用コンロに点火したが、しばらくして点火していな
いことに気づき、再度、点火したところ漏えいしていたガスに引火、爆発した
もの。

コンロ(お好み焼き用) リンナイ RX-300GA LP 池本ガス販売株式会社

1998/4/21 愛媛 宇和島市 漏えい着火 2 0 0
コンロに点火したところ突然爆発が起こり、火災が生じたもの。

不明 不明 不明 LP えひめ南農業協同組合

1998/5/8 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0

妻が気分が悪くなったため、母親が救急車を呼び、消防署員がかけつけたとこ
ろ母親、妻及び長男が倒れていたもの。なお、前年にサイディング工事を施工
した際、壁が厚くなったにもかかわらず、排気筒の延長工事をせずにそのまま
使用したため、排気筒に隙間が生じていた。

排気筒
(大型湯沸器：FE式)

リンナイ
スーパーユッコ
16RUA-16WFO

LP 株式会社江上

1998/5/13 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 5 0

瞬間湯沸器を排気筒未設置のまま長時間使用したため、室内にＣＯが滞留した
もの。なお、定期消費設備調査の際、消費者に当該湯沸器の使用禁止を指導
し、ゴム管を外し末端閉止弁にゴムキャップをして使用できないようにしてい
たが消費者が自ら接続し、使用したもの。

排気筒(大型湯沸器：CF式)) パロマ PH-6 LP 北ガスジェネックス株式会社

1998/5/14 香川 高松市 漏えい着火 0 0 1
当事者が起床後、たばこを吸おうと火を着けたところ、何らかの原因により漏
えいしていたガスに引火、爆発したもの。 不明 不明 不明 LP 有限会社木村燃料店

1998/5/21 宮城 石巻市 漏えい着火 0 0 0

当事者が16時頃、浴槽に水を張り、19時頃に風呂釜に点火したところ何らかの
原因により浴槽内の水が抜けていたため、空だきとなり火災となったもの。な
お、当該風呂釜には、空だき防止装置が設置されていたが何らかの原因により
作動しなかった。

風呂釜 高木産業
TPA-7M
(製造年:1990年)

LP 尾張商店

1998/5/25 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

湯沸器を使用して入浴した後、気分が悪くなったもの。翌日、病院で検査の結
果、ＣＯ中毒と診断。なお、当該湯沸器の給気フィルターが目詰まりしてい
た。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH1600SCFL LP 札幌アポロ石油株式会社

1998/5/29 埼玉 飯能市 漏えい着火 0 0 1

当事者宅のガスメーターの交換作業を行い、作業終了後、燃焼器具の点火確認
をして作業を終了した。その後、当事者が瞬間湯沸器を使用中に立消えしたた
め、再度、点火したところ器具内に残っていたガスに引火・爆発したもの。配
管のエア抜き不完全

燃焼器具 パロマ PH-10号C LP 西武ガス株式会社

1998/6/1 北海道 札幌市 酸欠・その他 0 0 1

共同住宅の２部屋の住人から「ガス臭い」と通報があったため、容器周り及び
メーターを点検したところ、当事者宅のメーターが回りっぱなしであったため
中に入ったところ、当事者が倒れていたもの。ガスストーブのフレキホース接
続部がねじ山が見えるほど緩められており、そこからガス漏洩。

金属フレキ管 不明 不明 LP 北海道エナジティック株式会社

1998/6/17 福島 福島市 漏えい着火 0 0 3

飲食店の改装のため、厨房を３階から１階に移設する工事を行っていた。工事
終了後、燃焼器具の試運転のため、配管内のエアー抜き作業を実施したが、こ
のとき必要以上にガスを放出したためガスが漏えいし、燃焼器具に点火したと
ころ、漏えいしていたガスに引火、爆発したもの。

フライヤー 不明 FGFK-81F-FC LP 共和産業株式会社

1998/6/22 鹿児島 川内市 不完全燃焼 0 2 0
開放式小型湯沸器の熱交換器の通気不良により不完全燃焼したためＣＯが発
生、換気扇が故障し換気不良となりＣＯが滞留して中毒に至る。 小型湯沸器 パロマ PH-5-3F TG 南日本ガス株式会社
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1998/6/25 北海道 函館市 不完全燃焼 0 3 0

湯沸器を使用し、シャワーを浴びた後、就寝。その後、家族３人の気分が悪く
なっていたため、救急車を要請。なお、強制排気ファンのセンサーの故障によ
りファンが作動しなくても湯沸器が使用可能になっており、排気ガスが室内に
充満。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-6号(3)ND1317 LP 株式会社ガスコープ

1998/7/5 千葉 勝浦市 漏えい着火 0 0 1

開店準備のためフライヤーの器具栓を開けて、点火具で点火しようとしたとこ
ろ点火に手間取ったため、その間、ガスが漏えいした。そのあと、点火具で点
火したところ引火・爆発したもの。

フライヤー 不明 KITAZAWA P-40C LP 株式会社秋葉ガス

1998/7/10 愛知 一宮市 漏えい着火 0 0 1

ふろを沸かすため浴室内に設置されている風呂釜に点火したが着火を確認せず
にその場を離れたが実際は点火していなかった。約３分後、浴室に戻ったとこ
ろ点火していなかったため、再度、点火したところ漏えいしていたガスに引
火・爆発したもの。

風呂釜(BF式) 不明 SUS-430 LP 名古屋プロパンガス株式会社

1998/7/13 愛知 蒲郡市 漏えい着火 0 0 1

開店準備のため当該飲食店の従業員がコンロを１度使用した。４０分後、再び
コンロを使用しようと点火したところ、２口ヒューズガス栓の未使用側が半開
となっており、そこからガスが漏えいしていたため引火・爆発したもの。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社榎本プロパン

1998/7/14 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 1

11日、12日のイベントのため、宅配レストランで通常使用しているフライヤー
を取り外し使用し、イベント終了後、従業員が13日の夜にフライヤーを元の位
置に戻して、翌日、販売事業者へ連絡してフライヤーと配管を接続（フレキガ
ス栓）を依頼する予定でいた。しかし、14日の朝、別の従業員が接続されてい
ると勘違いし、中間ガス栓を開放してしまったためガスが漏えいし、フライ
ヤー点火しようとしたところ爆発したもの。

末端ガス栓 不明 不明 LP 伊藤忠燃料北陸ガス株式会社

1998/7/19 岐阜 海津町 漏えい着火 0 0 1

10時頃に浴槽に水を入れてそのまま放置し、21時50分頃、ふろを沸かそうと風
呂釜に点火した。しばらくして様子を見に行ったところ、浴室の外壁が炎に包
まれていたもの。事故後の調査で浴槽の栓が少しずれた状態で若干、浮き上
がっているのが確認された。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA291 LP 大倉商店

1998/8/14 鹿児島 鹿児島市 漏えい着火 0 0 1

夕食の準備のためコンロに点火しようとしたが、点火しなかった。しばらくし
て、点火していないことに気が付き、再度、点火したところ、漏えいしていた
ガスに引火、爆発したもの。

コンロ リンナイ YRB-4GⅡ LP 有限会社シモタガス

1998/8/23 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0
当事者宅の工房で１口コンロを使用してアクセサリーを加工していたところ、
換気不良から不完全燃焼を起こしＣＯ中毒となったもの。 コンロ 不明

160SER
NO 205665(米国製)

LP 町田ガス株式会社

1998/8/27 北海道 釧路市 不完全燃焼 0 3 0
大型湯沸器を排気フードファンを作動させずに使用したことにより不完全燃焼
が発生し、排気ガスが店内に流失しＣＯ中毒に至る。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PH-16A
製造年:1984年3月

TG 釧路ガス株式会社

1998/8/29 大阪 河内長野市 酸欠・その他 0 0 0

給湯器取り替え工事を行った施工者が給湯器の出湯口と誤認し接続したため給
水栓を開放したところ共用管・本支管に水が注入され、供給支障に至ったも
の。

ゴム管 不明 不明 TG 河内長野ガス株式会社

1998/9/12 滋賀 大津市 漏えい着火 0 0 1

開店準備作業を行っていたところ、ガス臭とシューというガスの漏れる音に気
がついた直後にフライヤーの火から引火・爆発した。フライヤーに接続されて
いたゴム管が劣化していたため、ガスが漏えいしたものと推定された。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社クサネン

1998/9/14 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 1

ふろに入るため、風呂釜に点火したが点火しなかった。何度か点火を試みたが
点火しなかったためのでしばらく様子をみて、数分後、点火したところ器具内
に残っていたガスに引火・爆発したもの。

風呂釜 高木産業
TP-BF7
(製造年:1976年5月)

LP 有限会社末広ガス

1998/9/23 宮崎 宮崎市 不完全燃焼 0 1 0
ＣＦ式給湯器の排気筒が外れ、排気ガスが室内にあふれＣＯ中毒にいたる。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-6号2 TG 宮崎ガス株式会社

1998/9/27 宮城 仙台市 ガス中毒 0 1 0
被害者がコンロを点火したが未着火に気づかず、放出された生ガスにより中毒
に至る。 コンロ 不明 不明 TG 仙台市

1998/10/10 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 2
台所から引いたゴム管（7m）を放置し、誤ってガス栓を開放したまま就寝しよ
うとして蛍光灯を消したことにより放出されたガスに引火した。 ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1998/10/14 鹿児島 伊集院町 不完全燃焼 1 0 0

22時50分頃から長女が入浴していた。その40分後ぐらいに母親が浴室へ様子を
見に行ったところ、長女が浴槽にもたれかかっているのを発見したもの。密閉
した状態で長時間使用。排気筒の腐食、設置不良もあり

大型湯沸器(CF式)
(排気筒)

パロマ
PH-6号F
(製造年:1984年11月)

LP 太陽ガス協同組合

1998/10/17 沖縄 浦添市 漏えい着火 0 0 0
雑居ビルの１階にある飲食店において、突然、爆発が起こったもの。

不明 不明 不明 LP ひかりガス商会

1998/11/7 山形 米沢市 不完全燃焼 1 0 0

友人が当事者宅を訪ねたところ浴室で倒れているのを発見したが、既に意識が
なかった。検視の結果、ＣＯ中毒と診断。燃焼器具の経年劣化及び浴室内の給
気口がふさがれていたための給気不足。さらに排気筒の外部立上り部がなかっ
たため排気不良。

排気筒
(風呂釜　(CF式))

高木産業 TP36M LP 前山商事株式会社

1998/11/15 北海道 小樽市 不完全燃焼 0 6 0

湯沸器（本体に不備があると指摘を受けていたもの）を約３０分間連続して使
用した後、１時間後友人が倒れ、当事者の家族もめまい等を起こしたため、病
院へ搬送。検査の結果、ＣＯ中毒と診断。その後、販売事業者が当該湯沸器の
ＣＯ濃度を測定したところＣＯが検出。換気扇故障中で長時間使用

小型湯沸器 パロマ PH-5-3AB LP 北ガスジェネックス株式会社

1998/11/23 島根 松江市 漏えい着火 0 0 1

事故発生前の３時間（ヒューズガス栓からのガスの漏えい流量と漏えい量から
の推定）に、何らかの原因で台所に設置されていたヒューズガス栓が半開とな
りガスが漏えいした。 その間、当事者は寝室の石油ファンヒーターのタイ
マーをセットして就寝。石油ファンヒーターが作動した際、漏えいしていたガ
スに引火、爆発したもの。

末端ガス栓 不明 不明 LP イワタニ山陰株式会社
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1998/12/3 北海道 室蘭市 ガス中毒 1 0 0
ガス自殺による巻き添え事故。

ガス栓 不明 不明 TG 室蘭ガス株式会社

1998/12/7 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
天井隠蔽部の排気筒に腐食が発生し、その部分より排気ガスが漏えいし室内に
流出したことによりＣＯ中毒に至る。 大型湯沸器(FE式) パロマ

PH-1600CMF(10)型
製造年:1987年

TG 北海道ガス株式会社

1998/12/10 神奈川 茅ヶ崎市 漏えい着火 1 0 0
当事者宅の台所から出火しているのを隣人が発見し、消防署に通報したもの。
当事者がガスグリルを使用し、消し忘れ、過熱により出火 コンロ リンナイ RTS-320GFS LP 日本ガス株式会社

1998/12/18 新潟 新潟市 漏えい着火 0 0 0
ガス自殺による巻き添え事故。

ガス栓 不明 不明 TG 北陸ガス株式会社

1998/12/18 山口 宇部市 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式風呂釜を浴室内の換気口を目張りして使用していた。そして隣接の台所
の換気扇が使用されたため換気が逆流し不完全燃焼が発生、ＣＯ中毒に至る。 風呂釜(CF式) 長府製作所

CH-GF-5
製造年:1987年8月

TG 宇部市

1998/12/21 福井 福井市 不完全燃焼 0 1 0

一般住宅において、家族１名が、入浴後脱衣室において倒れたため、病院にて
検査の結果、一酸化炭素中毒の疑いがあったので別病院に搬送された。原因
は、脱衣室に設置してあったＣＦ式瞬間湯沸器の不完全燃焼によるものと推定
されるが詳細は不明。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-101M LP クリーンガス福井株式会社

1998/12/28 香川 観音寺市 漏えい着火 0 0 1

朝食の準備のため炊飯器に点火したが実際は、点火していなかった。しばらく
して点火していないことに気が付き、再度点火したところ、漏えいしていたガ
スに引火、爆発したもの。

炊飯器 不明 不明 LP 観音寺農業協同組合

1998/12/29 愛知 西尾市 漏えい着火 0 0 0

事故前日、炊飯器のタイマーを翌朝の６時炊きあがるようにセットして就寝し
た。翌朝、５時過ぎにブレーカーが切れたため様子を見に行ったところ炊飯器
の周りから火が出ていたもの。原因は調査中であり不明

炊飯器 パロマ PR-200MT LP 三州ガス株式会社

1999/1/5 宮城 石巻市 漏えい着火 0 0 0

当該共同住宅の西側の外壁の設置していた、瞬間湯沸器の裏側が過熱され、壁
の一部が焼損したもの。なお、当該湯沸器は器具メーカーの社告により修理対
象器具であった。

大型湯沸器(屋外式)
ハーマン（日立ブラン
ド）

KS-1660 LP 宮城ガス株式会社

1999/1/7 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0
適正でないソフトコードで機器に接続してあったため、ガスファンヒーターの
タイマーが作動した際漏えいしたガスに着火して爆発が発生。 ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1999/1/7 大分 中津市 ガス中毒 0 1 0
ガス栓を開放する際、二口ガス栓の機器が接続されていない一方まで誤って開
放してしまったため漏えいした生ガスによりCO中毒に至る。 ガス栓 不明 不明 TG 中津市

1999/1/8 青森 青森市 不完全燃焼 0 1 0
浴室内設置のCF式風呂釜の排気筒の先端が風圧帯内にあり、強風のため排気が
浴室内に逆流してCO中毒に至る。 風呂釜(CF式) ノーリツ

NR-GSU-5
製造年:1978年8月

TG 青森ガス株式会社

1999/1/11 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

当事者宅からガス漏れ警報器が鳴ると販売事業者へ連絡があり、ガス検知器で
確認したが特に異常はなかった。その後、当事者の同居人が体調不良を訴え、
病院に入ったところＣＯ中毒と診断。事故後の調査で瞬間湯沸器の排気ファン
が故障で止まることが判明。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-101F LP 北ガスジェネックス株式会社

1999/1/20 京都 京都市 不完全燃焼 2 0 0
RF式湯沸器（屋外設置式）が室内に設置され排気筒がなく排気が室内に充満
し、不完全燃焼となりCO中毒死に至った。 大型湯沸器(RF式) 松下

GJ-16T2R
製造年:1989年

TG 大阪ガス株式会社

1999/1/27 東京 江戸川区 不完全燃焼 0 21 0

FF式ガスストーブの排気トップのはずれ及び潰れにより、漏れた排気熱で給気
管に穴があき不完全燃焼をおこし、排気管から排ガスが室内に漏れCO中毒に至
る。

ストーブ 東芝
TS-130FFP-S
製造年:1989年

TG 東京ガス株式会社

1999/1/28 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 0

機器本体に何らかの故障が発生し小爆発が発生。着火直後に空気とガスの混合
比が変化し燃焼が不安定になる現象がみられ、ガス・空気混合管の不具合が原
因ではないかと推察される。

温水ボイラー 藤製作所
GSF-V130C
製造年:1993年

TG 大阪ガス株式会社

1999/2/1 大分 別府市 ガス中毒 1 0 0
コンロが未着火かあるいは立ち消えしていることに気づかずコンロから漏えい
した生ガスによりCO中毒死に至る。 コンロ ナショナル

GT-3A2L
製造年:1978年

TG 大分ガス株式会社

1999/2/3 東京 板橋区 漏えい着火 0 0 1
ガス臭がするのに気が付き、ガスコンロの点検中、ガスコンロに点火したとこ
ろ、何らかの原因により漏えいしていたガスに引火、爆発したもの。 不明 不明 不明 LP 株式会社ザ・トーカイ

1999/2/11 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 1

末端ガス栓とファンヒーターを接続したゴム管が何らかの原因により外れたた
め、ファンヒーターを止めようとコンセントを抜いたところ漏えいしていたガ
スに引火、爆発したもの。

ゴム管 不明 不明 LP 丸十稲垣有限会社

1999/2/18 大阪 和泉市 漏えい着火 0 0 1

たばこを吸おうとライターに点火したところ、何らかの原因で漏えいしていた
ガスに引火、爆発したもの。なお、当事者は、前の消費者から11月からこの飲
食店を借り、１月から店をオープンした。しかし、当事者自身がゴム管等の取
替えを行い、ガスを使用し始めたため、販売事業者へガス使用の連絡はなく、
約２週間後に販売事業者が、消費者が代わっているのに気が付いたが、供給開
始時点検は実施されていなかった。

不明 不明 不明 LP 赤阪孝

1999/2/21 京都 井手町 漏えい着火 0 0 2

末端ガス栓とゴム管の接続部にベットが接していたため、寝返り等により、そ
の接続部に加重が、かかったため数回、少量のガスが漏えいし、事故当日ス
トーブに点火したところ、引火、爆発したもの。なお、平成５年に閉栓された
が販売事業者が容器を撤去するのを忘れたため、その後、消費者自ら開栓して
使用していた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社大西商店
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1999/2/23 広島 江田島町 漏えい着火 0 0 1

当事者が妻と飲食店の２階でコンロを使用してポットでお湯を沸かし、そのま
まコンロをとろ火にした。その後、当事者は１階の寿司の仕込みのため厨房で
作業をしていた。10分～20分後、妻がガス臭に気づき、コンロの様子を見に
行ったが、たばこの火を消さないままコンロに近づいたため、漏えいしていた
ガスに引火、爆発した。

コンロ リンナイ RT-1KS LP 山本忠商店

1999/3/5 北海道 函館市 不完全燃焼 0 1 0

当該瞬間湯沸器（１０号）をを使用後、入浴していたところ、ガス漏れ警報器
が鳴ったため一旦出たが、ガス臭がしなかったため、再度、入浴。入浴後、気
分が悪くなり、病院に搬送。ＣＯ中毒と診断。湯沸器のフィンにすすが付着し
たため不完全燃焼を起こした。

大型瞬間湯沸器(FE式) 松下 GW-104A(P) LP 株式会社ガスコープ

1999/3/12 神奈川 箱根町 漏えい着火 0 0 1

末端ガス栓と接続していた低圧ホースの接続不良により、そこからガスが漏え
いし、何らかの火源から引火、爆発したもの。なお、低圧ホースは迅速継手付
きのものであり、接続不良となった原因は不明である。

低圧ホース 不明 不明 LP 株式会社箱根燃料

1999/3/12 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 0
ガス自殺による巻き添え事故（火災）。

コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1999/3/23 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0

当該飲食店の厨房で仕込みを行うため、器具栓を開いたところガス臭がしたた
め、器具栓及び末端ガス栓を確認したが異常は見られなかった。そのため、そ
のまま、コンロに点火して仕込み作業を続けていたところ、２～３分後に
「ボッ」という音と共に火柱が上がったもの。

不明 不明 不明 LP 橋本燃料株式会社

1999/3/24 沖縄 浦添市 漏えい着火 0 0 1

法事のためにコンロを使用しようと容器（10㎏容器×１本）バルブを開放した
ところ、片側のゴム管が燃焼器に接続されていなかったため、そこからガスが
漏えいし、コンロに点火したところ引火、爆発したもの。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社首里ガス工業

1999/4/1 神奈川 二宮町 漏えい着火 0 0 0

当事者宅の台所付近から出火しているのを近所の人が発見して、消防に通報し
た。コンロのグリルを消し忘れたため、グリルの内部が加熱され、コンロが燃
焼して燃え広がったものと推定された。

コンロ 不明 RTS-350NFT LP 三ヶ輪液化ガス株式会社

1999/4/1 新潟 中之口村 漏えい着火 0 0 1
台所で掃除をしていたところ、誤って使用していない末端ガス栓を外してし
まったたため、そこからガスが漏えいし、コンロの火に引火、爆発したもの。 末端ガス栓 不明 不明 LP 太作商店

1999/4/5 徳島 徳島市 漏えい着火 0 0 2

朝食の準備のためガステーブルで調理中に引火、爆発したもの。ガステーブル
と接続されていた金属フレキ管と末端ガス栓の接続部が緩んでいたため、そこ
からガスが漏えいしたもの。

金属フレキ管 不明 不明 LP 高山産業株式会社

1999/4/8 秋田 若美町 漏えい着火 0 0 2

食器洗浄機を作動中にガス臭がしたため、換気扇を作動させた。その後、ガス
臭がしなくなったため、そのまま調理をしていたところ引火、爆発したもの。
他の燃焼器具を使用する際、以前、コンロを接続していて、現在はゴム管だけ
接続され、コンロは接続されていない末端ガス栓も誤って開放してしまったた
め、そこから、ガスが漏えいしたもの。

低圧ホース 不明 不明 LP 三浦薬品合名会社

1999/4/12 滋賀 彦根市 不完全燃焼 1 0 0

ガスストーブによるCO中毒死。器具栓が半開で消火し、マイコンメーターが長
時間使用で遮断。また、換気扇は動作中であった。この状態でガス漏洩試験を
実施したが異常は認められず、各機器及び配管設備は正常であった。

ストーブ リンナイ
R-1290-VM-401
製造年:1989～96年製造

LP 彦根ガス事業協同組合

1999/4/18 東京 目黒区 不完全燃焼 0 4 0
洋菓子点で排気扇を作動させずにパン焼き釜を使用したため排気が室内に充満
して不完全燃焼が発生CO中毒に至る。 業務用パン焼き器 ワールド精機

FG-22T-H
製造年:1998年4月

TG 東京ガス株式会社

1999/4/19 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

当事者の妻が帰宅したところ、当事者が浴室で倒れているのを発見し病院へ搬
送。診断の結果、ＣＯ中毒。なお、燃湯沸器（１６号）の給気部が埃等により
目詰まりを起こしていた。

大型湯沸器(FE式) リンナイ RUX-1610DWF-E LP 札幌アポロガス株式会社

1999/5/3 奈良 桜井市 漏えい着火 0 0 1
当事者がコンロを使用中に寝てしまったところ、何らかの原因により漏えいし
ていたガスに何らかの火源から引火、爆発したもの。 不明 不明 不明 LP 山本商店

1999/5/4 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 2

朝食の準備のため、コンロに点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆
発したもの。２口末端ガス栓の片側は、燃焼器具は接続されていなかったがコ
ンロを使用するときに誤って開放してしまったため、そこからガスが漏えいし
たもの。

末端ガス栓 不明 不明 LP 荒古プロパン

1999/5/4 静岡 西伊豆町 漏えい着火 1 0 0
被害者が駐車中のワゴン車の中でライターに点火したところ、車内に設置され
ていたボンベから漏えいしたガスに引火・爆発したもの。 コンロ 不明 不明 LP 不明

1999/5/8 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

浴室内設置のCF式風呂釜を使用中、近接の台所の換気扇が運転され浴室内の吸
気口も塞がれていたため排気が逆流し、風呂釜が不完全燃焼となりCO中毒死に
至る。

風呂釜(CF式) ノーリツ GNQ-5 TG 北海道ガス株式会社

1999/5/9 新潟 新潟市 漏えい着火 0 0 1
当事者の部屋で何らかの原因により漏えいしていたガスに何らかの火源から引
火、爆発が起こったもの。 不明 不明 不明 LP 万代ホームガス株式会社

1999/5/11 秋田 秋田市 漏えい着火 0 0 1

9時30分頃から、オーブンを使用して加熱調理を行った。その後、10時10分
頃、同オーブンを使用して再度調理を行うため、器具栓を全開にして予熱をか
けていた。10分後、オーブン内に調理品を入れようとしたところバーナーに火
が点火されていなかったため、点火棒で点火しようとしたところ、漏えいして
いたガスに引火したもの。

オーブン ヤマト厨房機器 YKG156 LP タプロス株式会社

1999/5/11 北海道 帯広市 不完全燃焼 0 1 0
開放式小型湯沸器で換気扇を使用せずに浴槽に長時間給湯したため室内に排気
が充満しCO中毒に至る。 小型湯沸器 リンナイ

RU-55SN
製造年:1980年6月

TG 帯広ガス株式会社
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1999/5/20 岡山 岡山市 ガス中毒 0 1 0
誤ってコンロに接続されていたゴム管をはずし、ガス栓から漏えいした生ガス
を吸引してCO中毒になったと思われる。 コンロ 不明 不明 TG 岡山ガス株式会社

1999/6/1 東京 昭島市 不完全燃焼 0 2 0
厨房内で換気扇の風量不足（発生風量 小）と食器洗浄機のバーナーの経年劣
化による燃焼不良とか重なり不完全燃焼したためCO中毒に至る。 業務用食器洗浄機 不明 不明 TG 昭島ガス株式会社

1999/6/4 宮崎 延岡市 漏えい着火 0 0 1
当事者の部屋で何らかの原因で漏えいしていたガスに何らかの火源から引火、
爆発したもの。 不明 不明 不明 LP 延岡農業協同組合

1999/6/5 鹿児島 鹿児島市 ガス中毒 0 1 0

コンロが未着火であるのに気づかず漏えいした生ガスによりCO中毒に至る。後
日事業者にマイコンメーターが長時間使用で遮断していたため開栓の依頼を受
け、当該事故が判明した。

コンロ リンナイ
RG-22
製造年:1987年9月

TG 日本ガス株式会社

1999/6/6 京都 木津町 漏えい着火 0 0 3

たこ焼き器に点火しようとしたところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した
もの。たこ焼き器は、器具栓が開のままであったが、当事者が閉であると勘違
いしていため、ガスが漏えいしたもの。

たこ焼き器 山岡製作所 Y-03C LP 株式会社ミカミ

1999/6/10 鹿児島 鹿児島市 漏えい着火 0 0 1
自殺による巻き添え事故。

ガス栓 不明 不明 LP 株式会社コーアガス鹿児島

1999/6/11 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

家族が当事者宅を訪れたところ、浴室で倒れているのを発見。警察の見識の結
果、ＣＯ中毒と判明。 なお、当該共同住宅の外壁塗装工事のため、工事業者
が排気筒トップをビニールで覆ってふさいでしまったため、排気不良となって
いた。

大型湯沸器(FE式) リンナイ RUX-1000UWFK LP 株式会社ガスショップタカハシ

1999/6/27 広島 広島市 不完全燃焼 0 2 0

従業員２人がカスタードクリームを作るため業務用のオーブンを点火し、作業
していたところ、１人が気分が悪くなり外へ出てうずくまっていたところ、隣
人が気が付き、声をかけると共に中の様子を見たところ、もう１人も倒れてい
た。なお、ガスオーブンの上部にある換気フードが不作動であったため換気不
良状態であった。

オーブン(業務用) ワールド精機 LLT-682T LP 可部ガス販売株式会社

1999/7/2 福岡 糸田町 漏えい着火 0 0 0

当事者宅の浴室から出火し、風呂釜等を焼損したもの。なお、風呂釜に接続さ
れていた低圧ホースの接続不良により、そこからガスが漏えいしていた。その
後、風呂釜に点火し25分ほどたってガス臭を感じたため外に出たところ、風呂
釜付近から出火していた。

低圧ホース 不明 不明 LP 有限会社石見商会

1999/7/14 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 0

給湯室のガス漏れ警報器がなっているとの連絡があったが、到着時はすでに鳴
りやんでいた。約10分後、コンロに点火したところ爆発。２口末端ガス栓の未
使用側が閉め忘れで、そこからガスが漏えい。未使用側は、ゴム栓をしていた
がゴム栓が老朽化していたためガスが漏えいしていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 仙台エルピーガス株式会社

1999/7/15 東京 杉並区 不完全燃焼 0 4 0
洋菓子店で排気扇を作動させずにパン焼き釜を使用したため排気が室内に充満
して不完全燃焼が発生CO中毒に至る。 業務用パン焼き器 ワールド精機

FG-43YAFFP
製造年:1995年8月

TG 東京ガス株式会社

1999/7/22 東京 立川市 漏えい着火 0 0 1

オーブンを使用中、一度、火を消した後、再度、点火しようとしたところ、点
火しなかったため、何度か点火作業を繰り返していたところ、その間に漏えい
していたガスに引火したもの。

オーブン
ショーテス
（フランス製）

不明 LP 有限会社秋津商事

1999/8/3 北海道 椴法華村 不完全燃焼 1 0 0

家族２人ががシャワーを浴びた後、当事者がシャワーを浴びに入ったが１時間
程たっても出てこなかったため、確認したところ、浴室で当事者が倒れている
のを発見。警察の検視の結果、ＣＯ中毒と判明。浴槽でＣＦ湯沸器を排気筒を
設置せず、また換気せずに使用していた。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-6号F LP 有限会社丸松小市石油

1999/8/10 福島 福島市 不完全燃焼 0 1 0
換気不良状態の中で業務用燃焼器具を使用しジャムの製造を行っていたとこ
ろ、不完全燃焼となりＣＯ中毒となったもの。

業務用燃焼器具(ジャム製造
用)

不明 不明 LP 福島ガス株式会社

1999/8/13 東京 葛飾区 不完全燃焼 0 3 0
飲食店で排気設備を作動させずに七輪とゆで麺器を使用したため排気が室内に
あふれCO中毒に至った。 業務用めんゆで器 マルゼン MR-15H TG 東京ガス株式会社

1999/8/22 埼玉 大井町 漏えい着火 0 0 1

消費者が業務用コンロに使用していたところ立消えしたため、再度、ライター
により点火したところ爆発したもの。なお、販売事業者が同日ガスメータ及び
ガス栓の交換を実施したが、作業後のエア抜きが不十分であったため、立消え
した。

コンロ(業務用) 不明 ｻﾝﾄｸﾊﾞｰﾅｰ業務用FG-4 LP 江澤商事株式会社

1999/8/22 大阪 大阪市 不完全燃焼 0 6 0
パン工場の蒸し器の煙道に腐食孔があり排気ドラフトが効かずに不完全燃焼が
発生しCO中毒に至った。 業務用パン蒸し器 高塚製作所

不明
製造年:1979年

TG 大阪ガス株式会社

1999/9/8 栃木 小山市 不完全燃焼 0 4 0

8時30分から作業を開始し、フライヤー２台、ガステーブルを使用していた。
その後、エアコンを効かすため出入り口を全て閉め作業を行っていたところ、
10時１分頃、換気不良からフライヤーが不完全燃焼となりＣＯ中毒となったも
の。

フライヤー リコー機器（株） ｸﾘｰﾝﾌﾗｲﾔｰRK40 LP 株式会社石崎燃料

1999/9/28 静岡 小笠町 漏えい着火 0 0 0

コンロ付近からガスが漏えいし、何らかの火源から引火したもの。調査したと
ころ、調整器（桂精機製）の不具合により高圧のガスが流れ、コンロのところ
で漏えいしていた。

調整器 桂精機製作所 SKL-5A LP 南遠ガス株式会社

1999/10/10 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 9 0

共同住宅の住人から通報があり、救急隊が全室の住人を調査した結果、当該部
屋の他３部屋の住人、合計９名を病院へ搬送。診断の結果、９名ともＣＯ中毒
と判明。当該室の湯沸器の排気筒は天井に設置され、出口（トップ）の曲がり
部分のスパイラル管が腐食して脱落していたため、建物内に排気が漏れ、建物
の外壁と内壁の間を伝わって上階部分の部屋に流入し一酸化炭素中毒となった
もの。

大型湯沸器(FE式) リンナイ RUF16WFO LP 株式会社くきつ
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1999/10/12 三重 明和町 漏えい着火 0 0 0

炊飯器を使用中にゴム管と末端ガス栓との接続部付近から火が出たもの。ま
た、炊飯器は、使用するときはその都度末端ガス栓とゴム管を接続して使用し
ていたが、その際の接続が不完全であったため、ガスが漏えいし、何らかの火
源から引火した。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社大玉商会

1999/10/25 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

共同住宅の住人が瞬間湯沸器から洗濯機に給湯していたところ、気分が悪くな
り、病院に搬送。室内のＣＯ濃度測定を実施したところ湯沸器の直上の排気筒
の継ぎ目部分３ヶ所から0.007～0.015％のＣＯが検出された。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-10CEF LP 有限会社ほくはん住器

1999/10/31 愛知 豊田市 酸欠・その他 1 0 1

18時過ぎ頃、夫がＣＦ式風呂釜に点火した後、眠って22時30分頃に目を覚ま
し、台所で倒れている家族２人を発見したもの。風呂釜の火の消し忘れによ
り、室内の空気が酸欠状態となった。死因は血液中より一酸化炭素が検出され
たが致死量でないことから酸欠による。

風呂釜(CF式) 不明 NA-G80 2R LP 富士プロパンガス株式会社

1999/11/17 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0
FE式湯沸器の排気筒の天井隠蔽部の施工不良（梁貫通部が未接続）により排気
が室内に流入し不完全燃焼となりCO中毒に至った。 大型湯沸器(FE式) ガスター

UR-10FEK2型
製造年:1986年

TG 北海道ガス株式会社

1999/11/23 東京 江東区 不完全燃焼 2 0 0
給排気部の逆接続により先端部の防火ダンパー（本来給気側）が作動、浴室内
に排気が流入しCO中毒死に至った。 風呂釜(FF式) モリタ工業

KDM-FE-Ⅱ
製造年:1999年4月

TG 東京ガス株式会社

1999/11/28 埼玉 東松山市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火しようとしたが、点火しなかったため、何度も点火操作を繰り返
していたところ、その間に漏えいしていたガスに引火、爆発したもの。 風呂釜(CF式) 長府製作所 GF-51 LP 有限会社ヤジマ燃料

1999/12/1 大阪 摂津市 漏えい着火 0 0 1
当事者がたばこを吸おうと火をつけたところ、爆発したもの。

不明 不明 不明 LP 大阪マルヰガス株式会社

1999/12/4 兵庫 神戸市 不完全燃焼 0 4 0
美容室内のFE式瞬間湯沸かし器の排気筒に腐食孔があり排気が室内に流入し不
完全燃焼となりCO中毒に至った。 大型湯沸器(FE式) リンナイ

RUX-1605WF
製造年:1988年

TG 大阪ガス株式会社

1999/12/5 愛媛 八幡浜市 漏えい着火 0 0 1
入浴中、湯を足そうと風呂釜に点火しようとしたが、点火せず、点火操作を繰
り返していたところ爆発したもの。 風呂釜(BF式) 日水協

RBF-101S
(BFDP型)

LP 有限会社新地商店

1999/12/16 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 0

飲食店の外壁に設置している瞬間湯沸器が異常に過熱され、外壁の一部が焼損
したもの。当該湯沸器は平成２年に異常過熱の欠陥が見つかり、メーカーによ
る過熱防止器の取付けが行われた機種であるが、過熱防止装置は取り付けられ
ていなかった。

大型湯沸器(RF式) パロマ PH-16CS LP 千葉プロパンガス販売株式会社

1999/12/16 長野 箕輪町 漏えい着火 0 0 1
開店準備中、焼き肉テーブルのガス栓が完全に閉止していなかったため閉止し
た後、点火テストをしたところ、爆発したもの。 焼肉テーブル 不明 バリバリシステム無煙ロースター LP イナガス株式会社

1999/12/16 岐阜 岐阜市 漏えい着火 0 0 1
移動式のたこ焼き屋で調理中、10㎏容器に接続されているゴム管がたこ焼き器
から外れ、そこからガスが漏えいし、たこ焼き器の火から引火したもの。 ゴム管 不明 不明 LP 村瀬商店

1999/12/20 愛知 豊橋市 不完全燃焼 0 4 0

帰宅した従業員が飲食店２階に４人が倒れているのを発見し、病院で診断の結
果、ＣＯ中毒と判明。当該湯沸器の遮熱板が正常な位置になく、湯沸器の上部
の排気部分を塞ぐ形となっていた。

小型湯沸器 パロマ PH-53A LP アーガス株式会社

1999/12/20 島根 玉湯町 不完全燃焼 0 4 0

旅館の調理場で作業中の従業員４人が体調の異常が申し出たため、病院に搬
送。ＣＯ中毒と診断。排気ダクトの排気出し口が目詰まりを起こしており、そ
のため逆流した排気が食器洗浄器の蒸気吸い上げ口から調理場内にあふれたた
め一酸化炭素中毒になった。また、排気筒の一部は腐食して穴があいており、
この穴からも一酸化炭素を含む排気が排出された。

食器洗浄機 石川島播磨重工業 GB-48A LP 株式会社コーアガス島根

1999/12/30 静岡 伊豆長岡町 漏えい着火 0 0 4
当事者宅で爆発と同時に火災が発生した。消火後、確認したところ、ヒューズ
コックにはゴム管の焼け跡、ゴムバンド部分がなく、半開きの状態であった。 末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社ワタイチ

1999/12/30 大阪 東大阪市 漏えい着火 0 0 1
コンセントガス栓にホースガス栓用プラグを無理にねじ込んでいたためガスが
漏えいし、たばこの火により引火小爆発した。 ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1999/12/31 兵庫 尼崎市 不完全燃焼 0 2 0

開放式瞬間湯沸器の不完全燃焼によるCO中毒。数日前から機器が変色するほど
異常な燃焼をしているにもかかわらず、換気扇を回さずに使用し続けたため、
排ガスによるCO中毒になったものと思われる。

小型湯沸器
大阪ガス
（ハーマン製）

1033-0045
製造年:1992年

TG 大阪ガス株式会社

2000/1/25 静岡 浜松市 漏えい着火 0 0 1

17時20分頃、ファンヒーターを使用しようとしたところ、ストーブの付近から
漏えいしたガスがファンヒータ下部から出火したものと推定される。なお、事
故当日の10時頃保安機関が定期消費設備調査を実施した際、安全装置未装着の
古いストーブ２台が使用され、接続方法が不良であったため、消費者に改善を
申し入れ販売事業者へも連絡した。販売事業者は、12時頃消費者宅を訪問し、
ストーブ及びホースの使用中止を申し入れ、ファンヒーターを２㎏容器に接続
して貸し出した。

ストーブ
リンナイ
サンヨー

リンナイ:R-800P
(製造年:1977年)
サンヨー:GHR-2200P
(製造年:1970年)

LP 丸善ガス株式会社

2000/1/30 東京 荒川区 不完全燃焼 0 3 0
開放式小型湯沸器を換気扇を使用せずに長時間使用したため室内に排気が充満
しＣＯ中毒に至った。 小型湯沸器

リンナイ
（東京ガス）

RUS-5RX
[販売名称:RN-405SD]
製造年:1993年8月

TG 東京ガス株式会社

2000/2/3 新潟 黒埼町 不完全燃焼 0 1 0
脱衣所内の機器設置場所の給排気口を屋外からテープで塞ぎ風呂釜を使用した
ため不完全燃焼によるＣＯ中毒となった。 風呂釜(CF式) タイヘイ 不明 TG 黒埼町

2000/2/5 神奈川 横浜市 漏えい着火 1 0 0
当該共同住宅の当事者宅において台所でたばこを吸おうとライターに火をつけ
たところ「ドン」という音と共に爆発したもの。 不明 不明 不明 LP 風見プロパン商会

2000/2/17 神奈川 大和市 漏えい着火 0 0 0

給食施設屋外に設置されていた屋外設置式給湯器が、突然爆発したもの。な
お、給湯器はリモコン操作で「入」の状態であったが、爆発時は使用していな
かった。

大型湯沸器(RF式) ノーリツ GQ-2410WE LP ユタカガス株式会社
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2000/2/17 富山 富山市 漏えい着火 0 0 1

当事者が玄関の除雪をしようとしたところ、ガス臭がするのに気が付き、納屋
の方へ様子を見に行ったところ、爆発音がしたため確認したところ、容器に接
続されているゴム管から火がでているのを発見したもの。なお、調査の結果、
ゴム管の劣化により亀裂が入り、そこからガスが漏えいしていたのが分かっ
た。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社黒崎

2000/2/17 高知 中村市 漏えい着火 0 0 1

当該飲食店経営者の妻が中華コンロを点火しようとしたが、なかなか点火しな
かったので、点火操作を何度も繰り返していたところ、小爆発が起こった。そ
の際、確認の際に、顔を近づけていたため、火傷を負ったもの。

コンロ 不明 不明 LP 岡崎プロパン株式会社

2000/2/24 大分 宇佐市 漏えい着火 0 0 2
当事者がストーブに点火したところ、突然爆発したもの。なお、事故後の調査
でストーブに接続されていたゴム管がネズミにかじられて、損傷していた。 ゴム管 不明 不明 LP マルヰガス宇佐株式会社

2000/2/25 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
浴室で倒れていた所を発見されたが、機器等には異常は発見されなかった。

不明 不明 不明 TG 北海道ガス株式会社

2000/2/26 秋田 横手市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火してシャワーを使用していたところ、お湯から水に変わったた
め、再度、点火したところ、爆発したもの。 風呂釜 ノーリツ GUQ-5A LP 株式会社山二横手石油ガス

2000/3/7 島根 三刀屋町 漏えい着火 0 0 2

ワゴン車の後ろドアを開けて、たこ焼きの販売をしていたところ、バーナーの
火が風で消えたため、再度点火したところ、漏えいしていたガスに引火したも
の。事故後の調査で、保温用のガス器具に接続されているゴム管に孔が開いて
おり、そこからガスが漏えいしていたことが分かった。

ゴム管 不明 不明 LP 山陰酸素工業株式会社

2000/3/8 福島 塙町 漏えい着火 0 0 1

当事者の母親が湯を沸かすため、コンロを点火しようとしたが点火しなかった
ため、点火操作を何度か繰り返し行っていた。その後、当事者が再び、コンロ
を点火したところ、漏えいしていたガスに引火爆発したもの。

コンロ リンナイ 不明 LP 松本商店

2000/3/8 福岡 飯塚市 ガス中毒 1 0 0
コンロの誤操作によるＣＯ中毒。

コンロ 不明 不明 TG 飯塚ガス株式会社

2000/3/14 鹿児島 加世田市 漏えい着火 0 0 0

14時30分頃、コンロを使用しようとしたとき誤って、２口末端ガス栓の未使用
側を開放してしまったため、ガスが漏えいし、コンロの点火操作を行ったと
き、引火したもの。なお、14時頃、当事者から販売事業者へガスの使用ができ
ないと通報があり、現場へ行ったところガスメータが遮断しており、異常がな
いことを確認し復帰させていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 日新プロパン

2000/3/21 長崎 諫早市 不完全燃焼 0 1 0
ＢＦ式風呂釜の底板が老朽化により穴があき、不完全燃焼した排ガスが浴室内
に充満したためＣＯ中毒となった。 風呂釜(BF式) 不明 不明 TG 九州ガス株式会社

2000/3/30 大阪 堺市 漏えい着火 0 0 6
飲食店の焼き肉用テーブルコンロの脚もとに設置している末端ガス栓との接続
部からガスが漏えいし、コンロの火から引火、爆発したもの。 ゴム管(迅速継手付) 不明 不明 LP 奥治燃料株式会社

2000/4/1 千葉 鎌ヶ谷市 漏えい着火 0 0 0
台所付近で爆発発生したがガスによるかどうか不明。

不明 不明 不明 TG 京葉ガス株式会社

2000/4/3 佐賀 神埼町 不完全燃焼 0 2 0
当事者が室内で倒れているのを警察が発見したもの。原因については警察が調
査中であるが、排気筒が屋内の浴室天井裏を通じて、先端を外へ出していた。 大型湯沸器 パロマ PH-20 KWQ4 LP 松尾商事株式会社

2000/4/7 神奈川 横須賀市 不完全燃焼 0 1 0

当事者が入浴中家族が異変に気が付き浴室に入ったところ、浴室内で倒れてい
る当事者を発見した。その後、病院でＣＯ中毒と診断された。なお、風呂釜の
排気筒の屋外の立ち上がり部の高さがＬＰ法の技術基準を満たしていなかっ
た。

風呂釜
(CF式)
排気筒

長府製作所
CH-GFS-71
(製造年:1988年6月)

LP 株式会社奥村商会

2000/4/8 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0

14時から17時頃まで、当該住宅の住人２人と遊びに来ていた友人１人が順番に
シャワーを使用していたところ18時頃、気分が悪くなり消防へ通報し、病院へ
搬送された。診断の結果、ＣＯ中毒と診断された。事故後の調査で天井裏に設
置されている排気筒の接続部が外れており、燃焼排ガスが漏えいし、浴室内の
点検口から浴室内に流入していたことが確認された。

排気筒
(大型湯沸器：FE式)

リンナイ RUX-16WFO LP 株式会社江上

2000/4/12 埼玉 川口市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜に点火して、その場を離れ、30分後、戻ってみたところ火が消えていた
ため、再度、点火したところ、爆発したもの。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 P20 LP 日合アセチレン株式会社

2000/4/13 北海道 鹿部町 漏えい着火 0 0 0

コンロに点火しようとしたが、点火しなかったため、ゴム管又は末端ガス栓の
具合が悪いと思い、いじっているうちにスパナで末端ガス栓を緩めてしまった
ために外れガスが漏えいし、引火したもの。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社角十松川商店

2000/4/16 千葉 佐原市 漏えい着火 0 0 1

業務用コンロを使用していたところ、接続されているゴム管にネズミによる穴
が空いているのを見つけたため、ゴム管の交換を行った。その後、換気をしな
いまま、再度、コンロに点火したところ既に漏えいしていたガスに引火、爆発
したもの。

ゴム管 不明 不明 LP 佐々木燃料店

2000/4/23 北海道 苫小牧市 漏えい着火 0 0 1

事故当日の朝、炊飯器を使用し朝食を取り外出した。昼頃に帰宅し、少しガス
臭がしたが、そのまま、コンロに点火したところ漏えいしていたガスに引火、
爆発したもの。なお、炊飯器に接続されていたゴム管の接続不良によりガスが
漏えいしていた。

ゴム管 不明 不明 LP 不明

2000/5/4 静岡 富士宮市 漏えい着火 0 0 1

コンロを使用して調理を行っていたが、煮こぼれにより立消えしたため、点火
しようとしたが点火しなかったため、点火操作を何回か繰り返した。しかし、
点火しなかったため一旦止め、部屋に戻り、少し眠った後、たばこを吸おうと
ライターに点火したところ、引火、爆発したもの。なお、コンロの器具栓を閉
め忘れていたため、ガスが漏えいしていた。

コンロ 松下 GT-70L LP 横瀬産業株式会社

119



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

2000/5/10 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 2

風呂釜に点火しようとしたところ、漏えいしていたガスに引火、爆発したも
の。なお、風呂釜の器具栓が壊れていたため、末端ガス栓を開閉し、点火はラ
イター等で行っていたが、点火に時間がかかったため、その間にガスが漏えい
していた。

風呂釜
(CF式)

グレイスガス工業 GK-303UP LP トモエプロパン株式会社

2000/5/10 静岡 浜北市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火操作を行い、点火を確認しないまま、その場を離れた。その後、
入浴しようとしたところ、水のままだったため、再度、点火したところ引火、
爆発したもの。

風呂釜
(CF式)

ヤマハ YB-U102 LP 有限会社マルイ伊藤商店

2000/5/18 北海道 札幌市 漏えい着火 1 0 0
ガス漏えい爆発が発生した。詳細は不明。

不明 不明 不明 LP 札幌ガス株式会社

2000/5/19 福岡 田川市 不完全燃焼 2 0 0

台所付近で当事者と当事者の妻が倒れているのを発見。湯沸器からホースで浴
槽へも給湯していた。販売事業者は当事者に対し、湯沸器に不完全燃焼防止装
置がついていないため、使用しないよう説得したが、聞き入れられず、また、
ＣＯ測定の結果、異常が認められなかったため、注意喚起をした上で８㎏容器
で質量販売をしていた。

小型湯沸器 パロマ
PH-45F
(製造年:1973年6月)

LP 篠原プロパン

2000/6/26 東京 清瀬市 漏えい着火 0 0 1

厨房で従業員が蒸し器のフレキガス栓を開け、点火作業を行ったところ、フレ
キガス栓とフレキ管の接続不良のため、漏えいしていたガスに引火したもの。
なお、事故前日、メンテナンス会社が蒸し器のメンテナンスをしており、その
際、金属フレキ管とフレキガス栓との接続を忘れていた。

金属フレキ管 不明 不明 LP 伊藤忠燃料関東ガス株式会社

2000/6/29 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0
ＣＦ式風呂釜排気筒の排気トップの溶接がはずれ排気口をふさいだことによる
排ガス中毒。 風呂釜(CF式) 高木産業

TP-A117M
製造年:1987年

TG 北海道ガス株式会社

2000/7/2 東京 千代田区 漏えい着火 0 0 1
一口コンロの着火を確認せずに放置したたばこを吸おうとライターに火をつけ
たところ漏えいガスに着火し小爆発を起こした。 コンロ 不明 RN-247AZ TG 東京ガス株式会社

2000/7/5 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 2
自殺による巻き添え事故。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2000/7/17 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 2

当事者が風呂釜に点火し、使用していた。その後、立消えしていることに気が
付き、再度、点火操作を行ったところ、漏洩していたガスに引火、爆発したも
の。

風呂釜
(CF式)

不明 HO-KCO-2 LP 株式会社黒川石油

2000/7/24 大阪 大阪市 不完全燃焼 0 2 0
厨房の排気ファンを使用せずにガス湯煎器を長時間使用したため不完全燃焼を
起こしＣＯ中毒となった。 業務用ガス湯煎器 シバタ金物 不明 TG 大阪ガス株式会社

2000/7/25 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
開放式小型湯沸器を換気扇を使用せずに長時間使用したため室内に排気が充満
しＣＯ中毒に至る。 小型湯沸器 ナショナル

GW-5D(G)
製造年:1982年

TG 北海道ガス株式会社

2000/7/26 富山 入善町 不完全燃焼 0 2 0

保育所調理室において、9時頃からガス回転釜を使用していたところ、9時40分
頃、調理員の１人が気分が悪いと室外に出て、もう１人の調理員もガスコンロ
のそばでうずくまっていたため２人とも病院に搬送し、ＣＯ中毒と診断され
た。Ｏ１５７等の衛生対策としてエアコンを設置し、窓を閉め切りかつ換気扇
を密閉し、開放式の釜を使用していたことから、不完全燃焼となった。

回転釜
(開放式)

桐山工業
KGS-10
（1980年製造）

LP 入善町農業協同組合

2000/7/30 長崎 多良見市 漏えい着火 1 0 2

倉庫２階にある台所に設置している、コンロを使用してを調理していたとこ
ろ、２口末端ガス栓の燃焼器具に接続されていない側も誤って開放していたた
めガスが漏えいし、コンロの火から引火、爆発したもの。なお、倉庫の台所は
普段使用していなかったが、法事のために使用することになり、７月２８日に
販売事業者が１０㎏容器を配送し、消費者が自ら配管に接続していた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社山崎俊明商店

2000/8/6 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 1

ふろを沸かすため、風呂釜に点火しようとしたが、なかなか点火しなかったた
め、点火操作を何度か繰り返しているうち、その間に漏えいしたガスに引火、
爆発したもの。

風呂釜 不明 TD-A2K-2 LP 丸油工業株式会社

2000/8/9 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

昼食準備のためコンロでお湯を沸かしていたところ、コンロに接続されている
ゴム管と末端ガス栓とが接続不良となっていたため、そこからガスが漏えい
し、コンロの火から引火、爆発したもの。

ゴム管 不明 不明 LP
株式会社カナジュウ・コーポー
レーション

2000/8/9 長野 軽井沢町 漏えい着火 0 0 1

入浴のため風呂釜の点火操作を行ったが、点火しなかった。約5分後に点火し
ていないのに気づき、再度、点火操作を行ったところ、その間に漏えいしてい
たガスに引火、爆発したもの。

風呂釜
(CF式)

世田谷製作所 TA-293 LP 株式会社松屋

2000/8/9 千葉 銚子市 漏えい着火 0 0 1

入浴のため風呂釜に点火しようとしたが、なかなか点火しなかったため、点火
操作を繰り返し行っていたところ、その間に漏えいしていたガスに引火、爆発
したもの。

風呂釜
(CF式)

フジカ 不明 LP 木屋石油株式会社

2000/8/16 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 1

物置で炊飯器を使用するため、２口末端ガス栓を開放したが、誤ってゴム管だ
け接続されて、燃焼器具が接続されていない側を開放してしまったため、そこ
からガスが漏えいし、炊飯器の点火操作をした際に爆発したもの。なお、当該
施設は20㎏容器を配管（鋼管）に接続して使用していた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 三光松浦ガス

2000/8/23 大阪 高槻市 不完全燃焼 0 6 0
調理場の排気ファンを使用せずに鍋を餡練りがまに乗せ使用していたところ二
次空気が不足し不完全燃焼したため、ＣＯ中毒になった。 業務用餡練り釜 アワジヤ菓機 不明 TG 大阪ガス株式会社
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2000/8/26 広島 世羅西町 漏えい着火 0 0 3

集会所に５㎏容器を設置し、コンロと接続できるようにした。その後の調査
で、供給管内に異物が詰まっていたため、メータを取り外し、10㎏容器を低圧
ホースで配管に接続して（質量販売）、末端ガス栓を閉止した。　なお、当該
末端ガス栓にはゴム管が接続されていたが燃焼器具は接続されていなかった。
事故当日、利用者がお湯を沸かそうと10㎏容器の容器バルブを開け、末端ガス
栓を開けたところ、ゴム管からガスが漏えいし、コンロの点火操作を行った
際、爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 佐々木商店

2000/9/2 宮崎 西都市 漏えい着火 0 0 1

当事者宅で友人が調理を始めたところ、15分後にシステムキッチン内部（コン
ロの下部）で爆発が起きて、扉が開き、脚を火傷したもの。なお、コンロの下
部のシステムキッチン内にある低圧ホースと低圧ホースの接続部からガスが漏
えいしていた。

低圧ホース 不明 不明 LP 安藤商店

2000/9/7 愛知 豊田市 不完全燃焼 0 4 0
強制排気式給湯器を使用した際、排気筒が外れ、住居内に排ガスが流入したこ
とによるＣＯ中毒。 大型湯沸器(FE式) リンナイ RFS-1605PBW TG 東邦ガス株式会社

2000/9/8 宮崎 日向市 酸欠・その他 0 0 1

14時頃から当事者が部屋を締め切った状態でタコを湯がいていた。作業中、頭
が重いと感じていたが、風邪と思い作業を続けていた。17時36分頃、コンロの
火が自然に消えたためガス切れと思い容器バルブを閉めようとしたが、体が重
くなり気分が悪くなった。その後、客の対応をしていたが、気が遠くなり倒れ
たもの。

コンロ 不明 不明 LP 有限会社久世燃料店

2000/9/13 栃木 塩谷町 不完全燃焼 1 0 0

消費者が倒れているところを発見され、病院に搬送したが死亡したもの。病院
の診断によりＣＯ中毒と診断された。現場使用されていた排気筒の中部が鳥の
巣のようなもので詰まっていた。

排気筒
大型湯沸器(CF式)

パロマ PH-12 LP 塩谷商事株式会社

2000/9/22 島根 出雲市 漏えい着火 0 0 0

お湯を沸かすためコンロに点火したところ、２口末端ガス栓の未使用側を誤っ
て開けてしまったため、漏えいしていたガスに引火したもの。なお、当該末端
ガス栓にはキャップがされていたが末端ガス栓用のものではなく（キャップは
消費者が設置）、密着してなかったためガスが漏えいした。また、漏えい流量
が微量であったためヒューズが作動しなかったものと推定される。

末端ガス栓 不明 不明 LP 瀧川産業株式会社

2000/10/11 秋田 秋田市 ガス中毒 1 0 0
自殺による巻き添え事故。

ガス栓 不明 不明 TG 秋田市

2000/10/25 静岡 三島市 漏えい着火 0 0 1

当事者がコンロを修理するため、末端ガス栓から取り外して作業していた。休
憩のため少し眠り、15時５分頃、目が覚め、たばこを吸おうとライターに点火
したところ、爆発したもの。末端ガス栓が少し開いていたため、ガスが漏えい
した可能性もあるが、詳細については不明である。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社ザ・トーカイ

2000/10/28 山形 長井市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜に点火しようとしたが点火できなかった。その後供給設備の中間バルブ
が閉めてあるのに気が付き、開栓後、コンロでガスが使用できるのを確認した
後、再度風呂釜に点火を５回程、試みたとき、爆発した。

大型湯沸器
(風呂用)

パロマ
24号自動排気付
(製造年:1984年4月)

LP 山田商店

2000/11/2 長野 木曽福島町 漏えい着火 0 0 1

当事者が風呂釜の点火操作を繰り返していたところ、爆発したもの。なお、当
該風呂釜の点火ノブが劣化により、点火操作の際に回す側と反対側にも回る
等、不具合となっており、ガスが出る状態となっていた。また、当該消費者
は、３日以降に入居の予定であったが、予定より早く入居し、販売事業者へ連
絡せず、自ら開栓しガスを使用していた。

風呂釜
(CF式)

ヤマハ 不明 LP 重野ＬＰガス株式会社

2000/11/14 高知 南国市 漏えい着火 0 0 1

２口コンロの右側が点火不良となったため、修理を依頼し、事故当日13時30分
から15時まで、修理作業を行っていた。その際、器具内のガスパイプを設置す
る時、パッキンが不完全なまま設置してしまったため、そこからガスが漏えい
し、コンロ内に滞留した。19時30分頃、当事者がコンロに点火したところ引
火、爆発したもの。なお、修理後に漏えい試験を行った際は、異常は発見でき
なかった。

コンロ 不明 RSK-30JVF1S LP 高野燃料店

2000/11/19 愛知 豊橋市 漏えい着火 1 0 0
コンロの使用中に衣服に着火しての死亡事故。

コンロ パロマ
PA-2CH
製造年:1994年

TG 中部ガス株式会社

2000/11/28 静岡 伊東市 漏えい着火 0 0 10
従業員がガス臭を感じたため、窓を開けて換気をした後、お湯を沸かすためコ
ンロに点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発したもの。 不明 不明 不明 LP

伊豆パークウェイサービス株式会
社

2000/12/2 東京 板橋区 漏えい着火 0 0 2
開放式ガスストーブの接続外れ、ガスが漏出したばこを吸おうとした火が着火
源となって爆発したもの。 ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2000/12/5 東京 葛飾区 漏えい着火 0 0 1
小型湯沸器接続の青ゴム管の接続不良により漏れたガスに蛍光灯が着火源と
なって爆発したもの。 ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2000/12/6 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1
ガスファンヒーターの接続不良により漏洩したガスに引火し爆発したもの。

ゴム管 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

2000/12/9 京都 加茂町 漏えい着火 0 0 1

消費者が部屋の清掃を行おうとファンヒーターを移動した際、ファンヒーター
に接続されていたゴム管が外れたため、ガスが漏えいし、消費者がそれに気づ
かずにファンヒーターに点火したため、引火したもの。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社井筒屋商店

2000/12/11 東京 江戸川区 漏えい着火 0 0 1

消費者が食事の準備のため１口コンロに点火し、２時間ほど隣の部屋で本を読
んでいた。その後、戻ったところ火が消えていたので、再度、点火したところ
爆発したもの。なお、コンロには立消え安全装置がついていたが、事故となっ
た原因は不明。

コンロ 不明 RTS-1N LP 株式会社塩野商店

2000/12/12 鹿児島 鹿児島市 ガス中毒 0 1 0
コンロの点火ミスにより生ガスが漏出し中毒に至ったもの。

コンロ ナショナル
GT-3A2L
製造年:1985年

TG 日本ガス株式会社
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2000/12/17 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0

当事者の妻が入浴中に気分が悪くなり、救急車で病院に搬送された。その後、
長女も入浴したところ同様に気分が悪くなり病院に搬送され、２名ともＣＯ中
毒と診断された。湯沸器の排気筒は屋外へ出しておらず、排気筒の先端をレン
ジフードに接続しており、また、レンジフードの排気管は、浴室の換気口と通
じていた。事故当日は、レンジフードの排気管トップに設置されているファン
が故障で動かなかっため、燃焼排ガスが浴室内に流入したためＣＯ中毒となっ
た。

排気筒
(大型湯沸器：FE式)

パロマ PH-81M LP カクイ共和産業株式会社

2000/12/17 岐阜 関市 漏えい着火 0 0 1
風呂釜を点火したが、火が消えたので再点火したところ突然爆発したもの。

風呂釜(BF式) ガスター
BF-ERS
製造年:1994年4月

LP 岐阜液化燃料株式会社

2000/12/18 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0

次女が湯沸器を使用して入浴していたところ気分が悪くなり嘔吐したため、母
親と三女が介抱し、片づけをしていたところ、同様に気分が悪くなり、救急車
で病院に搬送され、３名ともＣＯ中毒と診断された。なお、事故後、調査した
ところ天井裏に設置されていた亜鉛引き鉄板製(スパイラル官)の排気筒に腐食
による穴が見つかった。また、他の部屋の灯油式ＦＦ式ストーブの排気筒も外
れておりそこからも排気が漏れていた。

排気筒
(大型湯沸器：FE式)

パロマ PH-1600CMF LP 冨士油業株式会社

2000/12/30 大阪 和泉市 漏えい着火 1 0 0
台所に設置されているコンロが点火しないため、コンロから容器を外して操作
しているに時に爆発したもの。 不明 不明 不明 LP 藤原喬

2001/1/3 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 1

コンロに点火したが着火を確認せず、その場を離れた。10数分後、戻ってみた
ところ、火がついていなかったため、再度、添加したところ漏洩していたガス
に引火、爆発したもの。

コンロ 不明 不明 LP 関西プロパン株式会社

2001/1/4 東京 新宿区 不完全燃焼 2 0 0

台所に設置されているＦＥ式湯沸器の電源コンセントが外れていたため排気ガ
スが室内に滞留して不完全燃焼を起こしＣＯ中毒死にいたったもの。平成１８
年８月の製品安全総点検において、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-131F
製造年:1982年4月

TG 東京ガス株式会社

2001/1/8 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0

入浴した者が具合が悪くなり、ガス漏れ警報器も鳴ったため、販売事業者に連
絡。室内で家族3人が倒れているのを発見し、病院に搬送。事故後、天井裏に
設置されていたＦＥ式湯沸器の排気筒（亜鉛引き鉄板製スパイラル管）が腐食
により穴が開いているのが発見。ＣＯ濃度は天井裏で500ppmあった。

排気筒
(大型湯沸器：FE式)

リンナイ RUA-16WFO LP 小野寺燃料株式会社

2001/1/14 千葉 市原市 漏えい着火 0 0 0
ふろを沸かしているのを忘れていたため、空だき状態となり出火したもの。

風呂釜(バーナー、CF式) 世田谷製作所 TA-205 LP 三和ガス興業

2001/1/15 新潟 長岡市 不完全燃焼 0 2 0
排気フードに取り付けられた防火ダンパーが閉状態となっている排気フード下
部のコンロを使用したため排ガス中毒に至ったもの。 コンロ 不明 不明 TG 北陸ガス株式会社

2001/1/16 岐阜 可児市 漏えい着火 0 0 6
何らかの原因により漏えいしていたガスに引火、爆発したもの。コンロからガ
スが漏えいしたと推定されるが、ガス漏れ原因等詳細は不明である。 コンロ 不明 RTS-4000 LP 合名会社丸愛広見家具店

2001/1/20 新潟 新井市 漏えい着火 0 0 2

作業小屋１階で何らかの原因により漏えいしたガスに引火したため出火し、そ
の後、作業小屋と住宅の間に設置されていた容器が加熱され安全弁が作動した
ため、火勢が強まり、当該住宅が全焼したもの。事故によりマイコンメータＳ
が焼失したため作動状況については不明である。

不明 不明 不明 LP 株式会社リビック新潟

2001/1/26 新潟 新潟市 不完全燃焼 0 2 0
不燃防無しの小型湯沸器を換気しないまま長時間使用したことにより機器が不
完全燃焼し排ガス中毒に至ったもの。 小型湯沸器 不明 不明 TG 北陸ガス株式会社

2001/2/1 鳥取 鳥取市 不完全燃焼 0 2 0
換気扇を使用せず大型湯沸器を使用したため不完全燃焼を起こしてＣＯが発生
し排ガス中毒にいたったもの。 大型湯沸器(CF式) 不明 不明 TG 鳥取ガス株式会社

2001/2/16 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0
供給ガスと異なる仕様の湯沸器を自分で設置したため不完全燃焼を起こしてＣ
Ｏが発生し排ガス中毒に至ったもの。 小型湯沸器 ハーマン YR526K TG 北海道ガス株式会社

2001/2/20 愛知 名古屋市 漏えい着火 1 0 0
コンロを使用していて調理中に衣服に着火したもの。

コンロ 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

2001/2/21 広島 大竹市 不完全燃焼 0 3 0

美容院内に設置していた瞬間湯沸器（ＦＥ式）が、給気口の目詰まりのため給
気不足となり不完全燃焼状態となった。天井裏に設置されている排気筒にズレ
があったため、そこから燃焼排ガスが漏れて店内に流入し、店員３名がＣＯ中
毒となった。

大型湯沸器(FE式) 高木産業 TP-GB300QK LP 正木商事株式会社

2001/2/24 兵庫 神戸市 不完全燃焼 0 1 0
金網部の劣化した金網ストーブを換気せずに使用したためＣＯ中毒に至ったも
の。 ストーブ 多田金属工業

LS303A
製造年:1981年

TG 大阪ガス株式会社

2001/3/9 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

ふろを沸かそうと風呂釜に点火したが、しばらくして異変を感じてふろ場に
行ったところ、浴槽から火が出ているのを発見した。事故後に調査したとこ
ろ、風呂釜の空だきと推定された。

風呂釜 不明 不明 LP 東豊産業株式会社

2001/3/18 山梨 敷島町 不完全燃焼 0 4 0

開放式湯沸器（5号）のフィンにカーボンが付着し、目詰まりによる燃焼不良
のため、不完全燃焼となり、ＣＯ中毒となったもの。なお、事故後の再現実験
でも高濃度（測定レンジオーバー）のＣＯが検出された。また、フィンの下部
は、熱によって変色していた。

小型湯沸器 松下 不明 LP 中巨摩東部農業協同組合

2001/3/21 山口 下関市 ガス中毒 1 0 0
二口ガス栓よりゴムホースが外れたことによる生ガス中毒死。

ガス栓 不明 不明 TG 山口合同ガス株式会社

2001/3/25 福岡 稲波町 漏えい着火 0 0 1

末端ガス栓から漏えいしたガスに引火、爆発したもの。事故後、２口末端ガス
栓の片方は２口コンロと接続されていたが、もう片方は器具が接続されておら
ず未接続の状態であった（通常は１口コンロと接続）。接続されていたゴム管
が何らかの原因により接続不良状態又は外れた状態となっていたため、末端ガ
ス栓を誤開放したときにガスが漏えいしたものと推定される｡

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社大路商会
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2001/3/30 広島 広島市 不完全燃焼 0 1 0
不燃防なしの小型湯沸器の防熱フードがフィンのうえにかぶさり排気不良を起
こした結果、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒となった。 小型湯沸器 パロマ

PH-5-2AB
製造年:1978年

TG 広島ガス株式会社

2001/4/5 北海道 滝川市 漏えい着火 0 0 1

当事者がたばこを吸おうとしてライターに点火したところ漏えいしていたガス
に引火、爆発したもの。なお、事故後の調査で未使用の末端ガス栓が半開の状
態であるのが発見された。消費者に確認したところ、厳寒期は水道が凍ってし
まうため、毎晩水道を落としていたが、その作業を行う付近にガス漏れ警報器
の電源があったのでその際にさわってしまい抜けたものと推定される。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社ドウネン

2001/4/12 長野 飯田市 不完全燃焼 0 5 0
屋上排気ファン付近の防火ダンパーの温度ヒューズが劣化等で脱落し、閉止状
態となっていたため、回転釜が不完全燃焼をおこしＣＯ中毒となった。 業務用回転釜 アイホウ

KGSD-2-30
製造年:1991年

TG 信州ガス株式会社

2001/4/21 北海道 旭川市 不完全燃焼 1 0 0
味噌汁をかけたまま寝込んだため　　原因不明　　死因は一酸化炭素中毒。

コンロ 不明 不明 TG 旭川ガス株式会社

2001/4/26 岡山 岡山市 不完全燃焼 0 1 0
換気扇を使用せずコンロを使用したため不完全燃焼となり排ガス中毒にいたっ
たもの。 コンロ 不明

PA-10H
製造年:1991年

TG 岡山ガス株式会社

2001/4/28 埼玉 八潮市 不完全燃焼 0 4 0

開放式湯沸器から風呂へ長時間給湯を行ったため、換気不良から不完全燃焼と
なりＣＯ中毒。事故後、ＣＯ濃度測定を行ったところ、83ppmを検出。ガス料
金滞納のため、風呂釜の故障について販売事業者へ連絡せず。なお、当該湯沸
器には不完全燃焼防止装置付きだが作動状況については不明。

小型湯沸器 リンナイ RUS-5AV LP 株式会社とよだや商店

2001/5/1 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 0
テーブルコンロのゴム管を外し故意にガスを放出させ爆発したもの。

ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2001/5/10 茨城 伊奈町 漏えい着火 0 0 5

製茶体験学習中、焙炉４台にコンロを入れ、蒸した茶を乗せ始めたところ、ガ
ス臭がしたため教諭が確認したところ、１台のコンロの火が消えていたためガ
ス栓を閉止した。その後、別の教諭がライターでコンロに火をつけようとした
ところ、焙炉の中に滞留していたガスに引火した。

コンロ 不明 不明 LP 有限会社角正商店

2001/5/13 熊本 矢部町 漏えい着火 0 0 0

ふろを沸かそうと風呂釜に点火した。しかし、浴槽に水が入っていなかったた
め、空だき状態となり30分後に出火したもの。なお、通常は、当事者の子供が
夕方までに浴槽内に水を入れていたため、当日も浴槽内に水が入っていると思
い、確認をしないまま風呂釜に点火していた。

風呂釜 不明 不明 LP 田上商店

2001/5/15 大阪 河内長野市 漏えい着火 0 0 1

消費者が１口コンロ（回転釜）に点火したが、実際は点火していなかった。そ
の後、火がついていないことに気が付き、再度、点火したところ、漏えいして
いたガスに引火、爆発したもの。

コンロ
(回転釜)

不明 MA70R1 LP 西端商店

2001/5/20 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 0
風呂釜内部に溜まった生ガスが爆発したもの。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GNQ-5
製造年:1984年

TG 北海道ガス株式会社

2001/6/5 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 0
グリルを再点火した際、グリル内に残っていた生ガスに引火して爆発したも
の。 コンロ パロマ

DACL-90FS
製造年:1996年3月

LP
北海道エア・ウォーター販売株式
会社

2001/6/14 三重 桑名市 漏えい着火 0 0 1

当該消費者宅で、ガス爆発が発生したもの。事故後の調査で、２口末端ガス栓
から一方はコンロ、他方は湯沸器に接続されており、ガス栓の状態は、コンロ
側が「閉」で湯沸器側が「開」の状態であったが、ガス漏れ原因等詳細につい
ては不明である。湯沸器及びコンロに立消え安全装置は設置されており、確認
したところ正常に作動した。また、ガス漏れ警報器が設置されていたが、コン
セントが外れていた。

不明 不明 不明 LP ワタナベ商事株式会社

2001/6/16 茨城 水戸市 漏えい着火 0 0 1

文化祭の模擬店に出すカレーライスのご飯を炊くため、合宿所の厨房に設置さ
れている炊飯器に点火しようとしたところ、なかなか火が着かなかったため、
点火動作を繰り返し行っていたところ、その間に漏えいしていたガスに引火し
たもの。

炊飯器 リンナイ 55号 LP 帝石プロパン株式会社

2001/6/27 新潟 燕市 漏えい着火 0 0 0
二口コンロの器具栓を回し、点火したつもりが点火せず漏れた生ガスに何らか
の火が引火、爆発したもの。 コンロ 不明 不明 TG 燕市

2001/7/3 山口 山口市 漏えい着火 0 0 1

消費者が風呂釜に点火し、約5分後に見に行ったところ、火が消えていたた
め、再点火した際に、漏えいしていたガスに引火、爆発したもの。なお、当該
風呂釜は、前日にも立消えをしていたが再点火をしたところ異常はなかった。

風呂釜
(BF式)

松下 GF-70B2 LP 株式会社三友

2001/7/14 徳島 徳島市 不完全燃焼 0 1 0

浴室のドアを開けた際に気分が悪くなり、病院に搬送。ＣＯ中毒と診断。当該
ＣＦ式湯沸器は階段の踊り場に設置され、共同住宅のダクトの中に排気。屋上
に排気口があったが、塞がれていたため、排気不良となり、不完全燃焼を起こ
しＣＯが発生。ダクト上部にある隙間からＣＯがパイプ抗の中を流れ、浴室の
パイプ抗側に設置されているガランから浴室に流入したと推定。

排気ダクト
(大型湯沸器：CF式)

リンナイ
RUF-16WFO
(製造年:1989年8月)

LP 宮崎商事株式会社

2001/7/24 大阪 大阪市 不完全燃焼 0 2 0
不完全燃焼していた屋外設置ガス風呂釜の排ガスが、浴室の窓より浴室内に侵
入していたことによるＣＯ中毒。 風呂釜(CF式)

大阪ガス
（柳沢製作所製）

1031-0023
製造年:1983年

TG 大阪ガス株式会社

2001/7/30 京都 久御山町 漏えい着火 0 0 0

妻が炊飯器に点火した後、すだれを直していたときに台所で突然音がして、出
火した。夫が気がついたが、火の周りが早かったため建物は全焼した。消防署
の調査では、炊飯器に接続されていたゴム管の燃焼が、激しく、この付近が火
元と推定されたが詳細については不明であった。なお、炊飯器は20年以上前に
製造されたものであった。

炊飯器
ゴム管

不明 不明 LP 有限会社久保田燃料店

2001/8/22 大阪 阪南市 不完全燃焼 0 4 0

機械室内に設置したガス吸収式冷温水機の空気フィルターに糸くずがつまり吸
気不足による不完全燃焼が発生。その排気が作業室内の冷風吹き出し口から侵
入してＣＯ中毒となった。

ガス吸収式冷温水機 三洋電機空調
TSA-BUW-210AG
製造年:1984年4月

TG 大阪ガス株式会社
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2001/8/31 新潟 糸魚川市 漏えい着火 0 0 3

祭りの屋台でラーメンを販売するため、従事者がお湯を沸かしており、8kg容
器接続の２口末端ガス栓を開放した際、一方の末端ガス栓のゴム管には燃焼機
器等がなかったためガスが漏えいし、爆発した。従業員がすぐに元栓を閉止し
たため大きな爆発にはならず建物の損傷はなかったが近くにいた３人が火傷を
負った。なお、消費者（容器と供給設備のセットを２セット頼んだ）と販売事
業者（容器１本と２口の供給設備を頼まれた）の意見にくい違いがあり、ま
た、実際の使用者に設備の状況の周知がなされていなかった。

ゴム管 不明 不明 LP 横川商店

2001/9/1 三重 一志町 漏えい着火 0 0 1

友人宅を訪れた、消費者が風呂の準備を行うために、風呂場で風呂釜の着火操
作を行った。この際すぐには点火せず、点火操作を繰り返したところ、漏えい
したガスに引火し、両手、顔及び左足に全治14日の火傷を負った。

風呂釜(BF式) リンナイ RBF75-W LP 朝日ガス株式会社

2001/9/2 北海道 弟子屈町 漏えい着火 0 0 1

消費者が準備小屋（レストランに隣接した別棟プレハブ）において、容器に接
続された鋳物コンロでお湯を沸かそうと、容器バルブを開けたが、すぐに点火
せず、他の作業を行った後で鋳物コンロに点火したため、その間に漏れていた
ガスに引火、本人が顔面と両手に火傷を負った。

コンロ 不明 不明 LP 有限会社そうご燃料

2001/9/30 宮城 仙台市 不完全燃焼 0 3 0
パン焼き器を使用中に一酸化炭素中毒により３名が倒れたが、その後、ガス漏
れ、ＣＯ濃度、排気ガス調査を実施したが異常値が確認できなかった。 業務用パン焼き器 不明 不明 TG 仙台市

2001/10/19 和歌山 白浜町 漏えい着火 0 0 1
昼食のため、コンロを点火したところ爆発した。隣宅の娘婿が爆音を聞き駆け
つけたところ、顔面両手に火傷を負っていたため病院に連れて行った。 不明 不明 不明 LP 有限会社丸高百貨店

2001/11/9 東京 青梅市 不完全燃焼 0 2 0

共同住宅の３階の住民２名が異臭を感じ気分が悪くなり、病院に搬送。診断結
果、軽いＣＯ中毒。調査の結果１階給湯器（屋外設置型）が不完全燃焼を起こ
し、その排気が当該共同住宅の３階に滞留した。

大型湯沸器(RF式) ノーリツ GQ-162WS LP 株式会社ザ・トーカイ

2001/11/12 神奈川 鎌倉市 漏えい着火 0 0 2
プラグの差し込みが不足していたために、隙間から漏れたガスに何らかの火が
着火したと推定される。 ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2001/11/26 山口 光市 漏えい着火 0 0 1

消費者が使用中のガスストーブを隣室の洗面所へ移動して暖房しようとした。
移動の後3，4分して火が消えているのに気づき点火スイッチをひねったとこ
ろ、漏えいしていたガスに引火し爆発火災となった。火災は、ぼや程度で消火
することができた。

ストーブ 不明 R-811P-401 LP 高山石油ガス株式会社

2001/12/2 沖縄 那覇市 不完全燃焼 0 5 0
開放型湯沸器を換気をせずに使用したため、不完全燃焼となり排ガス中毒と
なった。 小型湯沸器 パロマ PH-5号 TG 沖縄ガス株式会社

2001/12/12 宮城 仙台市 不完全燃焼 0 2 0
隣接している飲食店の給湯器の排気筒が天井を横断しており、その排気が腐食
し、穴があいて、そこから排気が漏れて中毒となった。 大型湯沸器(FE式) 高木産業

TP-WQ204E-1
製造年:2000年12月

TG 仙台市

2001/12/23 茨城 水戸市 酸欠・その他 0 0 17

飲食店の厨房で燃焼器具を使用して作業をしていたところ、従業員17人が体調
を不良を訴えたため、病院に搬送された。事故後の調査で給気口（ドアの通気
口）を段ボールで塞いでしまっていたため給気不足の状態となっており、その
状態で燃焼器具を使用したため酸欠状態となったものと判明した。なお、現場
検証の結果、酸素濃度が17.5％まで低下していたことが確認された。

不明 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

2002/1/7 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1

台所付近で何らかの原因により、爆発が起き、室内は半壊となり、消費者が火
傷を負った。火災は発生しなかった。なお２，３日前に消費者がゴム管を交換
している。

ゴム管 不明 不明 LP 名古屋プロパンガス株式会社

2002/1/8 京都 京都市 不完全燃焼 1 0 0

給湯器の排気筒が住宅の浴室天井裏を経由して取り付けられ、排気筒の外壁貫
通部付近に防火ダンパーがあり、その防火ダンパーが何らかの理由により作動
し閉塞状態となり、COを含む排気ガスが排気筒接合部の隙間などから室内に漏
出してCO中毒になったものと推定される。

大型湯沸器(FE式) ノーリツ
GQ-163WS-B
製造年:1992年

TG 大阪ガス株式会社

2002/1/10 北海道 岩見沢市 漏えい着火 0 0 0

アパート１階の消費者宅の台所付近に設置していたガス漏れ警報器が鳴り、入
居者が台所に行ったところ、既に煙が出ていたため消防に連絡した。ゴム管に
ネズミ等の小動物の噛み跡があったことからここから漏えいが起こったものと
推定される。

ゴム管 不明 不明 LP 岩見沢ガス株式会社

2002/1/10 千葉 八千代市 漏えい着火 0 0 1
自殺による巻き添え事故。

ガス栓 不明 不明 TG 大多喜ガス株式会社

2002/1/11 岐阜 多治見市 不完全燃焼 0 4 0

ＣＦ式風呂釜に点火後、家族４人が居間でぐったりしていた。風呂釜の排気筒
が屋内の部分で外れ、そのため不完全燃焼が起こったものと推定。なお、供給
開始時点検の際、販売事業者は消費者に対して排気筒の取付不良を指摘した
が、そのままになり、この間何度も排気筒が外れることがあったが、消費者が
その度直していた。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 不明 LP 犬飼産業株式会社

2002/1/11 東京 小平市 不完全燃焼 0 2 0

入浴中に倒れたもの。被害者宅の２階テラス部には屋外式湯沸器が置かれてい
たが、その後テラス部をガラス戸で囲い外気を遮っていたため、湯沸器の排気
ガスが浴室に流入しやすい構造となっていた。バーナーの目詰まりによる不完
全燃焼が重なって事故が発生した。

大型湯沸器(屋外式) ノーリツ GT161R LP 東京油化株式会社

2002/1/12 新潟 白根市 不完全燃焼 0 3 0

CF式大型湯沸器の排気筒の設備不良により、不完全燃焼を起こし、その排気が
室内に充満して軽度のCO中毒となった。換気設備はあったが、作動していたか
どうかは不明。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-81M
製造年:1999年6月

TG 白根市
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2002/1/19 富山 新湊市 漏えい着火 0 0 0

家人が留守中に火災となり、帰宅した家人が室内に煙が充満していたため消防
に連絡をした。台所には湯沸器とコンロがあったが、湯沸器はガス漏れがな
く、マイコンメーターでガスが遮断され、天ぷら鍋の油がないことから、天ぷ
ら火災の可能性が高い。

コンロ 高木産業 TP-R552A LP 油谷燃料店

2002/1/23 長崎 外海町 不完全燃焼 1 1 0

被害者宅から煙が出ているのを発見。部屋では２人が床に倒れ一人死亡、一人
重体。事故調査で湯沸器のフィンにすすや汚れが著しく付着していたことか
ら、排気不良・不完全燃焼を起こしたものと推定。当該湯沸器は、消費者自ら
設置したもので、不完全燃焼防止装置がついていなかった。

小型湯沸器 パロマ PH4号2F-1 LP 有限会社丸木ストアー

2002/2/3 北海道 旭川市 不完全燃焼 0 5 0

夜中にストーブを点火し、10分位確認した後そのまま就寝。３時間後、家族全
員がＣＯ中毒。ストーブは昭和63年に設置されたもので、点火プラグも老朽化
が進み、着火まで時間がかかり、その間にガスが滞留。事故前日にストーブが
ボーンという音をたてたことが確認されており、その際排気筒のメクラキャッ
プが外れたと推定される。

ストーブ
(ＦＦ式)

サンヨー CFB61GI LP 株式会社キョクネン

2002/2/5 千葉 市川市 不完全燃焼 1 0 0

当該建物共用階段の壁に設置されていた給湯器が不完全燃焼を起こし、CO中毒
になったもの。玄関ドアーか換気扇の隙間から排気ガスが進入したものと推定
される。

大型湯沸器(RF式) 松下電器産業
GW-11TD(G)
製造年:1986年9月

TG 京葉ガス株式会社

2002/2/19 岡山 建部町 不完全燃焼 0 2 0

集会所で、女性２人が開放式湯沸器を使用していたところ、気分が悪くなり倒
れた。事故当日は寒かったため、窓を閉め切り、換気扇を作動させずに使用し
ていたため、不完全燃焼を起こしたものと推定。湯沸器の検査結果では異常な
かった。

小型湯沸器 パロマ PH5-3A LP みつ農業協同組合

2002/2/24 香川 飯山町 漏えい着火 0 0 1

被害者が誤って、二口末端ガス栓の普段使用しておらず、燃焼器に接続されて
いない側を開け、ガスが漏えいした。しばらくしてコンロに接続されている側
の末端ガス栓を開け、コンロに点火をしようとしたところ、滞留しているガス
に引火し爆発・出火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP 三木石油店

2002/2/27 山梨 田富町 漏えい着火 0 0 1
洗浄用ボイラー交換工事予定が延期になり、連絡ミスで従業員が機器が接続さ
れていないガス栓を開放し、何らかの火に引火し火傷を負ったもの。 ガス栓 不明 不明 LP 株式会社ミツウロコ

2002/3/2 山口 長門市 漏えい着火 0 0 1

消火状態のガスファンヒーターを移動した際、ゴム管の接続不良により、接続
口からガスが漏れた。妻が戸を開けて台所から洋室に入ったところ、台所で使
用中のガスストーブに漏れたガスが引火し、爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 長門プロパン

2002/3/4 山口 宇部市 漏えい着火 0 0 1

お好み焼きを焼いていた客が、鉄板用パイプバーナーが立消えしているのに気
付き、のぞき込むような姿勢で再点火したところ、漏えいしていたガスに引火
し爆発した。なお、当該燃焼器は客室の畳の上に配置されたゴム管によってつ
ながれており、当該ゴム管を踏んだことにより立消えを起こしたものと推測さ
れる。

ゴム管 不明 不明 LP 日興石油株式会社

2002/3/6 愛知 西春町 不完全燃焼 0 2 0

強制排気式給湯器の排気筒が当該室の天井裏を経由して取り付けられていた
が、天井裏において何らかの原因により外れ、機器使用中に不完全燃焼による
排ガスが当該室に流入し、当該室にいた2名がCO中毒となった。

大型湯沸器(FE式) リンナイ RUX-2010WF-E TG 東邦ガス株式会社

2002/3/17 茨城 猿島町 漏えい着火 0 0 0

飲食店で、20:30頃閉店し従業員は全員帰宅した。翌日、0:15頃、ドカンとい
う音とともに出火し、店舗が全焼した。消防、警察の調べによると大型鋳物コ
ンロのゴム管の接続不良により、漏えいしたものと推定される。また、店舗内
にある防虫機周辺の損傷が大きいことから、これが着火源であると推定され
る。なお、バルク貯槽に設置されているバルブが少し開いていた。

ゴム管 不明 不明 LP 田邊工業株式会社

2002/3/25 岡山 岡山市 漏えい着火 0 1 0

被害者が鍋に水を入れ、コンロに点火。数分後、台所へ行き、ライターにより
煙草に火を着けようとしたところ漏れていたガスに引火、火災となった。コン
ロには立消え安全装置が付いており、燃焼口からのガス漏えいの可能性は低
い。末端ガス栓とゴム管の接続部がホースバンドで留まっていなかったこと、
ゴム管の長さが短いこと、事故後末端ガス栓とゴム管が外れていたこと等か
ら、ゴム管の接続不良によりガスが漏えいしたものと推定される。なお、コン
ロの取付は被害者本人が行っていた。

ゴム管
コンロ

リンナイ RTS-320GFL LP 大和マルヰガス株式会社

2002/3/26 愛知 名古屋市 不完全燃焼 0 2 0
台所に設置のCF式ガス風呂釜の排気筒が何らかの原因により外れ当該機器使用
に伴う排ガスが住居内に流出しCO中毒となった。 風呂釜(CF式) 長府製作所 CH-GF-2DN TG 東邦ガス株式会社

2002/4/1 北海道 函館市 漏えい着火 0 0 1

小型湯沸器からの湯を洗濯機に入れ、湯を止めてから6～10分後に爆発した模
様。事業者の調査では内管及び供給管に漏洩はなく、小型湯沸器にも異常は見
られなかった。原因が特定できず、小型湯沸器は警察の科捜研で鑑定の予定。
また、周辺でのメタン等可燃性ガスも検出されなかった。

不明 不明 不明 TG 北海道ガス株式会社

2002/4/6 東京 板橋区 漏えい着火 0 0 1
ガラス溶融炉用のバーナー配管からガスが漏れ、何らかの原因により作業員が
火傷を負った。また天井の一部が焼損した。

工業用ガラス溶融炉用の
バーナー配管

不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2002/4/11 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

風呂を沸かすため、チャッカマンを用いバーナーに点火しようとしたが点火せ
ず、漏えいしたガスが滞留した。数秒後、再度点火を試みたところ、滞留して
いたガスに着火、爆発が起こった。被害者は自ら器具栓を閉め、救急車を呼ん
だ。なお、当該風呂釜は安全装置の着いていない旧式のものであった。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 2AP-20 LP セレサ川崎農業協同組合

2002/4/14 東京 杉並区 不完全燃焼 0 2 0
ベランダに設置された熱源機の排気が居室に通じる排気口から進入し、CO中毒
になった。 大型湯沸器(RF式) 松下 AD-205RFA3Z TG 東京ガス株式会社
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2002/4/21 千葉 野田市 漏えい着火 0 0 1

点火装置不良のため、数日前より風呂釜にマッチにより点火を行っていた。事
故当日もマッチにより点火しようとしたところ、バーナーが誤開放しているこ
とに気付かず、漏えいしていたガスに引火、爆発した。なお、販売事業者のそ
の後の調査で器具からの漏えいが認められた。

風呂釜 不明 TA204HA LP 日本ガス株式会社

2002/5/4 栃木 小山市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロ（一口でガス栓を開いてマッチで点火するタイプ）にマッチで点火
しようとしたところ、点火するのに手間取り、漏れていたガスに引火し漏えい
火災となった。当該住宅（12m2 ）は全焼、被害者は火傷を負った。

コンロ 中国工業社 AL-5000 LP 小山農業協同組合

2002/5/4 和歌山 和歌山市 漏えい着火 0 0 0

炊飯器にスイッチを入れたところ、埋め込み型ガス栓より出火し、壁内部と外
部とのとの隙間部分と２階部分が焦げた。事前に棚を動かした際、埋め込みガ
ス栓とのかみ合わせが緩んでおり、少量のガス漏れが発生していたため出火し
たものと推定される。

末端ガス栓
(炊飯器)

不明 PR-05MGT LP 岩本石油株式会社

2002/5/4 広島 広島市 漏えい着火 0 0 0
屋台でコンロを使用していたところ、コンロの火がゴム管に着火し加熱・融解
され、ガスが漏えいし、火災となり屋台のテント２張りが焼失した。

ゴム管
(コンロ)

不明 MBU-R LP 日の丸合同ガス株式会社

2002/5/7 愛知 春日井市 漏えい着火 0 0 1

何らかの原因で火災が発生し、当該宅の住人が火傷を負い病院に搬送された。
事業者の調査ではガス配管に漏洩はなく、使用量に異常は見られず、警察の調
査結果で消費機器に異常がないことも判明しているが、警察・消防が原因を特
定できず調査中。

不明 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

2002/5/9 北海道 釧路市 ガス中毒 1 1 0
調理場のガスコンロの器具栓が誤操作により半開状態となり、生ガスが漏洩
し、CO中毒となったもの。 コンロ 高木産業

TP-RS32
製造年:1986年

TG 釧路ガス株式会社

2002/5/10 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 0

使用中ではないガスコンロの右側スイッチ部分が燃えているのを住人が発見
し、水をかけて消火した。当該コンロは約4～5時間前に、燃えた右側のスイッ
チではない左側のバーナーを使用しており、右側バーナーは点火スイッチの具
合が悪かったので数ヶ月前から使用していなかった模様。原因については、
メーカー等で調査中。

コンロ パロマ
IC-35NWF
製造年:1999年11月

TG 西部ガス株式会社

2002/5/13 広島 尾道市 漏えい着火 0 0 1

社員が蒸し器を使用しようと末端ガス栓と蒸し器のバルブを開いて、約15分
たった後、蒸し器を着火させようとしたが、着火しなかったために、チャッカ
マンによる臨時着火操作を試みたところ爆発した。５月10日に当該飲食店の店
長が、蒸し器の操作研修を実施し、２箇所あるバイパス種火元弁（通常では閉
止）を開き臨時着火操作説明を行っており、その際、バルブを閉め忘れたのが
原因。

蒸し器 不明 MBU-R LP 広島大陽エルピーガス株式会社

2002/5/18 東京 港区 不完全燃焼 0 2 0
10日前に内装工事を行い、外気に面した給気口が塞がれていた。その状態で料
理の仕込みを行い、CO中毒となったもの。 大型湯沸器(CF式) パロマ PH-101M TG 東京ガス株式会社

2002/5/18 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0
麺ゆで器の周囲から溢れた水が、燃焼中のバーナーにかかり、一部が消火し局
所的に滞留したガスが何らかの原因で着火し、火災に至ったもの。 業務用めんゆで器 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2002/5/19 群馬 前橋市 不完全燃焼 3 0 0

被害者の同僚が被害者宅を訪問したところ、親子３人が死亡しているのを発
見。現場検証の結果、風呂釜が壊れていたため、開放式湯沸器にホースを繋い
で風呂に長時間密閉した部屋で給湯し、ＣＯ中毒となったものと判明。発見は
５月２０日。

小型湯沸器 サンヨー CB63S LP 松島ガス株式会社

2002/5/20 群馬 富岡市 漏えい着火 0 0 2

事故当日13:40頃、ビルトインコンロのバーナーの点火が悪かったため、着火
部品を交換し、修理完了後に点火テスト、漏れテストを行った。16:40頃、当
事者が料理を始め、30分程たった後、火を消そうとしたところコンロ内及び戸
棚の下部に滞留していたガスに引火、爆発した。修理の際、点火つまみとバー
ナーとの接続部分のＯリングが取付不良であったためガスが漏れた。

コンロ クリナップ RBQ-30A4S LP 関東プロパンガス株式会社

2002/5/20 埼玉 狭山市 漏えい着火 0 0 1
グリルで魚を焼きながら大バーナーで汁を温めていたところ、グリルから火が
吹きだし火傷を負ったもの。 コンロ パロマ

PA-3000MB
製造年:1993年4月

TG 武州ガス株式会社

2002/5/26 埼玉 加須市 漏えい着火 0 0 2

娘が風呂釜に点火をしようとしたが着火せず、母親を呼び、着火しないことを
告げた。母親はガス臭に気付いたため、窓を開けて換気後、ライターにより着
火をしようとしたところ残留ガスに引火し爆発した。なお、風呂釜は１，２年
前から自動点火しなかった。

風呂釜(バーナー、CF式) 世田谷製作所 TA204 LP 有限会社加須ガス

2002/5/31 青森 五戸町 漏えい着火 0 0 1

当該高校の家庭科実習室において、炊飯実習が行われていた。同校の生徒が、
炊飯器に点火しようと点火操作を繰り返したが、点火せず少し間をおいて再度
点火動作をしたところ、滞留していたガスに着火し、のぞき窓より炎が吹き出
し、顔面と左手の指に火傷を負った。なお、その後の調査で炊飯器とその他の
ガス器具の点検をしたが、点火・燃焼状態共に全く異常のないことが分かっ
た。

炊飯器 パロマ PR-2K LP 角三本店

2002/5/31 滋賀 能登川町 漏えい着火 0 0 0

風呂を沸かしていたところ、中の水が漏れていたため、空焚きとなり、ボヤと
なった。マイコンメータが作動したため、発見時、ガスは止まっていた。風呂
の排水用の栓が閉まっていなかったため、水が出てしまい空焚きとなった。

風呂釜 文化 TA-297 LP 大丸エナウィン株式会社

2002/6/4 埼玉 さいたま市 漏えい着火 0 0 1

風呂を沸かしていたところ、中に水が入っていなかったため、空焚きになり、
火災が発生した。当事者が火災に気付き、消火を試みたところ、顔面熱傷を負
い、救急車で病院に運ばれた。

風呂釜(バーナー、CF式) 世田谷製作所 不明 LP 有限会社和泉屋金物店

2002/6/5 長崎 長崎市 漏えい着火 0 0 0

ガステーブルのグリルを使用中、台所を一時離れ、戻ってみるとグリルの火が
消えシューと音がしていた。再点火したところ点火ツマミ部より引火し、ツマ
ミ部が損壊したもの。

コンロ パロマ
DA-801KF
製造年:1998年2月

LP 長崎エルピーガス協同組合
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2002/6/7 和歌山 和歌山市 不完全燃焼 0 2 0

ベーカリーにおいてパン焼きオーブンを使用していたところ、従業員１名がＣ
Ｏ中毒となり、病院に搬送。その後、別の従業員がＣＯ中毒となり、病院に搬
送。換気扇は回っていたが、パン焼きオーブンは古く、またクーラー使用で窓
を閉め切っていたため、換気不良、不完全燃焼となったものと推定。

パン焼きオーブン 不明 不明 LP 青木商店

2002/6/18 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 1

男性が湯を沸かすため、一口コンロに点火しようとしたが、なかなか点火せ
ず、繰り返し操作を行ったところ、滞留していたガスに着火、爆発し、顔と手
に火傷を負った。

コンロ 松下 GC-25 LP 株式会社西村商店

2002/6/20 大阪 河内長野市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜バーナーのマニホールド底部のホースエンド取付部にアルカリ腐食によ
ると思われる亀裂が発生しており、ここから漏れたガスに何らかの着火源によ
り引火し、風呂釜のバーナーコントロール部及びゴムホースが損傷した。

風呂釜(RF式)

(バーナー)
世田谷製作所
(ふろがま)
オカキン

TA-266 TG 河内長野ガス株式会社

2002/6/20 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 0
ガス栓を開け湯沸器の点火ボタンを押したとき、ガス栓の端子が抜け漏洩した
ガスに引火し洗濯機の電源コードの損傷及び壁を一部焼損した。 ガス栓 不明

不明
製造年:1972年

TG 大阪ガス株式会社

2002/6/23 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 0

男性が２階台所でグリルを使用し、調理後、１階に降りた。しばらくして自動
火災報知器が鳴ったため、２階に戻ったところ、出火に気付き消火器で消火し
た。男性はグリルを消火したと思っていたが、消し忘れていたためグリル内に
たまっていた魚の油などの付着物を加熱した結果発火した。

コンロ リンナイ KGS-4500 LP 有限会社小谷野商店

2002/6/30 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

消費者が入浴中、通行人が屋外式給湯器の上部換気口から火が出ているのを発
見、消防及び上階の住民に連絡した。蛇口を閉止したところ、直ちに給湯器か
ら火は消えた。当該給湯器内のすす詰まりや雨水進入による内部腐食等の複合
要因により、ガスと空気の混合割合が崩れ、熱交換器上部が過熱状態となった
ものと推測される。なお、当該給湯器は設置後13年経過していたが、供給開始
時調査（13年）及び定期消費設備調査（10年）では異常はみらず、また配管の
気密試験を実施したが、漏えい等は発見されなかった。

大型湯沸器(屋外式) ガスター OURB-1600Z LP 横浜液化ガス株式会社

2002/7/8 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

飲食店において、アルバイト店員に対する業務用オーブン付ガスレンジの操作
説明が行われた。その後、アルバイト店員がレンジ正面に置かれていた冷蔵庫
を開け閉めした際、大音響と共に店舗正面側のガラスが破損した。事故後の点
検において、レンジ本体も破損していることがわかった。オーブンの器具栓を
誤って開放状態のまま放置し、ガスが周囲に滞留し、その後冷蔵庫の扉を開い
たときに流出した冷気によってガスが上方に押し上げられる形となり、コンロ
の口火により着火したものと推定される。

レンジ(業務用オーブン付) 谷口工業 S-TGR-120 LP 株式会社エム・ジーコム

2002/7/14 京都 京都市 漏えい着火 0 0 2
無人のドレッシング販売所内で、なんらかの原因で漏えいしたガスに引火、爆
発した。事故原因は不明である。 不明 不明 不明 LP 株式会社小林ガスサービス

2002/7/14 福島 福島市 不完全燃焼 0 5 0

地下1階美容店のFF式ガス湯沸器給排気筒トップを同じく地下1階屋内共用階段
内に設置していたため、排ガスが付近に滞留し、排ガスが給排気トップの給気
側より流入して、不完全燃焼状態となった。その後、共用階段付近に滞留した
排ガスが、共用階段内に設置していた美容店用換気口より店内に流入したた
め、店内にいた従業員全員の気分が悪くなり、病院へ搬送したところ、軽度の
CO中毒と診断された。

大型湯沸器(FF式) ノーリツ
GQ-2416WX-FFA-G
製造年:1999年11月

TG 福島ガス株式会社

2002/7/16 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1

アパート２階の１室から漏えい爆発があり、被害者と周囲の建物３棟等が罹
災。被害者は、ＬＰガステーブル周囲から炎が出ているのを目撃した旨の供述
をしており、残存しているガステーブルに使用していた形跡が認められること
から、燃焼器具付近からの漏えいが推定される。なお、マイコンメータにより
ガスが遮断されたものと思慮される。警報器はマイコンメータ連動型のガス漏
れ警報器が設置されていたがコンセントに差し込まれていなかった。（被害者
はその後死亡）

不明 不明 不明 LP 太平石炭株式会社

2002/7/17 大分 別府市 漏えい着火 0 0 2

当該店舗1Fにおいて、店員が鋳物1口コンロで約40分ほど茹で物をしていたと
ころ、突然小爆発が発生した。原因は、手入れ不良の鋳物1口コンロで茹で物
をするにあたり、点火状態をよく確認せず使用したため、目詰まり等により燃
焼不良となった一部の炎口から生ガスが漏洩し、小爆発に至ったものと推定さ
れる。

コンロ 不明 不明 TG 大分ガス株式会社

2002/7/18 兵庫 芦屋市 漏えい着火 1 0 0

当該建物より「爆発火災」の通報で出動。延焼防止のため引き込み管ガス遮断
装置を閉止。火元住戸で1名死亡、火元住戸が全焼、隣家延焼。事故後の調査
で、2口ガス栓の一方が全開していたこと及びマイコンメーターが安全継続遮
断していたことが確認された。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2002/7/19 神奈川 横浜市 不完全燃焼 0 2 0

ガス臭いとの通報を受け緊急出動したところ、漏洩検査は異常はなかったが、
CF式湯沸器についてはCO検知器が振り切れる状態であった。機器異常として使
用禁止措置を行った。約3ヶ月後、労働監督署から連絡を受け、被害者が病院
に行き、軽度のCO中毒と診断されていたことが判明したもの。ダクト換気ス
イッチを切ったまま不完全燃焼しているCF式湯沸器を使用したため、CO中毒に
至ったものと推測される。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-101M TG 東京ガス株式会社

2002/7/22 東京 北区 漏えい着火 0 0 0

空き室となっていた３階店舗で間取り改造のため、ガス管の一部移動、ガス栓
の取り替え等工事した。当日、湯沸器と金属フレキ管を接続した後、入居する
消費者が来られたので、一緒に燃焼器具の点火テストを行い、一旦、販売店に
戻った。
その後、消費者がコンロを使用していたところ、湯沸器と金属フレキ管の接続
部から接続不良のためガスが漏えいしており、引火したもの。

金属フレキ管 不明 不明 LP 叶谷真下商店
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2002/7/24 北海道 八雲町 漏えい着火 0 0 0

事故当日は４時過ぎから店主が厨房のかまどに火をつけていた。７時頃、火が
消えかけていたため再び点火しようとしたところ、床面に漏えい滞留していた
ガスに引火し、爆発した。後の調査でゴム管がねずみにかじられ、10mm大の穴
があることが判明したが、そこから漏えいが発生したものと推測される。な
お、事故当時警報器のコンセントが抜かれていた。

ゴム管 不明 不明 LP 反田燃料店

2002/7/29 富山 八尾町 漏えい着火 0 0 1

台所で、麺を茹でていたところ、二口末端ガス栓の燃焼器具に接続されていな
い側を誤って開放していたためガスが漏えいし、コンロの火から引火、爆発し
た。

ガス栓 不明 不明 LP あおば農業協同組合

2002/8/13 滋賀 能登川町 漏えい着火 0 0 1

風呂を沸かすため、バーナーに点火しようとしたが点火せず、漏えいしたガス
が滞留した。数秒後、再度点火を試みたところ、滞留していたガスに着火、爆
発が起こった。なお、風呂場の換気は不十分であった。

風呂釜 不明 不明 LP 株式会社タナベエナジー

2002/8/15 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1
当該建物の一室が火災により焼損した。調査したところベランダ側のサッシ及
び窓の破損、飛散を発見したため、爆発と判明したが原因は不明。 不明 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2002/8/25 埼玉 鳩ヶ谷市 漏えい着火 0 0 1

シャワーを浴びるため、浴室に設置されたガス栓を開き、ＢＦ式風呂釜に点火
し、一旦外に出て湯温が上がるのを待った。その後、給湯温度が上がったこと
を確認しに浴室に入ったところ、漏えいしたガスが何らかの火気から引火・爆
発した。その後の調査で、風呂釜の器具栓のねじ接続部分とゴム管連結用金属
製アダプターの溶接線に沿って入った亀裂があり、そこからガスが漏えいして
いた。亀裂が入った原因は不明である。なお、風呂釜（本年３月設置）はゴム
管で接続されておりＬＰ法違反であった。

風呂釜(BF式) 高木産業 GF-650SB LP 日合アセチレン株式会社

2002/8/28 新潟 中里村 不完全燃焼 0 2 0

レストランにおいてゆで麺器を使用していたところ、従業員２名がＣＯ中毒と
なり、病院に搬送。５名の客は無事だった。２台あるフードは作動していた
が、吸気口が小さく、また位置も適正でなかったことから、換気が不足したも
のと推測。

ゆで麺器 マルゼン MRS-173 LP 株式会社カネコ商会

2002/9/6 埼玉 久喜市 漏えい着火 0 0 2

7月31日に当該事務所の炊飯器の入れ替え作業を行った。この際、ガス元弁が
閉止されていたため、漏えい検査を行わなかった。9月6日に試運転を行ったと
ころ、ガスが漏えいし火災となった。工事の際、閉止キャップを付けるのを忘
れていた。

炊飯器 服部工業 LG-606-150S LP 南彩農業協同組合

2002/9/20 埼玉 川越市 漏えい着火 0 0 1
被害者がテーブルコンロでお湯を沸かそうとしたが、酔っていたため寝込んで
しまい、照明をつけようとしたところ爆発し火傷を負ったもの。 コンロ パロマ PA-33MHB TG 武州ガス株式会社

2002/9/25 東京 新宿区 不完全燃焼 1 0 0

BF式風呂釜のバーナー不良により、不完全燃焼を起こしその排気が排気が屋外
から可動ガラリ(開の状態)を通って浴室内に逆流して充満しCO中毒死となっ
た。換気設備はあったが、作動していなかった。

風呂釜(BF式) ガスター
KG-806BFK-FS
製造年:1997年

TG 東京ガス株式会社

2002/10/3 千葉 浦安市 不完全燃焼 1 0 0
CF式湯沸器を排気フードファンを運転せずに使用したため、排気ガスが充満し
てCO中毒死となった。 大型湯沸器(CF式) パロマ PH-161M TG 京葉ガス株式会社

2002/10/3 愛知 木曽川町 漏えい着火 0 0 1

店舗内の業務用フライヤーのメインバーナーに点火しようとしたところ、器具
栓の閉止が抜け落ち、そこから漏れたガスに種火が引火、慌てて消火しようと
した店主が火傷を負った。

業務用フライヤー サミー工業 不明 TG 東邦ガス株式会社

2002/10/26 京都 舞鶴市 漏えい着火 0 0 0

厨房室で使用していた炊飯器の接続部からガスが漏れ、炊飯器の火から引火、
火災となった。火を消し止め、容器バルブを閉めた。なお、当該飲食店では、
２台の炊飯器に常時ゴム管を抜き差しして、交互に使用していたが、事故当日
はゴム管の差し込みが甘く、ガスが漏れたものと推測される。

ゴム管
(炊飯器)

マイベイ PL-4FO LP 株式会社マイベイ

2002/11/9 静岡 伊東市 漏えい着火 0 0 1

被害者がガスストーブを使用しようとゴム管を末端ガス栓に接続し、ガス栓を
開いた。このとき、ゴム管はストーブにつながっておらず、また、ガス栓は
ヒューズガス栓でなかったため、ホースの先より、ガスが漏れた。男は気付か
ず、点火作業を行ったところ、漏れていたガスに引火し、住宅が半焼した。

ガス栓 不明 R6294 LP 株式会社マルヰエナジー

2002/11/21 愛知 豊田市 漏えい着火 0 0 0

男が10kg容器２本を軽自動車に載せ、焼き芋釜を加熱していた。その後、何ら
かの原因で、ゴム管が燃え、溶けてしまったため、ガスが漏えいした。漏れた
ガスは、焼き芋釜の火に着火し、火災となり、軽自動車は全焼した。

ゴム管 不明 不明 LP 三河品川燃料株式会社

2002/11/21 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1

16時頃、設備工事業者が風呂釜の接続方法をゴム管接続から、金属フレキ管接
続に変更する工事を行い、点火試験を行った。この時、金属フレキ管とガス栓
の接続部を十分に締めておらず、ガスが漏えいしていたが、締め付け状態を確
認しなかったため、ガスの漏えいに気付かないまま帰宅した。17:00頃になっ
て、家人が風呂釜に点火しようとしたところ、漏えいしていたガスに着火・爆
発し、家人は火傷を負った。なお、当該設備工事業者は設備士免許の交付を受
けていなかった。

金属フレキ管 不明 不明 LP 株式会社ザ・トーカイ

2002/11/22 広島 広島市 漏えい着火 0 0 1

当該弁当販売店の職員が、業務用オーブンレンジに点火した。15分程した後、
レンジを見ると立ち消えしていたため、再度着火したところ、滞留していたガ
スに引火し、本人は顔に火傷を負った。

オーブン(業務用) マルゼン MGR LP 橋本燃料株式会社

2002/11/23 京都 京都市 不完全燃焼 0 2 0
波板で囲われた換気窓のある室内に設置された屋外設置型給湯器の使用中、不
完全燃焼の排気が浴室用換気扇の隙間より侵入し、CO中毒となった。 大型湯沸器(RF式) パロマ

PH-20CW
製造年:1990年9月

TG 大阪ガス株式会社

2002/11/29 大阪 吹田市 漏えい着火 0 0 1
従業員が、厨房内の業務用コンロに点火用器具で点火しようとした際、何らか
の原因で漏れたガスに着火し、従業員が火傷した。 コンロ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社
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2002/12/2 東京 北区 漏えい着火 0 0 1
立ち消え安全装置付テーブルコンロを点火し、暖を取るため小火にして就寝
し、朝、コンロを点火したところ炎が舞い上がり爆発火災となったもの。 コンロ 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2002/12/4 三重 東員町 不完全燃焼 0 3 0

給湯器が経年劣化等により不完全燃焼をおこし、さらにその給湯器が一部囲わ
れていたことから排気が窓から侵入して洗面所に充満し、CO中毒となったもの
と推定される。

大型湯沸器(RF式) 不明 不明 LP 東邦ｴﾙﾋﾟｰｼﾞｰｱﾝﾄﾞｺｰｸ株式会社

2002/12/10 大阪 池田市 漏えい着火 0 0 0

ビルトインオーブン・コンロのガスコンロをIHコンロに取替時に、他設備業者
がガスコンロ行き機器配管を取り外したまま管末処理をし忘れたため、使用者
がガスオーブンを使用のためにオーブン用のガス栓を開いた際、漏れたガスが
点火スパークにより着火し火災となった。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2002/12/13 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1

ガスコンロで湯を沸かし、火を消そうとガスコンロに近づいたところ、接続具
のホース部から漏れていたガスに引火し、火傷を負った。セーフティー・ホー
ス合成ゴム部をネズミが囓って穴があき、その箇所からガスが漏れた模様。

ゴム管 日本螺旋管製作所 不明 TG 東邦ガス株式会社

2002/12/15 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1

店の従業員が、業務用オーブンを使用するために3個の器具ガス栓を全開にし
てから、オーブンに点火棒で点火しようとしたら小爆発を起こし、従業員が火
傷した。

レンジ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2002/12/18 熊本 松橋町 漏えい着火 0 0 0

溜めてあった風呂の水を、風呂釜の循環パイプの10cm位上まで抜き、蓋をして
風呂釜に点火した。この時、排水栓が完全に閉まっておらず、水が抜けてしま
い、空焚きとなった。21:15頃、風呂場から出火し煙が出ているのに気付き、
消防に連絡した。なお、風呂釜には空焚き安全装置が付いていたが、作動しな
かった。

風呂釜 松下 PF138 LP 有限会社松野屋商店

2002/12/19 東京 杉並区 漏えい着火 0 0 0

消費者がガスファンヒーターを使用していた。末端ガス栓の接続に不備があ
り、ガスが漏えいしていたが気付かず、お湯を沸かそうとして、一口コンロに
点火しようとしたところ、ガスに引火し、台所の上部の一部が焼失した。な
お、ガスファンヒーターと末端ガス栓の接続は消費者が自身で行い長さが不十
分だった。

ゴム管 不明 不明 LP 富士ガス株式会社

2002/12/22 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0
ガス栓パージ孔から漏洩したガスにコンロの火が着火し、キャビネットの一部
が焦げ付いたもの。 ガス栓 東京ガス ULネジコック TG 東京ガス株式会社

2002/12/22 大阪 大阪市 不完全燃焼 0 2 0
屋内に設置された屋外式給湯器により浴槽にお湯張り中、その状況を確認に
行った時にCO中毒で倒れた。 大型湯沸器(RF式) ノーリツ

GQ-1612WE
製造年:1999年10月

TG 大阪ガス株式会社

2003/1/4 北海道 函館市 漏えい着火 0 0 1

当事者宅で爆発が発生したもの。何らかの原因により漏えいしていたガスに台
所の照明スイッチを入れた際に引火、爆発したものを推定されたが詳細につい
ては不明である。なお、ガス漏れ警報器は、現場検証時には損傷し室内の床に
転がっており、コンセントが入っていたか、作動したかは不明である。

不明 不明 不明 LP 渡島ガス株式会社

2003/1/6 長野 諏訪市 漏えい着火 1 0 0

共同住宅の大家が事故発生宅の浴室から煙が出ているのを発見し、消防に通報
した。消火作業後、住人が居間で倒れているのを発見した。風呂釜が空だきと
なり火災が発生した推定され、また、風呂釜には空だき防止装置がついていた
が何らかの原因により作動しなかったものと推定された。

風呂釜 不明 TP-A21BS LP 株式会社岐阜屋

2003/1/7 静岡 島田市 漏えい着火 0 0 0

職員が学校の給湯室付近で爆発音とともに給湯室の扉が開くのを目撃した。給
湯室に駆け付けたところ貯湯式湯沸器のバーナーバルブ付近から火が出ていた
ため、湯沸器が接続されているガス栓を閉め、販売事業者に連絡した。販売事
業者が現場に駆け付けて漏えい検査を行ったが漏れは発見できなかった。湯沸
器の点火用バルブが完全に閉止していなかった可能性もあるが、詳細について
は不明である。

大型湯沸器 千代田鉄工板金 CGSKP-15 LP 高橋産業有限会社

2003/1/8 石川 能都町 漏えい着火 0 0 0

消費者宅で湯沸器に点火したところガス臭がしたため、販売事業者に連絡しよ
うと移動したときに湯沸器付近で爆発が起こったもの。湯沸器から何らかの原
因によりガスが漏えいしていたものと推定されるが詳細は不明である。また、
消費者が点火したときに赤い炎が上がったため一旦湯沸器の器具栓を閉止して
いた。

小型湯沸器 パロマ PH-5QB LP 株式会社上野喜八商店

2003/1/9 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 0

テーブルコンロで湯沸かし中に、コンロ背面から出火し、コンロの一部及びゴ
ム管の一部が焼損した。事業者の調査結果では内管及びテーブルコンロには異
常無く、何らかの原因でゴム管から漏れていたガスにテーブルコンロの火が引
火したものと推定している。

ゴム管 ブリジストン 不明 TG 東邦ガス株式会社

2003/1/17 愛知 東海市 不完全燃焼 0 3 0

不完全燃焼防止装置無し小型湯沸器を換気設備を使わず使用していたところ、
室内にいた３名（男性１名、女性２名）が排気ガスによるＣＯ中毒となり病院
に搬送された。警報器は期限切れでコンセントが抜いてあった。

小型湯沸器 パロマ PH-4 TG 東邦ガス株式会社

2003/1/22 埼玉 川口市 漏えい着火 0 0 1

当事者がコンロを使用したとき、その奥に置いてあった雑巾に引火してくす
ぶっていたが気づかなかった。一度コンロの火を消し、再び点火を試みている
ときにうまく着火せず、その間にガスが漏えいし滞留したため、引火して爆発
した。

コンロ リンナイ KGS-E4000VF LP 株式会社千代峯商店

2003/1/24 北海道 函館市 漏えい着火 0 0 3

当該住宅において爆発音ととも建物が大破し、出火したもの。事故後の調査
で、消費設備側で漏えいが認められなかったことから、供給設備側からガスが
漏えいし、床下に流入して居間のストーブ等の火から引火したものと推定され
たが、ガス漏れ原因等詳細は不明である。

ストーブ 不明 不明 LP
エア・ウォーター・エネルギー株
式会社
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2003/1/24 鹿児島 佐多町 漏えい着火 0 0 1

消費者が昼食をつくるため、コンロに点火したところ、漏えいしていたガスに
引火、爆発したもの。台所付近からガスが漏えいしていたと推定されるが詳細
は不明である。なお、当該消費者は、高圧ガス法が適用となる養鶏所の暖房用
に販売された容器を勝手に家の中に設置、使用していたため、保安業務も実施
されていなかった。

ストーブ 不明 不明 LP 不明

2003/1/25 大阪 和泉市 不完全燃焼 0 2 0

屋外設置の給湯器の不完全燃焼の排気が、塗装工事のため一時的に逆風止め付
きベントトップが取り外された浴室用排気筒を通じて浴室内に入り入浴中の２
人がＣＯ中毒となった。

大型湯沸器(RF式) ノーリツ
GQ-1612AW
製造年:1992年7月

TG 大阪ガス株式会社

2003/1/26 東京 足立区 漏えい着火 0 0 1

消費者が炊飯器にスイッチを入れたときガス臭がしたため、換気扇のスイッチ
を入れて、その場を離れた。その後、炊飯器を確認するため戻り照明をつけた
ところ、爆発した。事故後、調査したところ、コンロに接続していたゴム管が
ねずみにかじられて穴が開いていたため、そこからガスが漏えいしていたと推
定された。

コンロ リンナイ ハオ4600 LP 株式会社伊興直井商店

2003/1/26 東京 新宿区 漏えい着火 0 0 0

ガス栓取替をした、作業員が炊飯器のゴム管用ソケットを再取付した際、不完
全な状態で作業を完了してしまったため、微量のガスが漏れてテーブルコンロ
の火が着火し、ゴム管用ソケットが一部焦げて損傷した。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/1/26 福井 小浜市 漏えい着火 0 0 1

家人がガスを出し自殺を図ろうとしたが、途中で改心し石油ファンヒーターの
スイッチを入れてところガス爆発が起こり近くの駐車場にいた女性が飛んでき
たガラス片で負傷した。

ガス栓 不明 不明 LP 三谷商事株式会社

2003/1/27 岡山 岡山市 ガス中毒 0 1 0

機器の接続されていないガス栓を開放されため生ガスが放出し軽いＣＯ中毒と
なった。原因は電気店がガスコンロをＩＨコンロに取り替えた際、ゴム管を切
断した状態で放置し、被害者が長年の習慣から誤開放したことによる。

ガス栓 不明 不明 TG 岡山ガス株式会社

2003/2/1 神奈川 箱根町 漏えい着火 0 0 1

ホテルの調理員がオーブンの左右に５個ずつ設置されているガス栓のうち右側
のガス栓を開け、扉を半開きにした状態で、バーナーに点火しようとした。
チャッカマンをバーナーに近づけたところ、オーブンの左側奥の方から炎が
迫ってきたため、調理員は顔面に火傷を負った。その後の調査で左側の５個の
ガス栓のうち１つが閉止されていなかったことが判明した。

オーブン 不明 不明 LP 株式会社丸江

2003/2/2 青森 弘前市 不完全燃焼 0 1 0
屋内設置型風呂釜の排気筒先端に鳥が巣を作ったことによる排気不良で１名が
ＣＯ中毒になった。 風呂釜(CF式) 高木産業 TP-A36M LP 弘前ガス株式会社

2003/2/2 東京 北区 漏えい着火 0 0 0
施工ミスによるゴム管の接続不良に伴う微量のガス漏れに着火し、ゴム管が焦
げた。 ゴム管 ハーマン 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/2/6 沖縄 金武町 不完全燃焼 1 0 0

当該飲食店のオーナーが厨房内の異常に気付き、蒸気が充満した中で従業員が
倒れて死亡しているのを発見、直ちに消防に連絡した。死因はＣＯ中毒だっ
た。厨房内の窓・出入口を閉め切り、かつ換気扇も作動させずに回転釜を使用
したため、ＣＯ中毒となった。

回転釜 不明 KRS-256G LP 琉球ガス株式会社

2003/2/8 京都 精華町 漏えい着火 1 0 0

当該住宅の台所付近から爆発音と共に出火・全焼し、台所の焼け跡付近で男性
の焼死体が発見された。台所にあるコンロで米を炊いていた形跡が見られ、吹
きこぼれ等により火が消えて、ガスが漏えいし、何らかの原因で爆発したもの
と推定される。

コンロ 不明 不明 LP 木原商店

2003/2/8 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 0

消防から「給湯器から出火」との通報を受けて出動した。顧客から「風呂釜の
天蓋から火が見えた」との話しがあったが、出火原因は不明であった。当該風
呂釜は消防が持ち帰った。その後、消防から当該風呂釜の機器配管に穴が空い
ていたとの情報を確認した。穴が空いた原因は不明であるが、そこから漏洩し
たガスに何らかの原因で着火したものと推定される。（排水詰まりにより風呂
釜の下部が冠水しした事による経年劣化の可能性が高い。）

風呂釜(BF式) ナショナル GF-70B2 TG 大阪ガス株式会社

2003/2/16 京都 京都市 不完全燃焼 0 3 0
屋内設置ＣＦ式風呂釜の不完全燃焼による排気が、室内に充満し、当該住人の
３名が各室でＣＯ中毒になった。 風呂釜(CF式) 西島製作所

（風呂バーナー）
37-0710
製造年:1979年11月

TG 大阪ガス株式会社

2003/2/23 東京 新宿区 漏えい着火 0 0 0

壁埋め込みガス栓付近が臭かったため、器具を取り外し、ガス漏れか確認する
ためにガス栓付近でマッチをつけたところ、着火し壁引火。漏洩原因は未確定
だが１０年間使われてなかったガス栓のグリスが固化しジョイント部に行き渡
らず漏洩した可能性がある。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/2/28 埼玉 上尾市 漏えい着火 0 0 1

当事者がＣＦ式風呂釜（マッチ点火式）の点火の際、種火用のガス栓でなく、
本火用のガス栓を間違えて開いた。その後点火に時間がかかったため、その間
に漏えいしていたガスに引火、爆発した。

風呂釜(CF式) 不明 TA-201 LP 株式会社イングホームエナジー

2003/3/6 東京 目黒区 不完全燃焼 0 5 0

中学校の給食室で食器の洗浄中、作業員５名が気分が悪くなり、病院に搬送さ
れ、CO中毒との診断を受けたもの。原因は、給湯用ボイラーの不完全燃焼及び
隣室の給食室給気用ファン吸気口埃詰まり閉塞によって室内が負圧になりボイ
ラーの排ガスが室内に流入した事による。

温水ボイラー 巴商会
TGN-902
製造年:1987年7月

TG 東京ガス株式会社

2003/3/9 東京 北区 漏えい着火 0 0 0

コンロ使用中に不使用ガス栓（２口ガス栓の内、コンロに接続されていない方
のガス栓）を誤開放し、不完全に取り付けられていたゴムキャップから微量の
ガスが漏れ、コンロの火がついたもの。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/3/16 埼玉 八潮市 漏えい着火 0 0 1

当事者がＣＦ式風呂釜（種火の確認がしにくい）に点火しようとしたとき、種
火が確認できないままにガス栓をメインバーナー側に回す操作を繰り返してい
るうちにその間に漏えいしていたガスに引火して爆発した。

風呂釜(CF式) 高木産業 TP-A2K LP 堀川産業株式会社
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2003/3/26 東京 武蔵村山市 不完全燃焼 0 1 0

４月５日当該需要家からファンヒーターの修理依頼があり、７日に検査したと
ころ不完全燃焼を発見したもの。需要家を再訪し状況を確認したところ、３月
２６日療養中の夫の具合が悪くなり緊急入院したとのこと。診断書を確認し
て、CO中毒であることが判明した。事後の調査では、部品の変形に起因したメ
インノズルの取付角度のズレによるカーボン堆積が原因で不完全燃焼が起きた
との推定結果となった。

ストーブ リンナイ RC-260TAC-3 TG 武陽ガス株式会社

2003/3/27 神奈川 葉山町 漏えい着火 0 0 0

女性がガステーブルを使用しようとした際、誤って予備側のガス栓を開いたが
気付かず、点火した際、漏えいしたガスに着火し予備側のガス栓に装着して
あったゴムキャップが燃えた。火を消そうとタオルをかけたところタオルにも
着火したため、消火器により消火した。なお、予備側のガス栓はヒューズガス
栓であったが、不完全にゴムキャップが装着されていた。ガスが微量に漏えい
し、ヒューズガス栓の機能が発揮できなかった模様。

末端ガス栓 不明 不明 LP 湘南液化ガス株式会社

2003/3/29 神奈川 平塚市 不完全燃焼 0 4 0

健康マッサージ店の営業終了後、従業員４名が相次いで気分が悪くなり、通報
により病院に搬送されたが、診断の結果は、CO中毒とのことであった。原因の
大型湯沸器はフードには接続されていたが、換気扇は使用しておらず、換気不
足に陥ったものと考えられる。

大型湯沸器(FE式) ノーリツ
GQ-101W-F
製造年1992:年8月

TG 東京ガス株式会社

2003/3/30 愛知 瀬戸市 不完全燃焼 0 1 0

浴室内設置ＣＦ式風呂釜を使用中に、台所の換気扇を使用したため、逆風止め
から排気が逆流したことにより不完全燃焼を起こし、浴室内にＣＯが滞留し、
ＣＯ中毒で入院した。複合型警報器の不完全燃焼警報により被害を発見。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GNQ-5
製造年:1986年11月

TG 東邦ガス株式会社

2003/4/2 秋田 皆瀬村 不完全燃焼 1 1 0

男性が住宅兼美容院に設置されている瞬間湯沸器（開放式：５号）を使って、
女性の髪を洗っていた。30分後、男性が湯沸器の火を消そうとしたところ、意
識を失った。同日昼過ぎになって、意識を取り戻した男性が女性が倒れている
のを発見し、家族に連絡、家族から消防に連絡した。消防が駆けつけた際、女
性は既に死亡、男性は病院に運ばれた。なお、当該湯沸器には不完全燃焼防止
装置が付いておらず、室内は密閉されていたことと相俟って、ＣＯ中毒となっ
た。

小型湯沸器 パロマ PH-5-3AB LP 古関プロパン

2003/4/4 大阪 吹田市 不完全燃焼 0 2 0

屋内設置型給湯器の強制排気ファンを使用しないまま、給湯器を使用したた
め、不完全燃焼を起こし、その排気が屋内に充満したことによるＣＯ中毒と推
定される。

大型湯沸器(FE式)
陽栄製作所
（ハーマン）

S13-S7型式02 TG 大阪ガス株式会社

2003/4/17 埼玉 鶴ヶ島市 不完全燃焼 1 0 0

住宅改築に伴い、風呂店が、ＬＰ販売事業者に連絡なく、浴室内に中古のＣＦ
式風呂釜を仮設した。排気筒が屋外になく、換気口も塞がれた状態となり、事
故当事者が、入浴中追い焚きしたところ、排気が充満し、換気不良となり、一
酸化炭素中毒で倒れ、死亡した。風呂店は特監法の資格者ではななく、ＬＰ事
業者は容器・配管の変更工事を行った際、改築業者に、風呂釜変更の際に連絡
するよう依頼していた。

排気筒
(風呂釜：CF式)

長府製作所 不明 LP 川越ガス株式会社

2003/4/23 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

コンロ使用中にガス栓パージ孔から漏洩したガスにコンロの火が引火しキャビ
ネット及びビルトインコンロの接続部付近が熱損したもの。原因はガス栓の
パージ孔の蓋が外れていたこと、かつ、ガス栓の開度が何らかの理由でパージ
可能となる半開状態になった事による。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/4/24 高知 中村市 漏えい着火 0 0 0

当該喫茶店で、店主（女性）が２口コンロを使用しようと、末端ガス栓を開
き、約２分後にコンロに点火したところ、漏えいしていたガスに引火、衣服に
着火した。店主はその火を消そうとしたところ、顔と両手に火傷を負った。そ
の後の調査でゴム管がねずみにかじられ損傷していることがわかった。以前
は、ガス漏れ警報器は設置してあったが、電気コードが足に絡まる等の理由か
ら店主が自身でガス漏れ警報器を外していた。

ゴム管 不明 不明 LP 高知日商プロパン株式会社

2003/4/27 岡山 岡山市 漏えい着火 0 0 1

料理店において、調理人がレンジのコンロに点火しようと点火ライターを点火
したところ、炎が立ち上がり軽い火傷を負った。原因はオーブン部の手元器具
栓を少し開放したためガスがオーブン内に溜まり、上部に漏れたガスに引火し
たと推測される。

レンジ 不明 不明 TG 岡山ガス株式会社

2003/5/11 千葉 市原市 漏えい着火 0 0 1

事故前日の夕方、消費者の妻が翌日の朝食の準備のため、炊飯器のタイマーを
セットして就寝した。翌朝、台所で「ボーン」という音がしたので、急いで２
階から降りてみると炊飯器の回りに火が見えたので器具とも外へ持ち出した。
その際、消費者の妻が重傷（やけど）を負った。事故の原因は明らかとなって
いないが消費者の取り扱いミスと推定されている

炊飯器 リンナイ RR10MKT2 LP 有限会社旭燃料興業

2003/5/16 東京 豊島区 漏えい着火 0 0 0

お湯を沸かそうとしてコンロに火を点けたところ、ゴム管用ソケットに引火
し、ソケットの一部を焦がしたもの。調査したところ、ソケット内のOリング
が脱落していたもの。脱落原因は不明。

ゴム管 日東工器 B型(G3SH-B) TG 東京ガス株式会社

2003/5/25 沖縄 浦添市 漏えい着火 0 0 1

事故当日、ガス栓、及びバーナーの器具栓の閉め忘れにより、ガスが漏れてい
た。店主の女性はガスが充満しているのに気が付かず、点火したところ爆発
し、顔と手に火傷を負った。ガス漏れ警報器は設置してあったが、清掃時に水
がかかる状況であったため事故時には正常に作動しなかった。

末端ガス栓
器具栓

不明 不明 LP 有限会社具志頭給油所

2003/5/25 奈良 五條市 漏えい着火 0 0 1

イベント関係者が借用したレストランバーの厨房内で、誤ってメタルホースの
先端にガス器具が付いていない方のガス栓を開放し、レンジに火をつけたとこ
ろ、小爆発が起こり女性１名が火傷した。

ガス栓 不明 不明 TG 五条ガス株式会社
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2003/5/26 広島 福山市 漏えい着火 0 0 3

保育所の厨房で、職員がコンロ（５口業務用：立消え安全装置なし）でお湯を
沸かそうと点火した。５分ほどして、ガス臭がしたため確認したところ、火が
ついていないことに気付き再度点火したところ、滞留していたガスに引火・爆
発し、厨房内にいた３名が軽傷を負った。なお、警報器は設置されていたが、
コンロ台の四方がステンレス板で囲われており、漏えいしたガスが内部に滞留
する構造であった。そのため、コンロ台の下方にガス漏れ警報器は設置されて
いたが、作動しなかった。

コンロ
(特注品)

不明 不明 LP 福山北農業協同組合

2003/6/2 大阪 寝屋川市 漏えい着火 0 0 1

爆発音を聞いた当該住宅の近隣の人が警察に連絡した。全身に火傷を負った男
性は、病院に運ばれる際、湯を沸かそうと火をつけたところ爆発したと話して
いる。詳細は不明である。

コンロ 不明 GT-80L LP 株式会社ヨネシマライフ

2003/6/4 神奈川 茅ヶ崎市 漏えい着火 0 0 1

ガスが爆発し、消費者が火傷を負い、天井部分が破損した。警察による現場検
証の結果、末端ガス栓と燃焼器を繋ぐ金属フレキ管の亀裂部からガスが漏えい
し、何らかの原因により、着火したものと推定される。なお、金属フレキ管の
亀裂部には、不自然な曲げが加えられた形跡があり設備工事時に不適切な工事
が行われた可能性もある。

金属フレキ管 不明 不明 LP 株式会社昭和ホームガス

2003/6/10 岐阜 恵那市 漏えい着火 0 0 1

母屋建て直しのため、敷地内にプレハブの仮設住宅を設置していた。販売事業
者は風呂と台所の２系統の配管工事を行っており、事故当日は風呂側は使用可
能、台所側は工事途中の状態で、風呂側の供給開始時点検を実施し、消費者に
末端ガス栓を開けないよう注意し、両系統の元栓を締めた。女性が入浴後に仏
壇の前でマッチをつけたところ、漏れていたガスに引火し、火傷を負った。ガ
スの漏えいは、消費者が誤って台所側の末端ガス栓を開放したためと推定され
る。なお、販売事業者は物理的に誤開放しないような措置を取らなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社丸一小松屋商店

2003/6/13 東京 新宿区 漏えい着火 0 0 0

お湯を沸かそうとしてコンロに火を点けたところ、ゴム管用ソケットに引火
し、ソケットの一部を焦がしたもの。調査したところ、ソケット上部にレンジ
ガ－ド（油よけ）が落下し、ソケットが外れかかり微量のガスが漏れコンロの
火が引火したものと思われる。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/6/16 東京 港区 不完全燃焼 0 3 0

朝５時半頃からパン焼き作業をしていたが、８時頃従業員３名が次々に倒れ、
病院に搬送された。調査の結果、換気扇の屋外排出口（ウェザーカバーの金網
部分）のすす及び油汚れ詰まりによる排気能力不足のため、パン焼き釜排気が
一部室内に滞留し、それを給気したことにより不完全燃焼を起こし、発生した
排気ガスでCO中毒事故に至ったものと推測される。なお、換気扇出口のウェ
ザーカバー金網部を取外してパン焼き釜自体を使用しても不完全燃焼はしない
ことが判明している。

業務用パン焼き器 三幸機械 GTM-CC-21 TG 東京ガス株式会社

2003/6/17 埼玉 川越市 漏えい着火 0 0 1

事故当日13時頃、男性は末端ガス栓を開いたが、その後も開いたままで忘れて
いた。19時15分頃、男性がＢＦ式風呂釜の種火を点火しようとしたところ爆発
した。漏えいした原因は、設備工事事業者が平成14年9月に風呂釜を取り付け
た際、風呂釜の管接続口に何らかの外力が加わり、Ｏリングが弱り、ガスが漏
れたものと推定される。

風呂釜(BF式) リンナイ RBF-80SN LP 東上ガス株式会社

2003/6/18 新潟 湯沢町 不完全燃焼 0 5 0

17日夜、当該ホテル３階の１室の宿泊客５人全員に頭痛、めまい、嘔吐等の症
状があり、１８日１時頃病院に搬送された。２階厨房の蒸気ボイラーが不完全
燃焼を起こし、３階の窓下にある排気筒先端（近接）、又は厨房天井裏の排気
筒から漏えい（３階床下）した一酸化炭素が３階の部屋に入り一酸化炭素中毒
になった。不完全燃焼の原因は、ボイラー缶内に多量のスケール（湯あか）が
付着し、この結果ボイラー缶体がゆがんで排気ガスが漏れ、これが燃焼用空気
に流入したためであった。

蒸気ボイラー(CF式) 三浦工業 RV-120HE LP 大和商事株式会社

2003/6/25 広島 広島市 漏えい着火 1 0 1

消費者が２kg容器（ミニクック）を使用し、焼肉をしていたところ漏えい火災
となり、家屋が全焼、周囲の民家４棟の一部が焼け、当該住宅に住む１人が死
亡、１人が火傷を負った。なお、消費者は当該容器を平成７年９月に購入し、
直近では平成10年７月に充てんされていた。原因は調査中である。

不明 不明 不明 LP 株式会社柴田燃料商会

2003/6/30 長野 長野市 漏えい着火 0 0 1

当該家庭では、普段は夫が風呂釜を操作。事故当日、夫が留守だったので妻が
風呂を沸かし入浴した。途中でお湯がぬるくなり、浴室内からリモコン操作で
追い炊きを試みたが、風呂釜に点火しなかった。そのため、風呂釜に直接点火
を試みた。その際、割り箸の先に火を着け、バーナーにその火を近づけたとこ
ろ爆発。妻は消防に連絡、連絡を受けた消防は容器バルブを閉めた。火災の発
生はなかったため、放水はせずに撤収した。妻は爆発時に熱風を吸い込んだ可
能性があったため、救急車で病院に搬送した。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 MH-T201 LP 丸久産業株式会社

2003/7/10 東京 杉並区 漏えい着火 0 0 0

コンロに火を点けたところ、コンロとコンビネーションレンジの接続部からガ
スが漏洩し、コンロの火に引火したもの。原因は平成１２年５月から１３年４
月に製造した事故機を含む製品について、接続管止めの加工方法を変更したこ
とにより管にバリが生じていたことと、設置施工時に於いて接続管にＯリング
を２個入れたことにより接続管が固定されず外れたと推定される。（メーカー
は上記期間に製造された事故機種を含む同系機種について１１月１９日社告を
新聞掲載し、点検修理を実施。）

金属可とう管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/7/16 大阪 高槻市 漏えい着火 0 0 2

消費者が、煙草の火をつけたところ爆発した。なお、事故発生日の２日前に、
消費者の要請により、販売事業者２名で徹底的漏れ検査を行ったが、配管等の
漏れはないことを確認した。

不明 不明 不明 LP 有限会社サン商店

2003/7/16 茨城 鹿島市 漏えい着火 0 0 1

男性が台所で、コンロに点火しようとしたが、着火したか確認せずにその場を
離れた。約10分後に戻り、煙草を吸おうとライターを付けたところ、滞留して
いたガスに着火・爆発した。ガスが漏えいした原因はゴム管の外れによるもの
と推定される。

ゴム管 不明 不明 LP 東部液化石油株式会社
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2003/7/17 岐阜 白馬町 漏えい着火 0 0 1

男性が煙草を吸おうとライターで火を着けようとしたところ、引火・爆発し、
男性は火傷を負った。その後の調査で、２口の末端ガス栓の予備側が少し開い
ていることがわかっており、そこから漏れたものと推測される。なお、ヒュー
ズガス栓は、漏れが微量であったため、機能しなかったものと推測。

末端ガス栓 不明 不明 LP 郡上ガス株式会社

2003/7/24 静岡 焼津市 不完全燃焼 0 3 0

従業員３名がパン焼き作業をしていたが、内１名が気分が悪くなり病院に搬送
された。調査の結果、厨房内の換気扇外部の屋外排出口にある防虫網が油汚れ
により詰まりが生じていた。これにより排気能力が低下していた為パン焼き釜
排気が一部室内に滞留し、それを給気したことにより不完全燃焼をおこし、発
生した排気ガスでCO中毒になったものと推測される。尚、換気扇出口の防虫網
の清掃後、パン焼き釜の使用時による検査では不完全燃焼しないことを確認し
た。

業務用パン焼き器 北沢産業 KGS-6-12-3Y-B TG 東海ガス株式会社

2003/7/29 神奈川 平塚市 漏えい着火 0 0 1

帰宅した男性が風呂を沸かそうと風呂釜（ＣＦ式）に点火操作を行ったが、火
が付かなかった。男性は燃焼器具内に空気が入り、うまく燃焼しないものと判
断し、元栓を開けたままの状態で30分程度放置。その後、再び点火操作を行っ
たが、火がつかず、諦めかけていたところ、燃焼器具から漏えいしたガスに突
然着火・爆発した。男性は髪を焦がし、両手に火傷を負った。

風呂釜(CF式) ノーリツ GSU-5 LP 平塚ガス産業株式会社

2003/7/29 福井 福井市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火しようとしたが、老朽化して点火しにくくなっていた。このため
点火用ライターで点火しようとしたところ、漏えいしていたガスに引火、爆発
したもの。漏えいの詳細な原因は不明であるが、点火バルブを完全に閉止しな
いまま、点火用ライターで点火したため爆発したものと推定されている。な
お、販売事業者は事故の３ヶ月前に定期消費設備調査を実施していたが、当該
風呂釜については、消費者からの聞き取りのみで行ったため確認していなかっ
た。

風呂釜(バーナー、循環式) 世田谷製作所 不明 LP 西野ＬＰガス住設

2003/8/7 埼玉 さいたま市 漏えい着火 0 0 0

コンロに火を点けたところ、炊飯器用ゴム管用ソケットに引火し、ソケットの
一部を焦がしたもの。調査したところ、掃除のために炊飯器用のソケットを外
し、再度取り付ける際不完全な状態で取り付けたためガスが漏れコンロの火が
引火したものと思われる。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/8/10 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 1

男性が風呂釜に点火しようとしたが着火しなかったため、メインバーナーを開
栓し、ライターで点火しようとしたところ滞留していたガスに引火、爆発し
た。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 タイヘイ角釜TG-1バーナー205 LP 株式会社金庫屋

2003/8/11 東京 杉並区 漏えい着火 0 0 2

小学校陶芸室において陶芸釜を使用中、同時に作業していた塗装業者が塗装作
業の養生のため給気口のある入口の扉をビニールで覆っていた。陶芸指導員
（同校先生）が取り外しを指示し、陶芸室の扉を開けたところバックドラフト
現象により炎がふきだし、２名が火傷を負ったもの。

陶芸釜 成田製陶所 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/8/15 茨城 江戸崎町 不完全燃焼 0 5 0

料理体験実習室で、料理準備のためオーブンを余熱していたところ、講師１人
と客１３人が気分が悪くなり、病院に搬送され、一酸化炭素中毒とされた。
オーブン排気ダクト内の換気扇を作動させないまま点火したこと、吸気口がな
い部屋で、通常換気のため開けておく隣室厨房とのドアをＯ－１５７対策とし
て閉めていたことから換気不良となり、不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が発
生した。

オーブン(業務用) 北沢産業 KSG-6-12 LP 株式会社トーエル

2003/8/15 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 0
浴室に配備されたバランス式風呂釜のガス管が冠水等のために腐蝕して孔が開
き、漏れたガスに種火が引火して釜の一部を焼損した。 風呂釜(BF式) ガスター

SR10A2
製造年:1987年11月

TG 東邦ガス株式会社

2003/8/19 愛知 安城市 漏えい着火 0 0 0

風呂をたいて外出したところ、浴槽の栓がずれていたため浴槽の水が抜けてし
まい、風呂釜が空だきにより、共同住宅３世帯のうち１世帯が全焼し、風呂釜
も焼失した。風呂釜は古い器具であったため、空だき防止装置が装着されてい
ないものであった。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA206 LP ガステックサービス株式会社

2003/8/24 千葉 松戸市 不完全燃焼 0 1 0

管理人から住人がCO中毒で病院に搬送されたとの通報があり、調査したとこ
ろ、被害者がCF式風呂釜のシャワーを使用中に倒れたことに気づいた家族が消
防に連絡し、搬送された病院にてCO中毒であると診断されたとのことであっ
た。事故原因は、台所換気扇を作動中にシャワーを使用したため、浴室内が負
圧となり、逆風止めから排気が溢れ使用中の風呂釜の安全装置が作動し、一度
燃焼が停止するも再度点火して使用しようとしたため、浴室内にCOが滞留し中
毒に至ったものと考えられる。

風呂釜(CF式) ノーリツ GNQ-5D TG 京葉ガス株式会社

2003/8/25 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 0

テーブルコンロの左バーナーで煮たき中、テーブルコンロのグリルを使用する
ため器具栓を操作したところ、器具栓が固くて点火しなかった。このためガス
栓が閉止ししていると思い込み２口ガス栓の右側（左側はテーブルコンロに接
続、右側はガス栓キャップ未装着だった。）を開放したところ、漏出したガス
が左バーナーの火に着火し、テーブルコンロ、ゴム管、台所の壁の一部を焼損
したもの。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2003/8/27 北海道 江別市 漏えい着火 0 0 1

幼稚園の厨房でカレーをつくるため、園児の母が業務用ガス炊飯器の点火操作
を行ったがうまく着火しなかった。その後、何度か点火操作を繰り返して、点
火状況を確かめるため顔を近づけながら操作を行ったときに爆発が起こり軽い
やけどを負った。

炊飯器(業務用) パロマ 不明 LP 札幌第一興産株式会社

2003/8/27 東京 港区 漏えい着火 0 0 0

テーブルコンロを使用中、ソフトコード付近で着火し火災に至ったもの。調査
したところ、機器側にはゴム管止めが無く、何らかの原因で機器側の接続が外
れ懸かった状態になり、漏れたガスがコンロの火が引火して火災に至ったもの
と思われる。

ゴム管 ブリジストン
不明
製造年:1993年

TG 東京ガス株式会社
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2003/8/29 長崎 長崎市 漏えい着火 0 0 2

従業員が出勤して、事務所内に犬を入れて、一旦、帰宅した。その後、事務所
に戻ったところ、ガス臭が充満し、室内で飼い犬が暴れていた。事務所内を確
認したところ２口コンロに接続されていたゴム管が外れていたため、そこから
ガスが漏えいしていた。そのため、犬を外に出した後、換気をしようと窓を開
け、大型扇風機を使用していたところ爆発した。爆発により窓、ドア、壁の一
部が吹き飛ばされた。なお、ホースは、ホースバンドで止められていなかっ
た。

ゴム管 不明 不明 LP ホンダガスウェル株式会社

2003/8/29 愛媛 瀬戸町 漏えい着火 0 0 1

職員がふろを沸かそうと末端ガス栓（金属フレキ用ガス栓）を開け、約１０分
間後に点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。末端ガス栓と
風呂釜を接続する金属フレキシブルホースの接続部の裏側が腐食して穴が空い
ていたため、そこからガスが漏えいしていた。また、１月１５日に実施した消
費設備調査時の漏えい試験では漏えいなどの異常はなかった。なお、当該接続
部も目視により調査していたが、裏側については確認していなかった。そのた
め調査時に腐食していたかどうかは不明。

風呂釜(バランス式) ガスター SR10 LP 有限会社川田商店

2003/8/30 茨城 古河市 漏えい着火 0 0 0

豆腐屋の末端ガス栓とフライヤーを接続しているゴム管に亀裂（切れ目）があ
り、そこからガスが漏えいして、爆発となったものである。また、販売事業者
は、豆腐屋（フライヤー）へは中圧で供給していたため、高圧ガス保安法の対
象であると勘違いして、豆腐屋については保安業務を実施していなかった模様
である。

ゴム管 不明 不明 LP ニッコー三共株式会社

2003/8/30 富山 富山市 漏えい着火 0 0 0

夕食の調理のため、３口ビルトインコンロの右側を１０分間使用した。コンロ
を止めて、左側のコンロを５～１０分間使用していたところ、左側コンロの下
にある棚の中でボーンという爆発音がした。棚の中を確認してみるとプラス
チックの部分が溶けていた。ガス漏れ原因等詳細については不明である。な
お、リフォーム後、消費者は初めてコンロを使用していた。

コンロ(ビルトイン) 不明 不明 LP 三谷ガス株式会社

2003/8/30 大阪 熊取町 漏えい着火 0 0 1

テーブルコンロ下のキャビネット内から天ぷら鍋を取り出そうとした時、ねじ
ガス栓の開閉つまみにあたり開状態となり、先端開放の金属可とう管（端末処
理をしていなかった）から漏出したガスが、テーブルコンロ点火時に引火し火
傷したものと推定される。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2003/9/1 大阪 枚方市 漏えい着火 0 0 1

テーブルコンロ下のキャビネット内から天ぷら鍋を取り出そうとした時、ねじ
ガス栓の開閉つまみにあたり開状態となり、先端開放の金属可とう管（端末処
理をしていなかった）から漏出したガスが、テーブルコンロ点火時に引火し火
傷したものと推定される。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2003/9/2 千葉 松戸市 漏えい着火 0 0 0

２階の需要家の風呂場にて火災発生との通報が入り、出動調査したところ、CF
式風呂釜が焼損していた。原因は、浴室排水溝が詰まり、浴室内に貯まった水
で釜のメインバーナー部が冠水し、消火。そのため、ノズルから噴出したガス
にパイロットバーナーの火が着火して風呂釜が焼損したものと考えられる。

風呂釜(CF式) 長府製作所 CH-GF-51 TG 京葉ガス株式会社

2003/9/3 東京 東久留米市 不完全燃焼 0 7 0

老人ホームの厨房において食器洗浄機を使用中、作業していた７名が気分が悪
くなり病院に搬送されたとの通報があった。出動調査したところ、食器洗浄機
が不完全燃焼を起こしており、給排気ファンを運転せず、窓も密閉状態でクー
ラーを使用していたため酸欠及び軽いCO中毒になったものと思われる。

業務用食器洗浄機 ホバードジャパン C-44A TG 東京ガス株式会社

2003/9/4 愛知 名古屋市 不完全燃焼 0 1 0

病院厨房内に設置してあるＣＦ式大型湯沸器（不完全燃焼防止装置なし）を、
故障により換気設備が使用できない状態で長時間使用したため、不完全燃焼を
起こし、厨房内にＣＯが滞留し、被害者がＣＯ中毒で病院へ搬送された。被害
者は洗い物の途中で気分が悪くなったようであり、隣接の休憩室で倒れている
のが発見された。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-101M
製造年:1997年7月

TG 東邦ガス株式会社

2003/9/5 愛媛 西条市 漏えい着火 0 0 3

公園内芋炊き会場で｢芋炊き｣を実施中、コンロの下方から突然１ｍぐらいの炎
が上がったため、２名が火傷を負いさらに逃げる際にゴム管を足で引っかけ、
外れたため、そこからガスが漏えい、引火して更に１名が火傷を負った。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社リビング藤下

2003/9/14 東京 新宿区 不完全燃焼 2 0 0

従業員が出勤してきたところ、シャッターが閉まっているのを不審に思い店長
に連絡を入れた。店長が確認したところ、店内に被害者２名が倒れているのを
発見し、直ちに病院に搬送したが死亡した。発見時、シャッターや扉は閉止さ
れており、排気ファンも使われていなっかったが、ゆで麺器は使用状態であっ
た。　不完全燃焼していたゆで麺器を換気せずに使用したためCO中毒により死
亡したものと思われる。

業務用めんゆで器 マルゼン MRS-171 TG 東京ガス株式会社

2003/9/18 富山 富山市 不完全燃焼 0 2 0

パン屋の厨房でパン焼き器を使っていたところ、レンジフードが作動せず換気
不良から不完全燃焼が発生し、アルバイト店員が一酸化炭素中毒で倒れ、病院
へ搬送された。当該レンジフードは汚れがひどく、固着して時々回らないこと
があった。また、ＣＯ警報器が設置されていたが、時々鳴動することがあり、
コンセントが抜かれていた。

パン焼き器 不明 不明 LP 日本海ガス株式会社

2003/9/23 石川 門前町 漏えい着火 0 0 1

台所に設置しているガス漏れ警報器が鳴動していたため、末端ガス栓を閉めた
後、換気をしようとしたところ漏えいしていたガスに引火、爆発したもの。な
お、換気しようとしたときに換気扇を回したかどうかは現在、消費者に事故時
の記憶がないため不明である。

不明 不明 不明 LP 株式会社ヤマガミ

2003/9/28 千葉 船橋市 漏えい着火 0 0 1

ガスストーブがゴム管から外れているのに気付かずに末端ガス栓を開けてし
まったためガスが漏えいした。その後、すぐに気が付いて末端ガス栓を閉止し
たが、換気をせずに別の燃焼器具を使用したため、漏えいしていたガスに引
火、爆発した。なお、当該消費者は、１人暮らしの高齢者で認知症気味であっ
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社飯田米穀
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2003/10/3 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 1

消費者が入浴するため、風呂釜に点火したところ１回目の点火操作では着火せ
ず、２回目に点火操作を行ったところ、「ドン」という音ともに爆発が起こっ
たもの。連絡を受けた販売事業者が調べたところ、風呂釜と低圧ホースの接続
部からガスが漏えいしているのを発見した。

低圧ホース 不明 不明 LP 町田ガス株式会社

2003/10/4 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 1

当該共同住宅の消費者宅において、爆発が発生した。事故後の調査では、ガス
漏えい箇所が見つからなかった。また、ヒューズガス栓及び立消え安全装置は
正常に作動することが確認された。

不明 不明 不明 LP 熊谷商事株式会社

2003/10/8 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

ファンヒーター使用中にガスコードとガス栓の接続部分から漏洩したガスに
ヒーター火が引火し、カーテン、壁の一部及びコードの接続部付近が焼損した
もの。　原因は不明だが、当該ガスコードが１９８５年製と古いため経年劣化
の可能性もある。

ゴム管 不明
不明
製造年:1985年

TG 東京ガス株式会社

2003/10/9 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 0

コンビネーションレンジの扉を開き、点火したところ背面から炎があがったた
め、メーターガス栓を閉止し消火した。調査したところ、コンロとコンビネー
ションレンジの接続部からガスが漏洩し、コンロの火に引火したもの。原因は
平成１２年５月から１３年４月に製造した事故機を含む製品について、接続管
止めの加工方法を変更したことにより管にバリが生じていたことと、設置施工
時に於いて接続管にＯリングを２個入れたことにより接続管が固定されず外れ
たと推定される。

金属可とう管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/10/10 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1
外れたガス栓ハンドルをその都度嵌めて使用していたところ閉子が外れ、漏出
したガスにゆで麺器の火が引火し、使用者が手に火傷を負ったもの。 ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2003/10/13 長崎 佐々町 漏えい着火 0 0 0

消費者がフレキガス栓を開けて、風呂釜に点火して、屋外に出て約１０分後に
浴室で爆発がおこった。フレキガス栓と金属フレキ管との接続部（裏側）が腐
食により約５㎜の孔が開いていたため、そこからガスが漏えいしていたことが
分かった。なお、消費者は以前よりガス栓を開いた際にシューと音がしている
のに気付いたが、それがガス漏れの音とは気付いていなかった。

金属フレキ管 不明 不明 LP ながさき西海農業協同組合

2003/10/16 滋賀 木之本町 漏えい着火 0 0 1

事故当日、19時頃に末端ガス栓を開け、そのまま実家へ行き、22時頃に帰宅し
て湯沸器に点火したところ爆発した。湯沸器と金属フレキ管との接続部の締め
込みが十分でなかった（手で締めた程度）ことからそこからガスが漏えいして
いたと推定された。なお、当該住宅は、８月19日に供給開始としたが、常時不
在のため８㎏容器により鋼管接続をした質量販売していた。その後、10月11日
まで留守だったが当該湯沸器を消費者が自ら購入して12、13日と設置してい
た。

金属フレキ管 不明 不明 LP 北びわこ農業協同組合

2003/10/23 長野 伊那市 漏えい着火 0 0 1

妻が風呂を沸かすため、風呂釜に点火した後、一旦止めたが、風呂釜の燃焼が
止まらず火の勢いも強かったので、夫がガスを止めようとしたところ、風呂釜
の下部より火が勢いよく燃え上がった。事故後の調査で風呂釜からガス漏れが
確認されたが、漏えいの原因については不明である。

風呂釜 高木産業
TP-BF3
（1995年10月製造）

LP 合名会社讃岐屋

2003/10/26 東京 豊島区 不完全燃焼 1 0 0

警察からの立ち会い要請があり、調査したところ、被害者が亡くなっているこ
とが判明した。現場検証の結果、部屋の換気扇は故障しており、小型湯沸器の
不完全燃焼防止装置止装置は作動するも約２０秒で停止した。機器内部は混合
管部分に多量のほこりが詰まっており、熱交換器内部には多量のすすが付着し
ていた。警察の見解としては、不完全燃焼防止装置止装置が働く状態で何度も
使用したため高濃度のCOが発生し、中毒死に至ったものと考えている。

小型湯沸器
リンナイ
（東京ガス）

RUS-5RX
（東京ガス:RN-405SD）
製造年:1992年11月

TG 東京ガス株式会社

2003/10/27 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 1 0

共同住宅の１室で、友人の入浴後、当事者が食事を取っていたところ、気分が
悪くなり、嘔吐後、倒れ、病院に運ばれた。外装塗装工事のために窓等を覆っ
たときに湯沸器（ＦＥ式16号）の排気筒トップもビニールで覆ってしまったた
め、排気不良となり不完全燃焼を起こした。発生したＣＯが、排気筒トップ出
口付近から、隠蔽部を伝わり、室内に流れたと思われる。事故後、消防及び保
安機関により室内のＣＯ測定を実施したところＣＯ濃度は0.08％であった。

大型湯沸器(FE式) リンナイ RUX-1600UWF LP 株式会社羽幌燃料商会

2003/11/1 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0

４日朝、上司がアパートを訪問したところ、室内で死亡しているのを発見した
もの。病院で診断したところＣＯ中毒と診断された。調査したところ、台所に
設置されている湯沸器（開放式５号：不完全燃焼防止装置なし）が不完全燃焼
を起こしたものと推定された。また、湯沸器の熱交換器部分に油脂・ホコリが
たまっていたため不完全燃焼を起こしやすい状態となっていた。警察等の現場
検証では換気扇は回っていなかった。

小型湯沸器 サンヨー GB-A63P LP シナネン関東ガス販売株式会社

2003/11/5 埼玉 春日部市 漏えい着火 0 0 1

従業員が厨房に設置している業務用オーブンレンジにガス栓を開けて、点火用
ライターを使用して点火しようとしたところ、ライターの点火が悪く、何度か
点火操作を繰り返していたところ、グリル内に滞留していたガスに引火したも
の。

オーブン(業務用) 日本調理機器 ※8口オーブンレンジ LP 東彩ガス株式会社

2003/11/6 兵庫 尼崎市 漏えい着火 0 0 0

消防署から「風呂釜より出火」との連絡を受け、調査の結果、屋外式風呂釜の
リモコンワイヤー及び器具栓が焼損していることを確認。現場調査では原因が
不明であったため、風呂釜を持ち帰り調査を実施。その結果、風呂釜内の器具
栓下部のフランジ部に腐食による亀裂があり、ここから漏えいしたガスにバー
ナーの火が着火したものと推定されるとの結論に達した。

風呂釜(RF式) 大阪ガス 037-0740 TG 大阪ガス株式会社

2003/11/12 東京 板橋区 漏えい着火 0 0 0

管理人からガス爆発があったとの通報があり、出動調査したところ、部屋の壁
に埋め込まれていたガス栓付近での小爆発により、壁面がはがれていることが
確認された。ガス栓は旧型（S45～55に製造）で、栓から漏れたガスが壁の中
に滞留し、何らかの原因で着火し小爆発に至ったものと考えられる。

ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社
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2003/11/18 愛知 知立市 漏えい着火 0 0 0

暖房のため倉庫からファンヒーターを取り出し、ゴム管で末端ガス栓と接続し
て点火したとろ、ゴム管と末端ガス栓との接続部から火が出たもの。ゴム管と
末端ガス栓との接続が不十分であったためそこから漏えいしていたガスに引火
した者と推定された。

ゴム管 不明 不明 LP 知立ガス協同組合

2003/11/19 秋田 矢島町 漏えい着火 0 0 1
みそ汁を温めようとコンロに点火したところ突然、火が大きく立ち上がったも
の。ガス漏れ原因等詳細は不明である。 コンロ リンナイ RTS-3SD1 LP 三船プロパンガス店

2003/11/29 北海道 滝川市 漏えい着火 0 0 1

コンロに点火した際に、迅速継手（カチット）から漏洩していたガスに引火
し、ガス栓を閉めようとして軽い火傷を負った。漏洩原因は当該継手焼損の為
不明。

ゴム管 ハーマン JG200B TG 滝川ガス株式会社

2003/12/5 岡山 倉敷市 不完全燃焼 0 1 0

飲食店において、フライヤー使用後に器具栓を閉めたと思いこみ換気扇を停止
したため、不完全燃焼を引き起こし、屋内にこもった排気によりCO中毒になっ
たものと推定される。

業務用フライヤー 北沢産業 CF-30 TG 岡山ガス株式会社

2003/12/7 青森 青森市 ガス中毒 0 1 0

飲食店に客が入店したところ、店主が倒れているのを発見、消防に通報、消防
の到着時にガス臭があったため、ガス事業者に通報した。当該店舗にはガス機
器が６台設置されており、うち立消え安全装置無業務用一口コンロの器具栓が
誤操作または不注意で多少開となっていたため、店舗内に滞留した生ガスによ
りＣＯ中毒になったものと推定される。

コンロ 不明 不明 TG 青森ガス株式会社

2003/12/12 岐阜 岐阜市 漏えい着火 0 0 1

台所の都市ガス用警報器が鳴ったため、消費者は都市ガスの元栓を閉じた。し
かし、警報器が鳴りやまなかったため、居間へ移動して室内のＬＰガスの末端
ガス栓を閉じたが、それでも警報器が鳴りやまなかった。その後、ストーブの
点火スイッチを入れたところ、爆発が起こった。なお、当該消費者は都市ガス
とＬＰガスと両方を使用していた。事故後の消防の調査で、何らかの原因で漏
えいしていたＬＰガスにストーブに点火したときに引火、爆発したものと判明
した。

ストーブ リンナイ R622 LP 株式会社和光産業商会

2003/12/15 千葉 鎌ヶ谷市 漏えい着火 0 0 0

定期点検・調査を実施していたところ、漏えいを発見した。漏えい箇所が床下
に設置している配管隠ぺい部であったため、漏えい箇所を特定することは困難
なことから露出配管とすることとした。そのため、その日は瞬間湯沸器とコン
ロを使用できるように２㎏容器(質量販売)で仮設供給して帰社した。しかしな
がら、消費者が誤って通常使用していたガス栓を開けたためガスが漏えいし
て、燃焼器具の火から引火、爆発した。なお、消費者が誤って開けてしまった
ガス栓は使用不可とする措置はされていなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 千葉日東エネルギー株式会社

2003/12/15 岐阜 土岐市 漏えい着火 0 0 1

何らかの原因で漏えいしたＬＰガスに何らかの火源から引火、爆発した。事故
後の調査でコンロ及び瞬間湯沸器を接続していた末端ガス栓が半開きになって
おり、マイコンメーターは圧力低下により遮断されていたことから、事故時は
この末端ガス栓と燃焼器具が外れており、ここからガス漏れが起こったものと
推定された。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社山本商店

2003/12/15 富山 富山市 不完全燃焼 0 1 0
風呂釜取替後、風呂使用中に頭が痛くなる。当該機器改善済みのため、機器設
置業者及び需要家に聞き取り調査を実施したが原因は不明。 風呂釜(BF式) リンナイ RBF-70SBN TG 日本海ガス株式会社

2003/12/16 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 0

当該飲食店の定休日に、従業員が業務用オーブンで料理しようとしたところ、
メーンバーナー元栓を開けたまま別な作業を行い、再着火したところ、漏洩し
たガスに引火爆発し、天井の石膏ボード一枚が落下した。

レンジ 不明 不明 TG 仙台市

2003/12/16 東京 荒川区 漏えい着火 0 0 0

需要家宅においてブレーカーが落ちたので点検したところ、屋外給湯器上部か
ら火が出ていたのでガスコックを閉鎖して消火した。調査したところ、通水部
に漏水があり、電磁弁のフランジ部を腐食させ、漏出ガスが着火したもの。

大型湯沸器(RF式) 松下電器
AT-369RFA-AW
製造年:1989年6月

TG 東京ガス株式会社

2003/12/16 東京 渋谷区 漏えい着火 0 0 0

小学校の家庭科実習において、担当教員がガスコンセントにソケットを不完全
に挿入したため漏れたガスにコンロの火が引火し、ソケット他が焼損したも
の。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2003/12/17 大阪 八尾市 漏えい着火 0 0 0

炊飯器の接続部の仕様が迅速継手用であったにも拘わらず、ゴム管を直接この
接続部に接続したことにより接続不良となり、ここから漏えいしたガスが何ら
かの原因により着火したものと推定される。

ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2003/12/21 愛知 碧南市 不完全燃焼 0 1 0

不完全燃焼防止装置無しCF式風呂釜を排気装置のスイッチを入れずに使用した
ため１名がCO中毒になった。なお、電磁弁がケーブル不良のため不調で手動で
強制的に、電磁弁を開にして使用していた。また、浴室に隣接する台所の排気
扇を作動させていた。

風呂釜(CF式) 長府製作所
GF-5
製造年:1989年11月

LP 東邦ガス株式会社

2003/12/22 愛知 大府市 不完全燃焼 0 2 0

台所に設置してある小型湯沸器（不完全燃焼防止装置なし、’８２年製）が不
完全燃焼しており、被害者２名がＣＯ中毒で病院へ搬送された。被害者は洗い
物中（２時間）に気分が悪くなった。都市ガス警報器が鳴動したとの通報から
調査したところ知るところとなった。

小型湯沸器 ハーマン
YI-8E(N)-A
製造年:1982年3月

TG 東邦ガス株式会社

2003/12/27 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 1

消費者がコンロを使用し、飲酒後就寝した。その後、目を覚まして、たばこを
吸おうとライターに点火したところ爆発した。事故後の調査でヒューズガス栓
とコンロを接続しているゴム管に取り付けられていたホースバンドが適切な位
置で締め付けられていなかった。また、事故時ヒューズガス栓及びコンロの器
具栓は開放状態で、事故後マイコンメータは継続使用時間遮断で遮断されてい
た。漏えい試験で末端ガス栓より上流での漏えいが認められなかったため、ゴ
ム管と末端ガス栓との接続部からガスが漏えいしていたと推定。

ゴム管 不明 不明 LP イワタニ首都圏株式会社
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2003/12/28 岐阜 上石津町 漏えい着火 0 0 0

11月28日から母屋の改修工事のため、隣接する離れにおいてコンロ、湯沸器及
び風呂釜を使用し、20㎏容器２本でガス供給（質量販売）していた。事故当
日、午後から容器及びガスメーターを母屋へ移設する作業を行った。作業終了
後、消費者から今晩だけ離れで煮炊きしたいと申し出があり、20㎏容器１本を
母屋から離れにメーターを付けず移設・供給した。供給を始めた直後にガス臭
に気付き、販売事業者が容器バルブを閉め、離れに入り確認していたところ爆
発した。ガス漏れ原因等詳細は不明である。

不明 不明 不明 LP 有限会社富田商店

2003/12/31 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0

18時頃から19時51分までに２人が続けて入浴したところ、１人が入浴後、１人
が入浴中に気分が悪くなり、また、居間にいた１人も気分が悪くなり、病院に
搬送されＣＯ中毒と診断された。居間に設置されているＦＥ式湯沸器（16号）
の排気筒の天井裏隠ぺい部に腐蝕孔があり、燃焼排ガスが室内に漏えいした。

排気筒(大型湯沸器：FE式) リンナイ RUX-1610DWF LP 北海道エナジティック株式会社

2003/12/31 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

被害者が十分な換気ができていない状態で（換気扇は使用していたが排気フー
ド排出口が目詰まりしていた）、台所のＣＦ式大型湯沸器（排気フード内設
置）を使用したため、排気フードからあふれ出た燃焼排気ガスが何らかの原因
で浴室内に流入し、中毒となり死に至ったものと推定される。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-8C TG 北海道ガス株式会社

2004/1/8 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0

消防から「火災」の通報で出動したところ、キャビネットコンロ及びキャビ
ネットが焼損していた。原因は、家人がテーブルコンロ下のキャビネット内か
らフライパンを取り出そうとしたときにガス栓にあたったことにより、開放状
態になり、当該ガス栓に接続されていた先端開放のゴム管からガスが漏出し、
テーブルコンロ使用時に引火したものと推定される。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2004/1/10 千葉 富里市 漏えい着火 0 0 1

当該飲食店で爆発が発生したもの。仕込み作業中に業務用コンロが煮こぼれに
より立消えしたためガスが漏えいした。そのガスが店舗内の奥にある座敷下に
滞留して何らかの火源から引火、爆発したものと推定されている。

コンロ(業務用) マルゼン 不明 LP 株式会社昭和ガス実業

2004/1/10 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1
被害者が起床してたばこに火を着けたところ、ガスによると思われる爆発が発
生。 不明 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

2004/1/12 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 9
集合住宅の一室で原因不明の爆発が発生。

不明 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

2004/1/13 兵庫 神戸市 不完全燃焼 0 1 0

厨房で作業して帰宅した店員が、気分が悪くなり病院に搬送。ＣＯ中毒と診
断。連絡を受けた販売事業者が厨房を点検したところ、食器洗浄器用の湯沸器
が不完全燃焼し、上部の排気用フードは故障で作動せず。多量のＣＯが発生し
ていたためＣＯ測定器ではＣＯ濃度測定不能の状態。

大型湯沸器(食器洗浄機用) 不明 不明 LP 株式会社スミダ酸素商会

2004/1/13 三重 鈴鹿市 漏えい着火 1 0 1

フライヤーの種火の燃焼状態が悪いため、自ら点検修理を行った。厨房は段
ボールが敷かれており、点検修理作業のためその上に新聞紙を敷いていた。点
検修理作業を終えて、フライヤーに点火したところ、点検作業中に漏えいして
いたガスに引火し、その火が衣服に燃え移り、そこで転倒してしまったために
一気に全身が炎に包まれて火災に至った。

フライヤー マルゼン MGF13G LP 東海ミツウロコ株式会社

2004/1/16 福岡 北九州市 漏えい着火 0 0 0
機器接続時に何らかの原因で、軸と直角の方向に力が加わり、極めてわずかで
はあるがガスが漏れ、着火に至ったと推定。 ゴム管 光陽産業 F型ガスコード3M TG 西部ガス株式会社

2004/1/17 島根 佐田町 漏えい着火 0 0 0

２口末端ガス栓（調整器出口に接続）に接続されていたゴム管２本のうち１本
が燃焼器具に接続されていない状態（一方は２重巻コンロに接続）のまま、容
器バルブと２口末端ガス栓を開放してしまったため、ガスが漏えいし、２重巻
コンロの火から引火、爆発したもの。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社イマジン商会

2004/1/17 青森 青森市 酸欠・その他 0 1 0

当該店舗に知り合いが入店したところ、店主が具合が悪そうだったため救急車
で病院に搬送。消防が現場でガス臭を感じたため、ガス事業者に通報した。医
師の診断によると、体調不良とストーブを長時間使用し換気をしなかったこと
による酸欠が原因と考えられる。

ストーブ リンナイ
R-613PMSⅢ
製造年:1997年7月

TG 青森ガス株式会社

2004/1/18 東京 世田谷区 不完全燃焼 0 2 0

CF式湯沸器を使用して入浴していた被害者２名が風呂場で倒れ、病院に搬送さ
れ、CO中毒と診断された。現場検証の結果、湯沸器が不完全燃焼を起こしてお
り、これが原因でCO中毒になったものと考えられる。なお、台所の換気口，給
気口は目張りされており、機器の逆風止めからの排気溢れも確認した。入浴中
は、浴室の入り口が数センチ開いていたとのことで、ここからCOが流入したも
のと考えられる。湯沸器の排気筒は、共用ダクトに接続されており、ダクト調
査を実施したところ、排気あふれの原因となる要因が何点か認められた（断面
積不足・立上不足等）

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-101M
製造年:1993年6月

TG 東京ガス株式会社

2004/1/19 東京 台東区 不完全燃焼 0 2 0

消防から要介護老人宅で、老人とヘルパーの２名が倒れ病院に搬送されたとの
通報があり出動調査した。原因は、当初は湯沸器によるものと思われたが、機
器の取付位置及び家屋の構造上CO濃度の測定は困難な状態ではあったが、壁の
縁から200ppmのCOが検出された。後日、リフォ－ムに併せて排気筒等の構造を
確認したところ、①排気扇と排気筒が接続されていない。②天井裏に充満した
排気が壁裏の隙間を伝い壁の縁から室内に流入していることが判明した。

大型湯沸器(FE式) ノーリツ
GQ-1000WF
製造年:1985年8月

TG 東京ガス株式会社

2004/1/19 長崎 諫早市 漏えい着火 0 0 1

壁用ガス栓とガスファンヒーターの専用ホースを接続する接続プラグの取り付
けが甘くなっていたため何らかの原因で専用ホースがガス栓から外れ、ガスが
数分間漏洩し、漏洩ガスが十分換気されないまま、家人がホースを接続してス
トーブを再使用したため爆発。家人は、顔や手足に全治２～３ヵ月の火傷を
負って病院へ搬送された。

ゴム管 不明 不明 TG 九州ガス株式会社
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2004/1/21 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 0

需要家からガス栓から炎が出たので消火器で消したとの通報があり出動調査し
たところ、炊飯器に接続していたガス栓付近から火が出た模様。炊飯器のソ
ケットをガス栓に接続する時、何らかの原因で差し込み不良の状態になってい
たものと思われる。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2004/1/26 東京 千代田区 漏えい着火 0 0 0
ストーブ点火後に機器本体後側から出火し、接続部の一部が溶融した。原因
は、ガスコードの不具合と推定。 ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2004/1/27 愛知 阿久比町 漏えい着火 0 0 0

居間のガス栓につないだガスファンヒーターを居間と台所を移動させて使用し
ていた。ガス栓の袋ナットが何らかの原因で緩み、居間と台所の間仕切壁内に
漏れたガスが滞留し、流し台の電灯を消そうと台所側のスイッチを操作したと
ころ小爆発が起き、壁を損傷したと事業者は推測。

ガス栓 ガストップ工業 座敷コック D TG 東邦ガス株式会社

2004/2/1 鹿児島 鹿児島市 不完全燃焼 0 7 0

台所に設置していた瞬間湯沸器（開放式５号）を使用中に不完全燃焼となり、
７名がＣＯ中毒。事故直後、警察立会のもとＣＯ測定の結果、ＣＯ濃度は、
0.125%であった。換気不良状態で瞬間湯沸器を使用し、不完全燃焼となり、Ｃ
Ｏ中毒となったものと推定。なお、当該湯沸器は消費者が知人から譲り受けた
ものを自ら設置していたもので、不完全燃焼防止装置が設置されていたが事故
時は劣化により作動しなかったものと推定。

小型湯沸器 リンナイ RUS-51BT LP 日米礦油株式会社

2004/2/5 埼玉 鴻巣市 漏えい着火 0 0 0

需要家が入浴中、隣人から給湯器の排気部から火が出ているとの連絡があっ
た。給湯器内部の点検をした結果、器具内部の焼損、ガスの漏えい、水漏れ等
は認められなかった。器具の経年劣化、設置環境による塵、蜘蛛の巣等何らか
の原因が複合して異常燃焼を起こしたものと思われる。

大型湯沸器(RF式) ナショナル
GF-GU-16RA3
製造年:1992年

TG 新日本ガス株式会社

2004/2/6 北海道 釧路市 漏えい着火 0 0 1

調理場で爆発が起こり、店主がやけどを負ったもの。原因等詳細は不明である
が、コンロの器具栓からガスが漏れ、近くのピットに滞留し、コンロに点火し
たときに引火、爆発したと推定される。

コンロ 不明 不明 LP
エア・ウォーターエネルギー株式
会社

2004/2/17 東京 小平市 不完全燃焼 0 15 0

製菓専門学校の実習室において、パン焼器を使用中に１５名が気分が悪くなり
救急車で病院に搬送された。現場検証したところ、パン焼き器の排気から3.8%
のCOが検出された。パン焼き器の排気フードの構造は排気を100%排出するには
適当といえない構造であった。排煙用窓を一部開けた状態で運転すると、フー
ドから排気が溢れ約60ppmのCOが検出された。フード内換気扇を停止した状態
では、機器周辺で250～260ppmのCOを検出した。パン焼き器の不完全燃焼の原
因は、定格以上のガスインプットに設定されており、燃焼バランスが崩れたた
めと思われるが詳細は不明。

業務用パン焼き器 三幸機械
GTM-GGG-21
製造年:1999年6月

TG 東京ガス株式会社

2004/2/25 鹿児島 鹿児島市 不完全燃焼 0 5 0

朝、住人が起床したところ、軽い中毒症状に気付き消防に通報。通報者を含む
５名が救急車で病院に運ばれた。原因は、排気筒が屋内天井裏を通過する屋外
設置型ＦＥ式給湯器の排気筒の先端を、塗装業者がビニールで閉塞したため、
前夜、住人が給湯器を使用した際、排気不良に伴う不完全燃焼によりＣＯが発
生し、同時に、圧力がかかった排気が天井内で溢れ、天井内に充満し、時間経
過により、部屋底部に滞留し就寝中の５名がＣＯ中毒に至ったものと考えられ
る。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-16SSW4-2
製造年:1993年12月

TG 日本ガス株式会社

2004/2/27 広島 府中町 漏えい着火 0 0 2

改装工事中のテナントの厨房でガス臭がしたためテナント従業員が点検し換気
を行った。10分後に業務用レンジを使用したところ、使用10分後に大音響とと
もに爆発が起こった。調査したところ、別の末端ガス栓に接続されていたゴム
管に燃焼器具が接続されていなかったが、誤って末端ガス栓を開放してしまっ
たためガスが漏えいし、業務用レンジの火から引火、爆発したものと判明し
た。

末端ガス栓 不明 不明 LP 富永商事株式会社

2004/3/2 北海道 七飯町 漏えい着火 0 0 1

給食調理室で回転釜に手動点火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発
したもの。事故後調査したところ、配管系に異常はなく回転釜の器具栓が１つ
緩んでいたことから、器具栓が完全に閉止されていなかったためガスが漏えい
したと推定された。

回転釜 服部工業 GHSⅢ-28 LP 株式会社大清水産業

2004/3/2 東京 小平市 不完全燃焼 0 1 0

製パン工場の作業場において、桜餅皮焼器使用中の作業員１名が気分が悪くな
り救急車にて病院に搬送された。同所で作業していた他の１名は特に問題はな
かった。バーナ上部で300～500ppmのＣＯが検出された。排気フード下端まで
の高さは床から190cmほどあり、機器周囲を大きく覆う形状のため、フードで
収集しきれなかった排気を吸引した、もしくは、機器の側面等に立った場合
に、バーナーからフードに収集されるまでの間で排気を吸引したことが原因と
想定される。季節稼働につき、現在は稼働停止中。3/31に機器メーカーは12本
あるパイプバーナーの一次空気取入口の埃等の目詰まりを清掃、6本ある赤外
線バーナーを交換し燃焼は良好となった。

業務用桜餅皮焼器 新日本機械 不明 TG 東京ガス株式会社

2004/3/8 熊本 大津町 漏えい着火 0 0 0

納屋でガラスの割れる音がしたため見に行ったところ、湯沸器が設置している
部屋に煙が充満し、湯沸器から火が出ていた。湯沸器は２月７日に新品を設置
したものあったが接続にはゴム管が使用されていた。（以前からゴム管を使用
していた）
ガス漏れ原因等詳細は不明である。

小型湯沸器 パロマ PH-55A LP 菊池地区農業協同組合

2004/3/16 愛知 知立市 不完全燃焼 0 2 0

１６日に当該宅の住人２名が気分が悪くなったため、救急車で病院に搬送、Ｃ
Ｏ中毒で入院と１８日に通報があった。内管気密等異常なく、金網ストーブの
燃焼確認をしたところ不完全燃焼していた。原因は機器底部の空気取入口に埃
が詰まって給気不足により不完全燃焼になったと思われる。

ストーブ 三洋電機
SU-30B
製造年:1971年1月

TG 東邦ガス株式会社
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2004/3/18 山形 酒田市 不完全燃焼 0 1 0

被害者が入浴中に気分が悪くなり、浴室からあがり洗面所で倒れているところ
を家族が発見し１１９番通報した。原因はアパート外壁塗装工事において、排
気トップ及び吸気口をビニールで覆ったため、排ガスが逆流し、燃焼空気不足
により不完全燃焼し一酸化炭素中毒になったと思われる。

風呂釜(CF式) 不明 不明 TG 酒田天然ガス株式会社

2004/3/22 香川 観音寺市 不完全燃焼 0 3 0

鮮魚調理場において、ＣＦ式湯沸器が不完全燃焼を起こしたため従業員３人が
ＣＯ中毒となったもの。ＣＦ式湯沸器の排気筒が風圧の影響を受けやすい位置
にあったため、排気不良により不完全燃焼となったものと推定。

大型湯沸器(CF式) 不明 不明 LP 岡田石油株式会社

2004/3/22 東京 葛飾区 漏えい着火 0 0 0

居酒屋において、調理開始後しばらくしてコンロの裏側から炎が出た。ガス栓
付近は手狭でガス栓の操作ができないため、メーターガス栓を停止し、隣人が
換気扇等に着火した火を消火器で消し止めたとのこと。コンロは青ゴム管で接
続してあったが、安全バンドが末端から１ｃｍほどずれていたため調理の衝撃
や箒による掃除等の影響で接続部が緩み、漏れたガスにコンロの火が引火した
ものと思われる。

ゴム管 不明
不明
製造年:1994年4月

TG 東京ガス株式会社

2004/3/27 栃木 那須町 漏えい着火 0 0 1

バイキングの準備をするため、ホットプレートに着火棒で点火しようと、器具
栓を開けたが、着火棒の調子が悪かったため点火できなかった。そのため、別
の点火棒を探して再度点火しようとしたところ、器具栓を開けたまま点火棒を
探していたため、その間に漏えいしていたガスに引火、爆発したもの。

ホットプレート 不明 不明 LP 有限会社蓮実燃料店

2004/4/4 新潟 分水町 不完全燃焼 0 4 0

消防から、家族が風呂に入っていてCO中毒で倒れ、救急車で病院に搬入された
との情報が入り、現場に出動調査。原因は、浴室隣接の脱衣場に設置してあっ
た不燃防無しCF式湯沸器の排ガスが浴室換気扇使用により、室内が負圧となり
排気筒から排出されず脱衣場及び浴室に充満したものと思われる。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH81M(5)
製造年:1997年7月

TG 分水町

2004/5/1 東京 渋谷区 不完全燃焼 0 1 0

飲食店においてフライヤーを使用中に従業員２名が気分が悪くなり救急車にて
病院に搬送された。現場検証したところ、使用していたフライヤーの排気から
2.2%のCOが検出された。換気設備の状況は、排気をフードで捕集し、フード内
換気扇で屋外に排出させる構造になっていたが、事故時は開店前から換気扇不
使用の状態で作業をしていたとのこと。このため、排気ガスが十分に排出され
ず、軽度のCO中毒になったものと推定される。フライヤーの不完全燃焼の原因
は、機器内部に埃や油煙が付着したためと思われる。

業務用フライヤー コメットカトウ
CSF-L3MFF
製造年1993年2月

TG 東京ガス株式会社

2004/5/3 三重 大王町 漏えい着火 0 0 0

３口コンロの２口を使用していたところ、爆発が発生した。連絡を受けた販売
事業者が現場で確認したところ、金属フレキの接続部のねじ込みが不十分で
あったため、そこからガスが漏えいしていたと推定された。

金属フレキ管 不明 不明 LP 鳥羽志摩農業協同組合

2004/5/8 長野 長野市 漏えい着火 0 0 1

当該飲食店でナンを焼くための窯状の調理器具にアルバイトの女性が点火しよ
うとしたところ、パイロットバーナーに点火しないままメイン器具栓を開き、
点火棒で点火しようとしたため、滞留していたガスに引火、爆発したもの。

窯状調理器 サンワード 不明 LP 岡谷酸素株式会社

2004/5/11 京都 京都市 漏えい着火 0 0 1

住人が２口コンロを使用したまま外出し、何らかの原因により出火し、帰宅し
た住人が消火しようとして負傷したもの。
原因等詳細については不明である。

コンロ パロマ IC-E701F-L LP 有限会社中央プロパンガス商会

2004/5/13 埼玉 所沢市 漏えい着火 0 0 0

２口末端ガス栓のうち１口はコンロに接続され、もう１つは燃焼器具に接続さ
れておらずプラスチック製のキャップが取り付けていた。誤って２口とも末端
ガス栓を開いてコンロを使用したため、未接続側の元栓のヒューズ機能が働か
ず漏えいしたガスに引火したもの。

末端ガス栓 不明 不明 LP 東京油化株式会社

2004/5/14 和歌山 湯浅町 漏えい着火 0 0 1

当該住宅で爆発があり、台所を中心に焼損壊した。爆発の原因等詳細は不明で
ある。また、事故時の使用量は通常時に比べて非常に多くなっていた（0.1m3
／月→1.8m3／月）。

不明 不明 不明 LP 湯浅プロパン燃料株式会社

2004/5/18 熊本 山鹿市 漏えい着火 0 0 1

消費者がたばこの火でコンロに点火しようとしたところ、漏えいしていたガス
に引火、爆発したもの。漏えい原因等詳細は不明である。なお、配管等につい
て調査を行ったが異常は認められずまた、コンロについてもメーカーで調査し
たところ異常が認められなかった。

コンロ リンナイ RTS-2KC LP 株式会社ガステック

2004/5/20 神奈川 川崎市 漏えい着火 0 0 0

需要家宅において、テーブルコンロを使用するため点火したところ、コンロの
裏側から煙が出た。レンジガードをはがしてみると、炊飯器用の青ゴム管とソ
ケットが接続されていたガス栓部分がくすぶっていたため濡れ布巾で消火しガ
ス栓を止めたとのこと。出動調査したところ、ソケットは既に外されていた状
態で原因の特定にいたらなっかった。（ソケットはS型でゴム管がコンロ台に
当たり、反発力を常に受ける状態であったため、接続時にロックが完全にかか
らない状態で接続が保たれていたものと思われる。漏れた微量のガスがレンジ
裏に滞留し、点火時のスパークが着火源になり引火したものと推定される。）

ゴム管 ターダ 不明 TG 東京ガス株式会社

2004/5/25 埼玉 春日部市 漏えい着火 0 0 1

需要家宅において昼食準備のためレンジのコンロを使用中、オーブン扉のガラ
スがボンという音とともに飛び、需要家の太ももに当たり軽度の打撲を負っ
た。連絡を受けて調査したところ、オーブンからのガス漏洩を確認した。原因
は、使用していないオーブンのハンドルが何らかの原因でわずかに開放され、
漏洩したガスがオーブンに滞留し、レンジの火が引火したものと推定される。

レンジ フランス製
不明
製造年:1987年

TG 東彩ガス株式会社

2004/5/29 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 2

消費者が食事を作ろうとコンロに点火したがそのまま眠り込んでしまった。そ
の後、隣の和室でたばこを吸おうとしたところ、何らかの原因で漏えいしてい
たガスに引火、爆発したもの。ガス漏れ原因等詳細については不明である。

コンロ 不明 不明 LP 大鵬ホームガス産業株式会社

2004/6/10 栃木 鹿沼市 漏えい着火 0 0 1

調理室で回転釜に点火しようとしたところ、排水溝に滞留していたガスに引火
したもの。なお、器具栓が既に開いていたため、ガスが漏えいし、排水溝に滞
留していた。

回転釜 不明 不明 LP 北日本ガス株式会社
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2004/6/25 兵庫 西宮市 不完全燃焼 0 4 0

美容院において、ＦＥ式大型給湯器使用中に臭いがするとの通報を受け出動し
たところ、従業員４名が気分が悪くなり病院に行き、ＣＯ中毒と診断された事
が判明した。原因は長年の多頻度での使用により熱交換機部分のフィン部が目
詰まりしている状態で、通常より多くのお湯を使ったため、燃焼量が多くな
り、排気がフィン部で滞り、不完全燃焼を起こし、その排気が機器本体の隙間
からあふれ出したことによるＣＯ中毒と推定される。

大型湯沸器(FE式) 大阪ガス
033-0152
製造年:1994年10月

TG 大阪ガス株式会社

2004/7/3 神奈川 藤沢市 漏えい着火 0 0 5

従業員が厨房に設置している３口コンロを使用して翌日の仕込みをしていたと
ころ、足下に設置されていた２口末端ガス栓（フレキガス栓＋ホースエンド型
ガス栓）に従業員がふれてフレキガス栓側が半開の状態になり、ガスが漏え
い、コンロの火から引火爆発した。なお、２口末端ガス栓の一方にはゴム管が
接続され、フレキガス栓側は未使用であり閉栓措置はされていなかった。

コンロ 尾崎製作所 M-900 LP 有限会社森井プロパン商会

2004/7/4 静岡 静岡市 不完全燃焼 0 1 0

カレー店においてフライヤーを使用後、厨房内で目がちかちかするが臭いはな
いとの通報があり出動した。症状を訴えた従業員１名は既に帰宅し、その後病
院にて軽いCO中毒と診断され数日間入院した。現場検証の結果、エアコン使用
時に冷風がフライヤー排気口に当たり、気流が乱れて良好な換気ができず、排
ガスを拡散していることが判明した。警報機を設置するとともにエアコンの風
向きを調整して排ガスが正常に換気されるように改善した。

業務用フライヤー サンウェーブ
S-GFA-15S
製造年:2002年8月

TG 静岡ガス株式会社

2004/7/5 静岡 熱海市 ガス中毒 0 1 0

消防からの出動要請があり現場を確認したところ、管理人がガス臭に気づき
メーターガス栓を閉止して部屋に入ったところ、台所横の和室に被害者が倒れ
ていたのを発見したため消防に連絡して病院に搬送した。台所のコンロの上に
は水の入ったやかんがかけてあり、器具栓は３ヶとも開栓した状態で換気扇は
止まっていた。灯内々管のガス漏れ検査を実施したが異常は認められなかっ
た。原因は、オーブンコンロの器具栓の誤操作（点火ミス）により漏出した生
ガスによるCO中毒と推定される。

レンジ 東芝
PRA-45Z1
製造年:1975年10月

TG 熱海ガス株式会社

2004/7/8 長野 須坂市 不完全燃焼 0 4 0

４人で蒸し器でおやきの加工作業中、クーラーを使用のため窓を閉め切り、換
気扇を使用せず、換気不良による不完全燃焼を起こしてＣＯ中毒となった。警
察により再現調査したところ、ＣＯ濃度が高濃度に上昇するのが確認。

蒸し器 不明 不明 LP 須高農業協同組合

2004/7/20 鳥取 倉吉市 漏えい着火 0 0 1

点火器具でコンロに点火しようとしたところオーブンから漏えいしていたガス
に引火爆発した。事故前日、オーブンの器具栓を開けたまま末端ガス栓（オー
ブンとコンロが接続している）を閉止して業務を終えていたため、事故当日コ
ンロに使用しようと末端ガス栓を開けたためオーブンからガスが漏えいした。

オーブン 不明 不明 LP 山陰酸素工業株式会社

2004/7/25 愛知 豊田市 漏えい着火 0 0 1

シャワーを浴びようと風呂釜（BF式）の種火を点火しようと点火用のハンドル
を回転させたがうまく点火せず繰り返しハンドルを回していたところ、着火が
遅れ、その間に滞留していたガスに引火し、爆発したもの。

風呂釜(BF式) ノーリツ GBSQ-802S-I LP 三河商事株式会社

2004/8/3 和歌山 和歌山市 不完全燃焼 1 0 0

店舗において、訪問者が従業員１名が倒れており、蒸し器から白い煙が出てい
るのを発見した。病院に搬送されたが、ＣＯ中毒で死亡した。なお、発見時、
換気扇は使用されておらず、窓・扉が全て閉じられていた。その後、警察立ち
会いの下、ガス事業者が蒸し器の燃焼試験を行ったところＣＯ発生を確認し
た。

業務用蒸し器

（業務用蒸し器）
アラハタ製作所
（バーナー）
セタガヤ

（業務用蒸し器）
SD-0
製造年:2003年6月
（バーナー）
TA201HTX

TG 大阪ガス株式会社

2004/8/11 大阪 大東市 漏えい着火 0 0 0

BF式風呂釜の器具配管接続部から漏れたガスにバーナーの火が引火し、機器内
部と強化ゴムホースの一部を焼損した。機器は直前に点火不良修理のため、
バーナー部の取り外し・取付を行っており、この際、接続不良があったものと
推定される。

風呂釜(BF式) 大阪ガス 31-889 TG 大阪ガス株式会社

2004/8/12 愛知 足助町 漏えい着火 0 0 1

風呂釜に点火操作をしたが、実際は点火されていなかった。５分後にふろに入
るため点火操作をしたところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。風呂釜
は製造されてから20年以上経過したものであった。 風呂釜(バランス型) 日立 HM-1（製造から20年以上） LP マルス商店

2004/8/13 長野 茅野市 不完全燃焼 0 4 0

台所に設置していた開放式湯沸器（５号）を使用中、気分が悪くなったため、
病院に搬送され、ＣＯ中毒と診断。事故後の調査で換気扇を回さないで湯沸器
を使用していたため、換気不良により燃焼不良となり不完全燃焼を起こしたも
のと推定。

小型湯沸器 松下 GW-5DV LP 信州諏訪農業協同組合

2004/8/16 東京 目黒区 不完全燃焼 0 5 0

翌日の開店のため、朝の６時頃からオーブンを使用していたが、従業員の４名
の具合が悪くなり、病院に搬送されたとの通報があり出動調査をしたところ、
同店では電気オーブンの増設工事が行われており、工事に伴い排気フード内の
排気ファンを前日に取り外していた。このことは社員に伝わっていなかった模
様で、ファンを取り外した状態でオーブンを使用したため排気フードから溢れ
た排気ガスが厨房室内に逆流し、CO中毒になったもの。（残り１名も念のため
後に病院に運ばれ検査をうけた。）

業務用パン焼き器 ワールド精機
FG-43T-A-FFP
製造年:1999年5月

TG 東京ガス株式会社

2004/8/17 熊本 植木町 漏えい着火 0 0 0

保安機関へ流量超過遮断と通報があったため消費者宅へ連絡した。消費者が台
所で煙が立ち上っているのを発見し、消費者が自ら消火器で消火した。消費者
によると事故前日18時頃からガスは使用していないことＳ型メーターに異常表
示がないこと及び警察・消防の調査でもコンロ付近に着火源となるものが発見
できなかったことから原因は不明である。

不明 不明 不明 LP 鹿本農業協同組合

2004/8/24 東京 足立区 漏えい着火 0 0 0

２口末端ガス栓のうち未使用側のガス栓を誤って開放したため、ガスが漏えい
していた。コンロを使用していたところ漏えいしていたガスに引火したもの。
末端ガス栓にプラスティック製のキャップが付いており、漏えいしたガス流量
が少なかったため、ヒューズガス栓が作動しなかったと推定された。

末端ガス栓 不明 不明 LP 河原実業株式会社
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2004/8/24 千葉 豊里市 漏えい着火 0 0 1

消費者が風呂釜のガスバーナーへ点火したところ、漏えいしていたガスに引
火、爆発したもの。通常は「パイロットバーナーのバルブ」、「末端ガス栓」
の順で開けて点火していたが、事故時は誤って「メインバーナーのバルブ」を
開けてしまったため、通常よりも多くガスが出ていたため点火したときに爆発
したものと判明した。

風呂釜 不明 不明 LP 日本ガス株式会社

2004/8/31 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0

何らかの原因で、ガスコードの炊飯器接続部（迅速継手）からガスが漏洩・着
火し、炊飯器、ガスコード、流し台及び食器棚の一部を焼損した。なお、ガス
炊飯器は、流し台の上に置かれたプラスチック製の台の上に置かれていたもの
が、流しのシンク内に転倒していた。

ゴム管 不明
不明
製造年:1998年

TG 大阪ガス株式会社

2004/9/1 福島 会津若松市 不完全燃焼 0 2 0

調理中、換気扇を回すのを忘れて大型コンロを使用していたところ、換気不良
から不完全燃焼となりＣＯ中毒となった。また、給気口の前に荷物を置いてい
たため十分に給気できていなかった。

コンロ 不明 TS-208 LP 株式会社ザ・トーカイ

2004/9/1 愛知 小牧市 漏えい着火 0 0 1

学校の給食室でお茶を作ろうとして貯湯式湯沸器の種火を点火しようとした
際、数回、点火作業を繰り返したがうまく点火せず着火が遅れ、その間に滞留
していたガスに引火したもの。

大型湯沸器 奧山熱器 DST-10 LP 尾張中央農業協同組合

2004/9/1 福島 福島市 不完全燃焼 1 0 0

被害者１名が入浴中に倒れ死亡（ＣＯ中毒）。原因はＣＦ式風呂釜のカラート
タン製多翼型排気筒トップが腐食しており、台風の影響によりその付け根部が
破損し、ずり落ちて排気筒の先端部が塞がり、燃焼排気ガスが浴室内に充満し
たものと思われる。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GSP-6M
製造年:1987年1月

TG 福島ガス株式会社

2004/9/5 山口 岩国市 漏えい着火 0 0 0

湯沸器に点火しようとしたがなかなか点火しないため何度も点火操作を繰り返
していたところ、その間に点火ノズルより漏えいしていたガスに引火し、さら
に引火した火が湯沸器の下に置いていた衣類等にも着火して小火災となったも
の。

湯沸器 不明 PH-12号A LP 青葉石油ガス株式会社

2004/9/5 東京 世田谷区 漏えい着火 0 0 2

警察から同所焼き鳥店において爆発事故が発生したとの通報を受けて出動調査
した。開店準備中に何らかの原因で室内に充満していたガスが爆発し、店長及
び通行人が被害にあった。

不明 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2004/9/9 大阪 茨木市 漏えい着火 0 0 0

卓上型テーブルコンロを使用する際、当該コンロ下部のキャビネット内の機器
に接続されていないねじガス栓を誤開放したため、漏洩・滞留したガスにコン
ロ点火時に着火し、コンロ内部を一部焼損したもの。原因は、当該機器を普段
使用しない者が、機器に接続されていないねじガス栓を誤開放したことによ
る。なお、当該コンロは、水道設備業者がビルトインコンロを撤去し、設置し
たものとのことである。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2004/9/10 神奈川 小田原市 漏えい着火 0 0 1

消防から社員食堂にてガス爆発との連絡を受けて出動調査した。担当社員が業
務用ガスオーブンレンジの作業中、火が付いていないことに気づき再点火しよ
うとしたところ、オーブン内に滞留したガスに引火し、炎が吹き出し顔面に火
傷を負ったもの。

レンジ 不明 不明 TG 小田原ガス株式会社

2004/9/11 秋田 男鹿市 不完全燃焼 0 3 0

理容室店舗内において洗髪のため湯沸器（６号）を使用したところ、１５時頃
から１８時半にかけて、店主他３名が体調不良となり病院に搬送された。原因
は、台風により湯沸器の排気筒立ち上がり部の支持金具が外れ、T型トップが
ぶら下がり、排気ガスが逆流止めよりあふれ出し、店舗内のＣＯ濃度があがっ
たことによると思われる。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH6号F(21)
製造年:1996年3月

TG 男鹿市

2004/9/19 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1

業務用スープレンジを点火したところ、金属可とう管の当該機器との接続部か
ら漏洩したガスに着火し、１名が軽度の火傷を負った。原因は、水道設備の変
更工事に伴い、設備業者が当該レンジを一時移動したが、金属可とう管を再接
続する際、締めが不十分（手締め）だった事による。

金属可とう管 不明 不明 TG 西部ガス株式会社

2004/9/20 福岡 福岡市 漏えい着火 0 0 1

作業員宿舎の１階食堂で朝食の準備をしていた従業員が炊飯器のスイッチを入
れた時、爆発した。食堂の業務用３口コンロのうち２口の器具栓が開いていた
ため、ガスが漏えいしていた。つまみが開いていた原因は不明。
なお、当該施設はガス漏れ警報器設置義務施設であるが未設置であった。

コンロ オザキ OZ90-60D LP 有限会社幸徳興産

2004/9/22 愛媛 松山市 不完全燃焼 0 4 0

地下１階食堂、売店、理髪店の従業員７名が気分が悪くなり、内４名が病院で
治療を受けた（ＣＯ中毒）。原因は、地下２階機械室に設置されている冷温水
器の煙道の煤煙測定用のダンパーを閉止した状態で運転したため、ダンパー手
前の煤煙濃度計から排気が同機械室に溢れだし、同機械室に設置されている地
下１階用空調機を通じて地下１階の各店舗に排気が放出されたことによる。な
お、ダンパーは、前日、煤煙濃度の測定をする際閉止し、元に戻していなかっ
た。

冷温水器 日立製作所 HAU-FG-200N TG 四国ガス株式会社

2004/10/4 埼玉 狭山市 漏えい着火 0 0 0

需要家からビルトインコンロのガス栓から炎が出たので濡れぞうきんで消した
との通報があり出動調査した。現場を確認したところ、キャビネット内のガス
栓は半開状態（ガス栓の検査口からガスが出る状態。）になっており、検査口
のプラグも落下し、打痕がついていた。爆発時は、コンロを使用していなかっ
たとのこと。

ガス栓 光陽産業 G334UPT3 TG 武州ガス株式会社

2004/10/5 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 2

消費者が台所でたばこを吸おうとライターに点火したところ、突然爆発が起
こったもの。Ｓ型マイコンメーターの継続使用時間遮断機能が作動し、気密試
験でガス栓より上流側で漏えいがないことからゴム管又は燃焼器具から漏えい
したと思われるが焼失していることから漏えい原因の詳細は不明である。

不明 不明 不明 LP 日本ガス株式会社
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2004/10/11 埼玉 越谷市 漏えい着火 0 0 1

８時頃、飲食店の店長が餃子焼き器のバーナー点検のため店に来て、メーター
ガス栓を「開」にして点検後８時30分頃に帰った。９時頃、従業員が仕込みの
ため裏口から店内に入りスープレンジに点火用ライターを使って２～３回点火
操作を行ったところ、爆発したもの。ゆで麺器の器具栓が半開となっていたた
め、ガスが漏えいしていた。店長又は従業員が狭い調理場に入った時に無意識
にゆで麺器の器具栓に触れたため器具栓が半開となったと推定される。なお、
警報器は設置されていたが電源が抜かれていたため作動しなかった。

麺茹で器 不明 不明 LP 東彩ガス株式会社

2004/10/21 埼玉 さいたま市 漏えい着火 0 0 2

ＬＰガスから都市ガスへの切替工事中の工程上、当日の工事は都市ガス用コン
ロ用の末端ガス栓等の設置を行い、風呂釜等はＬＰガスを使用する予定で仮設
で20㎏容器を接続。都市ガス工事業者は接続後、消費者へ使用方法とＬＰガス
用のコンロに使用の末端ガス栓は使用できない旨説明して当日の工事を終了。
その後、説明を受けていなかった消費者の息子が都市ガス用コンロを使用しよ
うとした時に、コンロが接続されていないＬＰガス用の末端ガス栓を開いて点
火を行ったため、引火爆発した。ＬＰガス用の末端ガス栓には閉栓措置せず。

末端ガス栓 不明 不明 LP 不明

2004/10/23 新潟 長岡市 漏えい着火 0 0 0

ホテルの需要家から屋上に設置したボイラーから出火し、消防が消火したがガ
ス臭いので点検してもらいたいとの通報があり、点検したところボイラー電装
部が焼損していたため、電装品による火災扱いとして作業員は帰社した。後
日、別件で消防本部を訪れたところ、本件については、地震により固定されて
いないボイラーが異動したため入り口のガス用フィルターが破損してガスが漏
洩し、電磁弁配線のショートによるスパークが着火源となり引火したもので、
ガス事故扱いとして処理する旨を受けたもの。

温水ボイラー 不明 不明 TG 北陸ガス株式会社

2004/10/28 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1

入居に伴い、供給開始時点検調査を開始した。浴室に設置されていたＣＦ式風
呂釜の点火テストのため点火操作を行っていたがうまく点火しなかったため、
何度か繰り返し点火操作を行っていたところ、爆発したもの。

風呂釜(CF式) 長府製作所 GFS-701 LP 日本ガス株式会社

2004/11/8 千葉 市川市 漏えい着火 0 0 0

宿舎の需要家から入浴しようと点火して数分経過後小爆発が発生したとの通報
があり、出動調査をしたところ、風呂釜側面パネルが変形していた。浴槽に水
張りしたところ、機器内部での漏水が確認された。漏水でバーナー部が冠水し
異常燃焼したものと考えられる。

風呂釜(BF式) ノーリツ
GUS-50
製造年:1991年9月

TG 京葉ガス株式会社

2004/11/10 静岡 三島市 漏えい着火 0 0 1

飲食店の需要家から厨房内オーブンが爆発し、従業員１名が負傷したとの通報
があり出動した。現場を確認したところ、負傷した従業員が休憩にはいる時、
器具元コックは閉めたがオーブンコックを閉め忘れ、他の従業員が気付かずコ
ンロ調理を開始したためオーブン内に滞留していたガスに引火爆発し、前面に
扉が吹き飛ばされたものと推定される。ちょうどオーブン前には休憩を終えた
従業員がおり、扉による打撲を受けたもの。

レンジ 不明 不明 TG 静岡ガス株式会社

2004/11/14 埼玉 川越市 漏えい着火 0 0 0

消費者の浴室から煙が出ているのを近隣の人が発見し、消火活動を行うと共に
消防署へ連絡した。浴槽内の水の有無を確認せずに風呂釜に点火したため、空
だきとなったもの。なお、当該風呂釜には空だき防止装置が付いていなかっ
た。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-205 LP 有限会社岩沢製油所

2004/11/16 宮崎 串間市 漏えい着火 0 0 1

事故前日、フライヤーの元栓、メインバーナーの栓等を開けた状態で消費者が
メーターの遮断弁を閉止。当日、メーターの遮断弁の復帰操作をしたが「開」
とならず、販売事業者にその旨を連絡。同事業者はガス漏れ警報器が鳴ってい
ないこと及びガス臭がしないことを確認した後、バイパスの弁を開けるように
指示。しかし、フライヤーの元栓等が開放状態であったため、ガスが漏えいし
てフライヤーの点火操作を行った際に引火、爆発した。メーターが遮断しても
弁を切り替えることによりガスが使用できるようにバイパス配管を設置してい
た。

フライヤー MIDORI F-82C LP 日南マルヰガス株式会社

2004/11/18 福島 原町市 漏えい着火 0 0 1

消費者が調理の途中で離れた間に吹きこぼれで立消えとなっていた。そのた
め、末端ガス栓を閉めて、床とガス台を拭いていたところコンロが落下しそう
になり、それを支えようとしたところ爆発した。末端ガス栓を閉めたが不完全
であったことからガスが漏えいしていた。また、ガスコンロを支えようとした
ときに点火ボタンに触れたため引火、爆発したと指定される。

コンロ パロマ IC-3300F-1 LP 原町市ガス株式会社

2004/11/25 大阪 池田市 漏えい着火 0 0 1

器具等接続されていないガス栓（ヒューズ機能なし）が何らかの原因で開放
し、漏洩したガスに、男性がタバコを吸おうとして点火したライターの火が引
火し、男性が軽度の火傷を負とともに、ふすまを一部焼損したもの。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2004/11/26 大阪 堺市 漏えい着火 0 0 0

ファンヒーター内部の電磁弁ユニットとガス接続部から漏れたガスに当該ファ
ンヒータの炎が引火し、ファンヒーター上部を焼損した。原因は、需要家が自
ら分解清掃を行った際、当該接続部のパッキンを付け忘れたものと推定され
る。

ストーブ 大阪ガス 140-9012 TG 大阪ガス株式会社

2004/11/28 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 1

入居者の住人が浴室で風呂釜の点火操作を行っていたところ、爆発となった。
なお、風呂釜は入居時、販売事業者が点検をしたときに点火不備が認められ、
メーカーの点検を受けていた。点火操作中に風呂釜内にガスが滞留して、点火
した際の火花により引火、爆発した者と推定された。

風呂釜 高木産業 TP-A851 LP 有限会社丸富商会
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2004/12/4 愛知 一宮市 不完全燃焼 0 4 0

パイプシャフト内に設置の後方排気タイプＲＦ式給湯器の排気筒と接続する部
分から排気筒の曲管部が外れ落ち、排気がパイプシャフト内に排出されたこと
により給湯器が不完全燃焼を起こし、その排気がパイプシャフト内の天井部の
隙間から居室に流入したため家族４名がめまい等で気分が悪くなり病院に搬送
された。検査の結果軽いＣＯ中毒と診断された。原因は、排気筒が一般的には
使用されないフレキ管で、給湯器の排気筒と接続する部分の口径より排気筒曲
管部の口径が大きく、この両者及び曲管部の他端の接続をアルミテープで実施
していたため経年劣化等ではがれ、曲管部が脱落したためと、ﾊﾟイﾌﾟシャフト
と居室を隔てている壁の天井際に隙間があったため。

大型湯沸器(RF式) リンナイ
RUX-1600DPSB
製造年:1991年9月

TG 東邦ガス株式会社

2004/12/8 岐阜 関市 漏えい着火 0 0 2
消費者宅で何らかの原因により漏えいしたガスに引火、爆発となったもの。

不明 不明 不明 LP 東海ミツウロコ株式会社

2004/12/12 長野 塩尻市 漏えい着火 0 0 2
消費者がガスストーブの点火操作をしているときにガス栓が不完全閉止の状態
となり、ガスが漏えいし、その後ストーブの点火操作をしたときに引火した。 ストーブ 不明 不明 LP 長野プロパンガス株式会社

2004/12/13 富山 富山市 漏えい着火 0 0 0

事故当日早朝、洗濯物の乾燥を行うためガス衣類乾燥機のガス栓を開き、脱水
済の洗濯物を同機の中に入れ、ふたを閉じ、点火スイッチを入れた直後に爆発
が起きた。

ガス衣類乾燥機 松下電器産業
NH-G40Y5
製造年:1993年1月

LP 日本海ガス株式会社

2004/12/14 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 0

需要家（飲食店）から厨房のガス栓付近から引火したとの通報があり出動した
ところ、コンセント継手とゴム管の一部が焼損していた。原因は、ガス栓とコ
ンセント継手の接続部が何らかの原因により接続不良になり、漏えいしたガス
にコンロの火が引火したものと推定される。

ゴム管 ハーマン 製造年:2003年6月 TG 大阪ガス株式会社

2004/12/25 広島 広島市 不完全燃焼 1 2 0

小型湯沸器の不完全燃焼によるＣＯ中毒。ほこりによる給気不足により炎が延
び、熱交換器内部にすすが大量に付着したことが要因で、高濃度のＣＯが発生
したものと推定。また、換気扇及びガス漏れ警報器（不完全燃焼警報機能付）
があったが電源プラグが抜かれていた。

小型湯沸器 リンナイ
RUS-5RX
製造年:1991年8月

TG 広島ガス株式会社

2004/12/27 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 0

炊飯器使用中に炊飯器下のクロスと付近のカーテンの一部を焼損した。調査の
結果、炊飯器と接続具の接続部から漏れたガスに炊飯器の火が引火したことに
よるものと推定される。

ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2004/12/28 福井 福井市 漏えい着火 0 0 1

消費者が台所で正月用の煮豆を作ろうとコンロに点火したところ漏えいしてい
たガスに引火、爆発した。消費者がコンロの点火操作を繰り返していたとこ
ろ、その間に漏えいしたガスが燃焼器内に滞留したものと推定された

コンロ 不明 不明 LP 不明

2005/1/10 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 1

開店準備のために店主がうどん釜のパイロットバーナーが点火しているのか確
認しないままメインバーナー栓を全開にした。１時間後、お湯が沸いていない
のに気が付き、あわてて点火ライターで点火しようとしたところ、器具内及び
周辺に漏えいしていたガスに引火、爆発した。

うどん釜
ウサミ
（北沢産業納品）

※特注品 LP 成田産業株式会社

2005/1/23 愛知 豊橋市 不完全燃焼 0 8 0

消防より連絡を受け出動したところ、ＣＯ中毒で８名が病院へ搬送されてい
た。原因は小型湯沸器で浴槽へ給湯したことによる。不燃防付であるが、フィ
ンが経年により目詰まりしており、排気不良により５分程度で停止したが、再
三点火を繰り返したことにより、一酸化炭素中毒が発生したと消防見解。

小型湯沸器 ハーマン
YR526
製造年:1994年

TG 中部ガス株式会社

2005/2/6 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1

２階の居間でコンロに接続していたゴム管を外して、暖を取るためストーブに
接続して、ストーブを点火したところ、爆発した。事故後、販売事業者がゴム
管、調整器及びストーブの漏えい試験を実施した結果、異常がなかったことか
らストーブとゴム管の接続部からの漏えいと推定された。

ゴム管 不明 不明 LP 札幌アポロ石油株式会社

2005/2/18 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 3 0

そばゆで釜で調理中、従業員3人の具合が悪くなり、病院に搬送。診断の結
果、ＣＯ中毒と診断。そばゆで釜の排気筒トップに燃焼効率が高まると思い金
属製の板（菓子箱の蓋）を斜めに立てかけ、使用中に何らかの振動によりこの
金属板が排気筒を完全に塞いだため排気不良から不完全燃焼となった。

そばゆで釜 マルゼン MGS-STL LP 寿燃料商事株式会社

2005/2/20 大阪 岸和田市 不完全燃焼 0 2 0

一般業務用建物の２階の社員食堂で洗い物をするため給湯器を使用中に従業員
２名が倒れ病院に搬送された。原因は、不完全燃焼していた給湯器のＣＯを含
んだ排気が、排気フードの屋外に設置された防鳥網が油等で目詰まりしていた
ことにより室内に流入したことによるものと推定される。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-101M TG 大阪ガス株式会社

2005/2/22 北海道 網走市 漏えい着火 0 0 0

厨房の従業員が室内に１名を残して休憩室に入ったところ５分後に爆発音が聞
こえた。休憩室内にいた従業員が爆発音のあった方へ駆けつけたところ、壁付
け中華コンロが爆風により手前に約50㎝せり出し、隣のフライヤーが横倒しに
なっていた。
休憩前に全ての火を消していたが、転倒したフライヤーだけはサーモスタッド
により自動に点火／消火されるためこれが着火源と推定された。コンロを直前
に使用した従業員による器具栓の不完全閉止によるものと推定された。

コンロ マルゼン 不明 LP 有限会社田中燃料店

2005/2/25 大阪 池田市 漏えい着火 0 0 0

消費者がビルトインコンロの右側コンロを点火したところ、右側点火スイッチ
下部にある予備ガスコンセント付近から出火し、点火スイッチ付近のパネル及
び予備ガスコンセント部の蓋が焼損した。なお、予備ガスコンセントにはガス
コードにて炊飯器が接続されており、炊飯器は保温状態であた。原因は、調査
の結果、予備ガスコンセントとガスコードの接続部に異物が付着する等の何ら
かの原因によりガスが漏洩し、コンロ点火時に引火したものと推定される。

ゴム管 ハーマン 不明 TG 大阪ガス株式会社

2005/3/3 宮城 仙台市 漏えい着火 0 0 0

消費者が10日ぐらい留守にしていたが、風呂釜の水抜きをしなかったため、
シャワー及び給湯管が凍結していた。それを知らずに何回が知らず繰り返し点
火を試みたため、その間に漏えいしたガスに引火し、バーナー付近を焼損し
た。

風呂釜(バランス型) 不明 不明 LP 株式会社設備センター
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2005/3/6 長崎 長与町 漏えい着火 0 0 0

居宅内で、居間においていた移動式ガスコンロ（ホース３ｍ）を隣接する食堂
で使用するため、ガス栓からコンロのホースを外して移動させたものの、ガス
栓が完全に閉止していなかったことから、ガスが漏れ出し、それに気付かず食
堂で使用していた石油ストーブの火が引火したものと推定される。

ガス栓 不明 不明 LP 長崎西彼農業協同組合

2005/3/17 神奈川 平塚市 不完全燃焼 0 2 0

女児と母親が浴室でＣＦシャワー付風呂釜のシャワー使用中に相継いで意識を
失った。家族の救急連絡により病院へ搬送され診断の結果、軽度の一酸化炭素
中毒であることが判明し入院。翌日退院時に医師から「ガス器具を調べても
らったほうが良い」との助言があり、ガス事業者に連絡し調べてもらったとこ
ろ風呂釜の不完全燃焼と逆風止めからの排気あふれが確認された。周辺状況を
調査したところ、数年前この建物の隣に１４階建てのマンションが建ち、塔頂
部が風圧の影響を受けやすい位置になっていた。不完全燃焼の原因は、風呂釜
内のガバナが長期間断続的に冠水していた形跡があり、このためダイアフラム
が劣化し圧力調整ができず供給圧力が規定値を超えていたためガス流量が増加
したことによるものと推測された。

風呂釜(CF式) 不明
ST-704CFSAN
製造年:1999年7月

TG 東京ガス株式会社

2005/3/22 宮崎 延岡市 不完全燃焼 0 2 0

台所に設置している開放式小型湯沸器（元止式　不完全燃焼防止装置なし）に
接続したホースを浴室まで引き延ばし、浴室内でシャワーを連続して１時間程
度使用していたところ、住人２人が気分が悪くなり、救急車で病院に搬送され
た。調査の結果、台所の換気扇を作動させず、湯沸器を使用し続けたため、換
気不良による不完全燃焼となり、ＣＯが発生し、ＣＯ中毒に至ったものと推定
される。

小型湯沸器 ナショナル
GW-5D(G)
製造年:1979年12月

TG 宮崎ガス株式会社

2005/3/26 新潟 村上市 不完全燃焼 1 0 0

シャワーを使用中に倒れ、４日後に死亡。屋外用湯沸器が浴室に隣接した物置
内に設置されており故障した湯沸器が黒煙を発生するほど不完全燃焼を起こ
し、多量のＣＯが浴室内に侵入。屋外湯沸器の設置場所は、居住部分の外側で
壁面に隙間もあるので販売事業者は屋外と認識し、改善を指摘せず。しかし、
四方が囲まれており屋内と判断される。同様な燃焼不良が５回発生、点検修理
を受けていた。警察の鑑定結果では、特に機器の故障は認められず、不完全燃
焼を起こしたのは設置条件によるものと推定。

大型湯沸器(屋外式) 東陶機器 RGH20CF1-W LP 有限会社大滝小太郎商店

2005/3/27 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0

当該建物の一室において、入居者２名がＦＦ式給湯暖房機使用中に気分が悪く
なり消防により病院へ搬送され、酸素吸入による加療を受けた。事故の原因
は、当該ガス消費機器の排気筒（排気側）の立上がり上方の排気筒接続部が何
らかの原因で外れていたことによる、排気ガスの室内への流入によるＣＯ中毒
に至ったものと推定。

大型湯沸器(FF式) ノーリツ FD-2802AFS-Q TG 北海道ガス株式会社

2005/3/29 東京 足立区 漏えい着火 0 0 0

消費者が炊事のためコンロと開放式湯沸器（５号）に点火し、その数分後に足
元にあった石油ファンヒーターに点火したところ、何らかの原因で漏えいして
いたガスに引火、爆発したもの。事故後の漏えい試験等では湯沸器系統配管、
ヒューズガス栓、コンロからは異常が発見されなかった。ゴム管は事故後処分
されており確認できず、また、ゴム管は半年前に交換したということだが、こ
の付近から漏えいの可能性もあるが詳細は不明である。

不明 不明 不明 LP 株式会社炭吉

2005/4/18 静岡 熱海市 ガス中毒 0 1 0

マンション管理人がガス臭に気づき室内に入って確認したところ、コンロ器具
栓の閉止が不完全でガスが漏えいしていたため器具栓を閉止した。当該部屋の
住人が頭痛がするとのことで救急車を手配し、病院で治療を受けたところ軽度
のＣＯ中毒と診断された。通報を受け出動したガス事業者が漏えい検査を実施
したが漏えいは無かった。

レンジ 東芝
PRA-45Z1
製造年:1975年

TG 熱海ガス株式会社

2005/4/20 兵庫 尼崎市 漏えい着火 0 0 0

自動通報サービスにより火災警報を受信し出動したところ、テーブルコンロへ
接続されたゴム管の一部が焦げていることを確認した。原因は、当該ゴム管に
よりガス栓と機器本体を接続した場合、ゴム管の長さに余裕がないためにテー
ブルコンロの後側上部（グリル排気カバー右部）に接触し接続されていた模様
であることから、ゴム管がグリル排気カバー右部に接触して長時間使用された
ことにより、ゴム管が熱によって劣化し、徐々にひび割れが進行し、今回のグ
リル使用中にここからガスが漏洩し、引火したものと推察される。

ゴム管 大阪ガス 080-0142 TG 大阪ガス株式会社

2005/4/23 北海道 千歳市 漏えい着火 0 0 0

当該建物の一室で爆発が発生し、建物の一部が破損した。意図的に２口ガスコ
ンロのゴムホースに切れ目が入れられており、当該部から漏出したガスが何ら
かの原因により着火し爆発したと考えられる。 ゴム管 不明 不明 TG 北海道ガス株式会社

2005/4/29 青森 野辺地町 漏えい着火 0 0 3

ニ重コンロの器具栓が完全に閉まっていなかったため、ガスが漏えいして微少
漏れであったが長時間漏れたため、ガスが滞留し、着火し爆発となった。ま
た、ガス漏れ警報器が作動していたが、作業を中断せずに継続したため、冷蔵
庫のサーモスタッドから引火したと思われる。

コンロ 不明 不明 LP 有限会社サイジョー

2005/5/8 大阪 柏原市 漏えい着火 0 0 0

台所でコンロの上に魚焼き用のアミを乗せて魚を焼いていたところ、加熱しす
ぎたため自分の服に火がついてしまった。風呂場に行き服に水をかけて消して
いたところ、台所付近でガスが漏えいし、何らかの着火源から引火爆発した。
なお、コンロに立消え防止装置はついていなかった。

コンロ 不明 不明 LP 株式会社藤江ガス水道設備

2005/5/11 静岡 三島市 漏えい着火 0 0 1

団子製造販売店の厨房で、アルバイト従業員が餡練り器のバーナーに点火しよ
うとした際に小爆発が起こり、腕と顔に軽度の火傷を負った（入院１日、腕：
全治10日間、顔：全治3～4日間）。原因は、餡練り器の器具栓が固いため、以
前から器具栓を開けたまま元のガス栓の開閉で点火操作していたが、事故当日
は、点火しようとしてガス栓を開けた後、点火棒への点火作業に手間取ってい
るうちに、器具内に生ガスが滞留し、そこに点火棒で着火したために小爆発し
たものと考えられる。

業務用餡練り器 不明 不明 TG 静岡ガス株式会社

144



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

2005/5/17 千葉 市原市 漏えい着火 0 0 1

事故前日、閉店時に消費者が老朽化した業務用コンロを交換するため取り外し
た。取り外したコンロは、ネジ接続用継手であり、新たに設置しようとした燃
焼器はゴム管用継手であったため、交換することができず、燃焼器を外した状
態で燃焼器直近の中間ガス栓を閉めてさらに遮断弁を閉じて帰宅した。事故当
日に別の従業員が出社して燃焼器が取り外されていることに気がつかず、遮断
弁を開け、さらに中間ガス栓を開けたため、配管内のガスが漏えいし、引火し
たもの。

コンロ マルゼン MG-9 LP 株式会社進藤商会

2005/5/25 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 0

炊飯器の機器故障で訪問したサービスショップから「炊飯器の露受け部が溶け
ている」との連絡を受け、機器を持ち帰り調査を実施した。その結果、炊飯器
のガス接続部からガス漏れが発生し、そのガスに炊飯器の火が引火したこと
で、露受け部が溶けたものと推測された。なお、ガス漏れの原因は特定できな
いが、炊飯器の外装、機器内部、ガス接続部には吹きこぼれの痕跡等の汚れが
多く確認されたこと、及び顧客は使用毎にガス接続を脱着していたとのことか
ら、炊飯器とガスコード接続部に何らかの異物が挟まったことによりガス漏れ
に至ったと推測される。

炊飯器 大阪ガス 炊飯器111-5510 TG 大阪ガス株式会社

2005/5/29 北海道 札幌市 不完全燃焼 0 2 0

入居者２名が入浴後、頭痛及び手足のしびれを訴え、病院に搬送されＣＯ中毒
と診断。現場検証で、排気筒天井裏隠蔽部に鳥の巣（排気筒トップから約70㎝
の位置）を確認。排気閉塞となり排気筒立ち上がり部と水平管との接続部から
排気が漏えいし、脱衣所に流入したことを確認。屋外排気筒トップのガラリが
広がっており、そこから鳥が進入したと推定。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-16CWF LP 株式会社一高たかはし

2005/5/29 兵庫 神戸市 不完全燃焼 0 2 0

弁当販売店から「ガス使用中気分が悪くなった。」で受付、出動した。当時
は、店内の入口を閉止し、換気扇を稼働させずにエアコンを使用していて炊飯
器２台同時使用中に店長と従業員が気分が悪くなり、病院で治療を受けた。原
因は、換気扇を使用せずに不完全燃焼している炊飯器を使用したことによる
が、当該炊飯器はノズルが目詰まりしていたことから不完全燃焼していた。

炊飯器 リンナイ 炊飯器HK-A21 TG 大阪ガス株式会社

2005/5/30 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 0

テーブルコンロの機器故障で訪問したサービスショップから「ゴム管が焦げて
いる」との連絡を受け、テーブルコンロ及びゴム管を持ち帰り調査を実施し
た。その結果、グリルボックス下側にゴム管が引き回されて接触、また、水が
ない状態での使用でグリルボックス下側が異常に温度上昇したことにより、ゴ
ム管の軟化、焦げが発生し、ゴム管が焼けてガス漏れが発生したところにグリ
ルから引火したと推測される。

ゴム管 大阪ガス ゴム管(080-0142) TG 大阪ガス株式会社

2005/6/7 北海道 北見市 漏えい着火 0 0 0

事故当日、ラーメン店主が仕込み中に厨房内のガス漏れ警報器が作動したた
め、原因を調べたところ、ラーメン釜に接続されているパイロットバーナーの
ホース先端部に亀裂が生じているのを発見。店主は当該ホース先端部からガス
が漏えいしていると判断し、バーナーを取り外してホース先端部を切断して再
度バーナーに接続。店主が着替えのため店舗を離れた１～２分後、店内で爆発
が起きた。ホースを再度接続したときの接続が不十分であったため当該部から
ガスが漏えいし、燃焼状態にあったラーメン釜の火より着火して爆発した推
定。

ゴム管 不明 不明 LP 有限会社第一プロパン販売

2005/6/9 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 0

鉄筋集合住宅で、消防から「ガスが漏れて着火」との通報により出動したとこ
ろ、換気扇と蛍光灯の一部が焼損していた。調査の結果、消費者が器具用ソ
ケットが使用できるかどうか確認するために、二口ガス栓にこの器具用ソケッ
ト単体（器具、ゴム管接続無し）を差し込んだため、ガスが漏出し、当該ガス
コンセントの横で使用中のテーブルコンロの火が引火したことによる。

ガス栓 大阪ガス 二口ガス栓(165-311) TG 大阪ガス株式会社

2005/6/21 宮崎 宮崎市 漏えい着火 0 0 1

魚の切り身を乾燥させる装置（ボックスの下部より鋳物コンロを用いて加熱
し、ボックス内を温室にする装置）を自ら作製し、試運転を行っていた。事故
当日の11時に当該装置の鋳物コンロに点火し、その後、12時頃に確認をしたと
ころ火が消えていたため、鋳物コンロに繋がっている末端ガス栓を閉止した。
40分後ぐらいにライターで点火しようとしたところ、爆発したもの。12時の確
認時に火が消えており、また鋳物コンロには立消え安全装置が付いていないこ
とからその時点でガスがボックス内に漏えいしていたと思われる。

コンロ 不明 SHOEI LP 吉村生協プロパン

2005/6/23 滋賀 大津市 漏えい着火 0 0 1

麺茹で器の種火の着火状態を確認しないままメーンバーナーの器具栓を開いた
ため、その間にガスが漏えいした。その後、バーナーに点火されていないこと
に気がつき、点火用ライターで点火したところ、爆発したもの。

麺茹で器 オングル HGU665 LP イワタニ近畿株式会社

2005/6/24 宮城 女川町 漏えい着火 0 0 1

末端ガス栓と風呂釜を接続していたゴム管がねずみに囓られて損傷したため、
そこからガスが漏えいし、何らかの着火源から引火し爆発したもの。なお、風
呂釜と末端ガス栓がゴム管で接続されており、告示で定める基準に適合してい
なかった

ゴム管 不明 不明 LP 岩城屋商店

2005/6/24 東京 立川市 不完全燃焼 0 7 0

消防から「焼肉店でＣＯ中毒と思われる負傷者多数発生」との通報を受け緊急
出動したところ、厨房内で調理していた従業員２名と客５名が相次いで気分が
悪くなり病院へ搬送されていた。現場検証の結果は、当該建物屋上の排気ファ
ンを停止した状態で厨房内の排気ファンを運転すると、厨房内の排気が客席の
排気筒に逆流することが判明した。また、厨房に設置されたＣＦ式給湯器の排
気から高濃度のＣＯが検出されたことから、ＣＦ式給湯器の排気によりＣＯ中
毒になったものと推定された。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-81M
製造年:2000年4月

TG 東京ガス株式会社

2005/7/4 静岡 藤枝市 不完全燃焼 0 2 0

厨房で業務中に従業員２名がＣＯ中毒のため倒れた。事故時は窓を閉め、換気
扇も作動させずに麺茹器を使用していたため換気不良で不完全燃焼を起こした
と推定。消防の調査で麺茹器の排気口に多量のすすが付着し、熱交換器入口も
目詰まりしていることが確認。

麺茹で器 マルゼン MRF-056B LP 東海ガス株式会社
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2005/7/5 岡山 倉敷市 酸欠・その他 0 1 0

保育園の業務用厨房で、出入口・窓を閉めてエアコンを運転し、排気フード
ファンを使用しない状態で、２名の栄養士が業務用コンロを使用し、長時間調
理をしていたところ、１名が気分が悪くなり倒れた。１１９番通報により病院
に搬送され、酸素欠乏症の可能性があると言うことで入院したもの。

コンロ 不明 不明 TG 岡山ガス株式会社

2005/7/7 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

消費者が風呂釜の点火操作を行ったが、なかなか点火しなかったため、点火操
作を繰り返したところ、突然爆発し、風呂釜の筐体が変形するとともに風呂釜
の覗き窓が破損した。

風呂釜 高木産業 TP-A85K LP 株式会社エム・ジーコム

2005/7/8 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 0

ガス栓誤開放（半開）により器具無しゴム管先端から漏えいしたガスに、ガス
栓付近でお香に着火しようとした際にライターの火が引火し、壁の一部及び雑
品が焼損した。当該ゴム管には以前は炊飯器が接続されていたが、当日は炊飯
器が取り外された状態であった。なお、ガス栓が半開きになった原因は不明で
あるが、雑品に囲まれたところにガス栓が位置していたため（床から数十セン
チ上方の足元付近）、消費者が雑品を動かしたり、足があたる等したことによ
り、ガス栓が半開きになったものと推定される。

ガス栓 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2005/7/10 東京 杉並区 漏えい着火 0 0 0

消防から火災発生の通報により緊急出動。業務用厨房内で営業準備中に従業員
（アルバイト）が炊飯器を使用していたところ、炊飯器側のガス接続部分から
着火したもので、到着した時には既に従業員が消火器にて消火していた。ガス
事業者が現場確認をしたところ、炊飯器は専用台車に乗せて使用しており、ガ
ス栓と炊飯器接続部との間でソフトコードが伸びきった状態で取り付けられて
いたことから、炊飯器側の接続部分が緩くなりガスが漏れて炊飯器の火により
着火したものと思われる。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2005/7/16 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 0

子供部屋内の壁用埋込ガス栓に迅速継ぎ手を接続し、リビングまでゴム管を延
伸し、リビングにて一口コンロを使用していた。その 中に、子供部屋の室内
灯を消灯したところ壁用埋込ガス栓から漏えいしたガスに引火・爆発し、壁板
の一部が浮き上がった。ガスが漏えいした原因については、ガス栓と迅速継ぎ
手との間に異物が付着したことによるものと推定される。また、その漏えいし
たガスが壁内部に滞留し、室内灯の消灯時のスパークが着火源になたものと推
定される。

ゴム管 不明 81-460 TG 大阪ガス株式会社

2005/7/17 福井 福井市 漏えい着火 0 0 0

消費者宅でシャワーを使用していたところ、テレビの映りが悪くなり、また、
物干し竿が落ちる音がしたため、消費者が調べたところ住宅の外壁面に設置さ
れている屋外設置式湯沸器（20号）の排気口から炎が出ているのを発見した。
それによりバルコニーの屋根の一部とアンテナケーブル等が焼損した。事故後
に調査したところ、器具（湯沸器）内に煤が発生し、集熱フィン部が塞がれた
ことにより異常燃焼したものと推定された。

大型湯沸器(屋外式) 不明 不明 LP 株式会社キョウプロ

2005/7/18 東京 港区 漏えい着火 0 0 0

需要家から「炊飯器を使用したら台所のガス栓から火がついた」との通報を受
け出動し現場確認したところ、ガスコンロ用のゴム管用ソケットが外れている
状態で接続部分の一部が溶解していた。このため、メーターからガス栓までの
漏えい検査を実施したが、漏えいはなかった。以上のことから、ガス栓とゴム
管用ソケットの接続部分から何らかの原因によりガスが漏出し、コンロの炎に
より着火したものと考えられたため、ゴム管用ソケットを持ち帰り製造メー
カーで調査を行った結果、ソケット内のスライドバルブに緑青が発生してお
り、その緑青がパッキンに付着してガス漏れが発生したものと推定された。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2005/7/21 静岡 富士宮市 漏えい着火 0 0 0

消費者がシャワーを使用するため蛇口を開けたところ、お湯が出なかった。そ
のまま、水を流し続けていたところ、突然、爆発音がした。その後、連絡を受
けた販売事業者が現場に急行して調査したが、ガス漏れは確認されなかった。
翌日、器具メーカーが消費者宅に設置されていた屋外設置式湯沸器（16号）を
回収し、調査を行ったところ、水流センサーが偏摩耗していたため異常とな
り、ある一定の水量のときに点火不良を起こし、湯沸器内にガスが充満して、
引火したと推定された。

大型湯沸器(屋外式) 不明 不明 LP 杉山プロパン株式会社

2005/7/27 岐阜 岐阜市 漏えい着火 0 0 1

業務用需要家より機器の点検依頼を受け出動したところ、業務用オーブンに点
火しようとした時に、調理員が火傷（顔と両手に軽度の火傷、29日まで２日間
入院）を負い救急車で病院へ搬送されていたことが判明した。当該機器に異常
はなく、何らかの原因で器具栓が半開状態となり、オーブン内に滞留していた
ガスに引火したものと推定。

レンジ 日本調理器 GRA-1264 TG 東邦ガス株式会社

2005/7/29 香川 丸亀市 ガス中毒 0 2 0

住宅内の卓上お好み焼き器に接続していたゴム管亀裂部から、生ガス（Ｌ１・
７Ｃ）が漏えいし、住宅内にいた２名が気分が悪くなった。１名は自力で、１
名は救急車で病院へ運ばれた。検査の結果一酸化炭素中毒と診断され、検査の
為２週間入院した。ヒューズ無しボックスガス栓（事故当時ガス栓開状態）と
普段は天板を置いて座卓として使用していた卓上お好み焼き器（事故当時ガス
栓閉状態）を径9.5㎜ゴム管約３ｍ(1969年製)で接続していたが、経年劣化に
よりゴム管に亀裂が生じその部分から生ガスが漏えいし住宅内にいた２名が中
毒となったもの考えられる。

ゴム管 不明
不明
製造年:1969年

TG 四国ガス株式会社

2005/7/30 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 0

炊飯器のホースエンドに取り付けた接続具（口ゴム付き機器用ソケット：１９
８０年製）付近で焼けて焦げ臭いとの顧客からの通報を受け訪問したところ、
接続具の焼損を確認した。原因としては、接続具の口ゴム部（ソケット側）に
何らかの原因でひび割れが生じ、そのひび割れから漏えいしたガスに炊飯器の
炎が引火したことによるものと推定される。また、口ゴム部のひび割れの原因
は、長期間使用による経年劣化に加えて、口ゴムが曲げられた状態にさらされ
たことによるものと推定される。

ゴム管 大阪ガス
81-257
製造年:1980年

TG 大阪ガス株式会社
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2005/8/3 佐賀 佐賀市 漏えい着火 0 0 0

留守番に来ていた祖母が二口ガス栓の未使用側の栓（ヒューズコックなし）を
不用意に誤って開放し、点火操作を行ったところ漏れたガスに引火。火災発生
によりガス栓まわりの壁（タイル張り）等を焼損した。

ガス栓 不明 不明 TG 佐賀ガス株式会社

2005/8/9 静岡 浜松市 漏えい着火 0 0 1

工場（染色整理業）内染色用機械（サーモゾル＝乾燥機、１９９２年製）を運
転中、爆発・火災が発生した。原因は現在消防により調査中であるが、機械内
部で都市ガス又は染料に含まれた溶剤等が爆発した可能性が考えられるが、特
定には至っていない。爆発の１０数分前に燃焼排ガスの異常高温警報があった
が、被害者が入院中のため操作状況は確認されていない。

業務用染色用機械 京都機械
不明
製造年:1992年

TG 中部ガス株式会社

2005/8/16 東京 台東区 漏えい着火 0 0 0

需要家からコンロを使用した際にキャビネット内でガスが着火したとの通報を
受け出動し調査の結果、ガス栓と灯内内管の一部が焼損していた。原因は、当
該需要家がキャビネットの引き出しを開閉した際に、引き出し内の鍋・釜など
大量の収納物がガス栓と接触してガス栓のつまみが動き、ガス栓のパージ孔か
らガスが漏洩し、コンロを使用した際に着火したものと判明した。

ガス栓 東京ガス U-Lネジコック TG 東京ガス株式会社

2005/8/22 福島 郡山市 漏えい着火 0 0 1

消費者がよろめいてコンビネーションレンジに体を当てた際、コンロ部でガス
漏れの音がし、ガス臭も感じたため、オーブンの消火ボタンを押したところ
オーブン下部から火災が発生。コンビネーションレンジ下部のオーブンと上部
のコンロを接続する金属フレキホースがコンロ側接続部で外れており、そこか
らガス漏えい。金属フレキホース接続部は、抜けを防止するための金具の押さ
え板を取り付けることになっていたが、金具は取り付けられていなかった。そ
のため、消費者がレンジに体を当てた衝撃で金属フレキホースが抜けた。

金属フレキ管 不明
レンジ：PCR-500ESK
ビルトインコンロ：PKD-71SGA-R

LP 東部液化石油株式会社

2005/9/4 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1
消費者が風呂釜の点火操作を行っていたがなかなか点火しなかったため、点火
操作を７～８回繰り返し行っていたところ、突然風呂釜が爆発した。 風呂釜 ノーリツ GUQ-5A LP 日商ガス販売株式会社

2005/9/8 香川 高松市 漏えい着火 0 0 1

県営住宅４階の１室でガス爆発があり、その室が全焼しその上の階の１室が類
焼した。状況確認のため現場に出向いていったが、消防、警察にて調査中のた
め確認できなかった。マイコンメーター表示は長時間使用によるガス止めの状
態であった。なお、その後も警察等で状況を聞いているが詳細については不
明。

不明 不明 不明 LP 四国日通プロパン販売株式会社

2005/9/12 新潟 柏崎市 不完全燃焼 0 2 0

労働基準監督署から労災事故としてＣＯ中毒の情報がガス事業者に入ったため
調査した結果、事故当日９時４０分頃、需要家（パン屋）でパン焼き中に店の
主人と従業員の２人が意識を失い倒れているのを出勤してきた従業員が発見
し、病院へ搬送され入院したことが判明した。原因は、パン焼き器の不完全燃
焼によるもので、当該パン焼き器はＬＰＧ用器具を都市ガス用（13A）に改造
したものであり、燃焼時にＣＯが発生する調整不良の器具で、換気不十分な状
態で使用したためＣＯ中毒を起こしたものと思われる。

業務用パン焼き器 ワールド精機
WG21TK
製造年:1989年10月
2005年6月にLPガス用を13Aに改造

TG 柏崎市

2005/9/13 東京 江東区 漏えい着火 0 0 0

需要家から調理中にガステーブルコンロ左奥の壁付近より火の気があがったた
め、散水して消火しガス栓を閉止したとの連絡を受け出動したところ、ソフト
コードが焼損し一部熔解しているのを確認した。ソフトコード表面を目視観察
したところ人為的に生じたものと考えられる亀裂があり、この亀裂部から漏え
いしたガスにテーブルコンロの火が原因で着火し焼損したものと思われる。需
要家からの説明では、約２ヶ月前にガステーブルコンロの取付け直しを行い、
それ以降時々ガス臭を感じることがあったとのことで、そのことからソフト
コードを取り外す際に切れ目を入れ、そのまま再接続したものと思われる。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2005/10/1 埼玉 川越市 漏えい着火 0 0 0

当該需要家宅で１０月１日の深夜に風呂を使用中に外で「ボン」という音を聞
くが通常どおり給湯器が使用できたため、その時は特段の対応はとらなかった
が、１０月３日の夕方に当該需要家か給湯器付近を通ったところ、給湯器前面
カバーが膨らんでいるのを発見し、ガス事業者に連絡した。この給湯器は９月
３０日にＬＰガスから都市ガス(13A）に切替のために改造したもので、ガス事
業者が給湯器を持ち帰りメーカーに調査を依頼した結果、給湯器内のＯリング
の一部に噛み込み跡と推定される傷が発見されたことから、改造時に誤ってＯ
リングが取付溝から外れた状態で組み付けたことでシール不良となり、ガスが
漏えいし小爆発したものと推定された。

風呂釜(RF式) ノーリツ
GT-2012SAWX-1
製造年:1999年5月

TG 武州ガス株式会社

2005/10/2 埼玉 さいたま市 漏えい着火 0 0 1

消費者が浴室内に設置しているＣＦ式風呂釜が着火しないので点火操作を繰り
返ししていたところ、その間に滞留していたガスに引火して燃え上がった。な
お、当該風呂釜は設置後30年以上経過していた。

風呂釜(CF式) サンウェーブ FA-SGB101 LP 金子商店

2005/10/7 沖縄 石垣市 漏えい着火 0 0 0

４時頃、２階の住人がガス漏れ警報器が鳴動したため、台所の窓ガラスを開け
換気を行い１階に降りたが異臭がしたのでトイレの臭いだと思いトイレの窓を
開けて換気を行った。６時15分頃、１階の住人が朝食を温めようとコンロに点
火したところ、漏えいしていたガスに引火、爆発した。事故後の調査で末端ガ
ス栓とコンロを接続していたゴム管をネズミが囓ったため損傷し、ガスが漏え
いしていた。また、ガス漏れ警報器のコンセントが外されており、ガスメー
ターと連動している線も屋内では、ネズミにより損傷していた。

ゴム管 不明 不明 LP 沖縄共同ガス株式会社

2005/10/13 滋賀 湖南市 漏えい着火 0 0 0

コンロでお湯を沸かそうと点火操作を行ったが、着火しなかったため末端ガス
栓（２口フレキガス栓）付近をさわっていたところ、未使用側が半開となって
しまいガスが漏れた。それに気づかないまま再度コンロに点火したところ、漏
れていたガスに引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP イワタニ近畿株式会社
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2005/10/22 福井 福井市 漏えい着火 0 0 1

うどん屋の厨房でパート従業員が開店の準備のため、うどん釜のお湯を沸かそ
うとうどん釜の器具栓を操作して着火させたつもりでいたが、実際には着火し
ていなかったためガスが漏えいしていた。しばらくしてパート従業員がうどん
釜に火が着いておらず、お湯が沸かせていないのに気が付き、開店時刻に間に
合わせようと慌てて点火用ライターで点火しようとしたため、漏えいしていた
ガスに引火、爆発した。

うどん釜 オングル
HGU965
     OR
HGU665

LP 福栄マルヰ株式会社

2005/10/22 新潟 佐渡市 漏えい着火 0 0 1

風呂釜の交換工事が行われた日と翌日は風呂釜は着火しにくい状態であった
が、特に支障なく使用できた。事故当日は、９時30分頃に着火しようとしたが
うまく着火しなかっため、末端ガス栓を開放しておけば直ると思い、そのまま
にしていた。しばらくすると台所に設置していたガス漏れ警報器がなったがコ
ンセントにさわったら鳴りやんだため、特に何もせずに10時頃に風呂釜に再度
点火したところ爆発したもの。金属フレキ管のニップルに締め付け不足あり。

風呂釜 不明 不明 LP 株式会社金子芳蔵商店

2005/10/30 大阪 枚方市 不完全燃焼 0 3 0

臭気ありで数名倒れているとの消防への需要家からの通報により出動したとこ
ろ、家族５名全員がＣＯ中毒の可能性ありとのことで病院へ搬送されていた
が、後に３名がＣＯ中毒と診断された。原因は、不燃防付きの元止め湯沸器の
不完全燃焼によるＣＯを含んだ排気が換気扇使用等の換気を怠ったこともあ
り、室内に滞留したことによるものと推定される。また、当該湯沸器は長期間
の使用で熱交換器フィン部が目詰まりしていたこと、また、バーナー混合部の
一次空気流入部に埃等の異物が付着していたことにより、不完全燃焼している
ことが確認された。なお、不完全燃焼防止装置は正常に作動していたが、機器
の再操作にて不完全燃焼状態が断続的に繰り返されたものと推定される。

小型湯沸器
大阪ガス
（ハーマン）

元止め湯沸器33-055
製造年:1992年12月

TG 大阪ガス株式会社

2005/11/1 和歌山 新宮市 漏えい着火 0 0 2

飲食店の客が食事中、漏えいしていたガスに引火、爆発した。店主の勘違いで
コンロに接続されていない末端ガス栓(ゴム管のみ接続)を開放してしまったた
め、ガスが漏えいし、調理で使用していた燃焼器から引火した。
ガス漏れ警報器が本来取り付けられていた場所から移動させ、少し高い位置に
ガムテープで固定されていた。

末端ガス栓 不明 不明 LP 有限会社福尾商店

2005/11/10 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

需要家からファンヒーターのガスコードから火が出たので確認して欲しいとの
連絡を受け出動し調査の結果、当該ガスファンヒーターはガステーブルの所の
ガス栓にガスコードを接続して使用していたとのことで、着火原因については
断定出来ないが、ガスコードの設置状況から、不完全な状態で接続されていた
ため、何らかの原因でガスが漏れてガステーブルを使用した際に引火したもの
と推定された。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2005/11/15 福島 田島町 不完全燃焼 0 4 0

一般住宅において家族４人がＣＯ中毒になり病院に搬送。屋外設置用湯沸器
(20号)が屋内に設置されており、当日は台所に２ヶ所ある換気扇を使用せずに
石油ファンヒーター３台も併用していたことから酸素不足となり不完全燃焼を
起こしたものと推定。

大型湯沸器(屋外式) 高木産業 TP-SQ200R-1 LP 石川屋燃料店

2005/11/24 長野 小諸市 漏えい着火 0 0 0

営業準備のため、二重コンロに寸胴(大)と３口コンロに寸胴(小)と手鍋をか
け、弱火のまま買い物に出かけた後、火災となった。
寸胴（大）の底に一様にすすが着いていたことから推測すると、二重コンロが
不完全燃焼し、何らかの原因により立消えしたため、ガスが漏えいし他の３口
コンロの火が引火したものと思われる。

コンロ 不明 TS-210 LP カネマン田村屋有限会社

2005/11/24 新潟 佐渡市 漏えい着火 0 0 1

爆発火災が発生したとの消防からの通報を受け出動した結果、ガスストーブの
接続口からゴム管が外れ、そこから漏れたガスに、タバコを吸うためにライ
ターに火をつけたところ、ガス爆発したものと推定された。なお、この爆発に
より男性１名が負傷し入院したが、１８日後に死亡したため、ゴム管が外れた
原因については確認できなかった。

ゴム管 不明 不明 TG 佐渡ガス株式会社

2005/11/26 東京 西東京市 漏えい着火 0 0 0

需要家から開放型ストーブを使用直後に、ストーブ付近から火がでたので確認
して欲しいとの連絡を受け出動した。その結果、器具用ソケットが、機器本体
のホースエンド部への差込みが不足していることにより微量のガスが漏れ、ス
トーブの炎が着火源となり引火したものと推定された。なお、器具用ソケット
は需要家が取り付けたもので、その接続が不十分のために、ストーブを移動し
たりホースを軽く引っ張るとガスが微量に漏れる状態にあった。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2005/11/28 東京 港区 不完全燃焼 1 1 0

台所に設置されていたＦＥ式大型湯沸器（不完全燃焼防止機能なし）が不完全
燃焼を起こし、また排気ファンが稼働していなかったため、ＣＯを含む排気ガ
スが室内に溢れＣＯ中毒事故に至ったもの。平成１８年８月の製品安全総点検
において、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-81F
製造年:1982年6月

TG 東京ガス株式会社

2005/11/29 東京 日野市 漏えい着火 0 0 2

消費者宅において屋台用として質量販売により購入した20㎏容器を消費者が勝
手に風呂釜にゴム管で接続して使用していたが、ゴム管に亀裂が入っていたた
め、亀裂箇所からガスが漏えい、何らかの火から引火爆発した。

ゴム管 不明 不明 LP 渡辺燃料店

2005/12/3 長野 長野市 漏えい着火 0 0 0

消費者宅で浴槽の水位を確認せずに風呂釜を点火したため、空だきにより火災
が発生したもの。なお、風呂釜の過熱防止装置及び空だき防止装置は作動しな
かった（2000年３月設置）。

風呂釜(BF式) ノーリツ GSQ-3S LP 北信石油ガス株式会社

2005/12/4 広島 呉市 漏えい着火 0 0 1

調理中、吹きこぼれによりコンロが立消えしたためガスが漏えいし、何らかの
火源から引火、爆発したもの。なお、コンロは立消え安全装置が未装着のもの
であった。※事故機器については警察押収にて機種等不明。

コンロ 不明 不明 LP 木村商店
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2005/12/4 長野 上田市 不完全燃焼 0 1 0

病院からＣＯ中毒の通報を受け調査した結果、被害者は集合住宅の住民で、浴
室内に設置されたＢＦ式風呂釜の給排気部と壁との間に隙間があり、排気ガス
が浴室内に逆流しＣＯ中毒になったものと推定された。この集合住宅は共用給
排気ダクトに風呂釜を取り付ける構造になっているが、取り付けられていたＢ
Ｆ式風呂釜は共用給排気ダクト用のガス機器ではなかったため不完全燃焼を起
こしたものと考えられる。

風呂釜(BF式) リンナイ
RBF-23S
製造年:1990年9月

TG 上田ガス株式会社

2005/12/6 大阪 柏原市 漏えい着火 0 0 0

予備ガスコンセント内蔵のガスビルトインコンロにおいて、コンロを着火した
ところコンロ内部で炎があがり、コンロスイッチの外部表示部が動作しなく
なった。原因は、ガス機器等において異常が認められなかったことから、予備
ガスコンセントと接続されていた炊飯器用の迅速継ぎ手の接触面に何らかの異
物が付着していたことにより、ガスが漏洩したところに着火したものと推定さ
れる。

コンロ 大阪ガス 110-6091 TG 大阪ガス株式会社

2005/12/8 大分 別府市 不完全燃焼 0 3 0

厨房で夕食の後片付け中に作業員３人が倒れ、病院に搬送。血液中のCOHb濃度
が高かったことからＣＯ中毒と診断された。事故後の警察の調査で食器洗浄機
の使用時に換気扇を作動させなかったため、換気不良により不完全燃焼を起こ
したものと推定。

食器洗浄機 中西製作所 WGD-M13F4A-LH LP 株式会社ダイプロ別府

2005/12/11 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0

12月12日に集合住宅の一室で、その部屋の住人が死亡しているのが発見され
た。翌日に警察の現場検証が行われ、台所に設置されている小型湯沸器から浴
槽へ水道ホースで給湯しており、マイコンメーターが継続使用時間オーバーで
遮断していた。小型湯沸器の排気ガスからは高濃度のＣＯが検出されており、
司法解剖の結果からＣＯ中毒の可能性が高いとの見解が出された。台所の換気
扇は故障し窓は締め切られていた。

小型湯沸器 パロマ
PH-4号-2F
製造年:1977年1月

TG 東京ガス株式会社

2005/12/12 兵庫 加古川市 漏えい着火 0 0 1

事故当日の朝、厨房業者が平台の上の鋳物コンロ１台を末端ガス栓より先の
ホースごと取り外し、電磁調理器の設置作業を行った。その際、ガス栓にプラ
グ止めを行わず、飲食店従業員へ連絡を行わなかった。
その後、飲食店の従業員が開店準備のため、いつもどおり燃焼器具が接続され
ていると思い、末端ガス栓を開けて隣接している鋳物コンロに点火したところ
漏えいしていたガスに引火した。

末端ガス栓 不明 不明 LP イワタニ近畿株式会社

2005/12/13 沖縄 うるま市 漏えい着火 0 0 0

集合住宅の一室において、当該住人がガス風呂釜点火後、シャワーを出した状
態でその場を離れしばらくたった頃、風呂釜天板部で火災が発生しているのに
気がついた。火災は、消火器により鎮火し、負傷者はなかった。当該風呂釜
メーカーの調査によると、風呂釜内部のガバナ部分が腐食ひび割れを起こし、
ガス漏れが発生し火災に至ったとの結論であった。（なお、ガバナ部分の破損
は、機器の天板部からの水侵入によるアルミ腐食により割れが起こった考えら
れるが、機器内はシール構造により水の侵入を防いでいるため、今回の侵入の
原因は特定できなかった。）

風呂釜 ノーリツ
GBSQ802S-BL
製造年:1998年1月

LP 沖縄県農業協同組合

2005/12/13 東京 港区 漏えい着火 0 0 0

飲食店の厨房で二重七輪に火をつけ数十秒後に小爆発が起こり、建物入り口の
ガラスの一部を破損した。翌日消防が現場確認を行った結果、灯外内管及びガ
ス栓、二重七輪の器具栓までは漏えいが無いことが確認され、従業員の証言か
ら、二重七輪の点火操作ミスにより、着火していない状態でガスが噴出し、何
らかの着火源により小爆発を起こしたものと推定された。

七輪 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2005/12/16 熊本 菊池市 不完全燃焼 0 3 0

９時から調理作業で湯沸器を使用。軽い頭痛の自覚症状はあったがそのまま作
業を継続。14時20分頃不調を訴え、病院でＣＯ中毒と診断された。事故当日は
寒気が強かったため厨房を閉め切り、換気扇を作動させず、石油ストーブも併
用していたことから換気不良により不完全燃焼したものと推定。

大型湯沸器(CF式) 松下 GW-104 LP 菊池運輸株式会社

2005/12/16 神奈川 藤沢市 漏えい着火 0 0 0

需要家からコンロ使用時に、ゴム管用ソケットに火がついたとの連絡を受け出
動した。ゴム管用ソケットを持ち帰り調査した結果、ガス栓とゴム管用ソケッ
トとの接続部から漏れがあり、ソケット内部に糸くずらしき物が付着していた
ことが確認されたことから、需要家がコンロ用のソフトコードの取替時に、接
続部の異物に気付かずに取付け、コンロ使用時に漏えいしたガスに着火したも
のと思われる。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2005/12/24 新潟 小千谷市 漏えい着火 1 0 0

住宅１階寝室内に置かれたガスファンヒーター本体及び周辺の床板を焼損した
建物火災で、寝ていた女性が火災で発生した一酸化炭素中毒で死亡したもの。
原因は、ガスファンヒーターのガス接続部の形状に適合しないガスホースを接
続したため、接続部分が徐々に緩みガスが漏えいし、運転中のガスファンヒー
ター内の炎に引火したもの。

ゴム管 不明 不明 TG 小千谷市

2005/12/27 富山 富山市 漏えい着火 0 0 1

厨房で料理人がフライヤーに点火したところ隣に設置の蒸し器から漏えいして
いたガスに引火。すぐに蒸し器の器具栓を閉める等必要な措置を行った。当該
蒸し器は、２年前から立消え安全装置の調子が悪く点火しないため、器具栓を
開いた状態で針金で固定し、末端ガス栓の開閉により使用されていた。当日、
厨房で販売事業者が中華レンジの新設工事及び蒸し器の移設等の工事を行った
が、作業者は蒸し器の使用状況を知らなかったため蒸し器の移設作業後、接続
されている末端ガス栓を開けて帰社していた。

フライヤー タニコー GM-3 LP 三谷ガス株式会社

2005/12/28 東京 中央区 不完全燃焼 0 2 0

被害者が入浴中に臭気を感じて、一酸化炭素中毒となり、病院に搬送されたも
の。原因調査を行った結果、風呂釜排気筒の設置状況に問題はなく、風呂釜本
体にわずかな歪みが認められ、ここから排ガスが浴室内に漏れ出すことがわ
かった。風呂釜の燃焼に異常は認められなかったが、通常は正常に燃焼してい
る風呂釜が、何らかの原因により不完全燃焼を起こし、風呂釜本体のわずかな
歪みからＣＯを含む排ガスが浴室内に漏れたことにより事故に至ったものと思
われる。

風呂釜(BF式) 高木産業
TP-705BFDPA-SL
製造年:1995年1月

TG 東京ガス株式会社
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2005/12/28 兵庫 神戸市 不完全燃焼 0 2 0

消防から不完全燃焼で被害者２名を病院へ搬送した旨の通報で出動したとこ
ろ、当該２名は既に病院に搬送済みであり、入室時室内でＣＯを検知するとと
もに、ふろ給湯器の排ガスのＣＯ値スケールオーバーを確認した。原因調査の
結果、当該ふろ給湯器は前日の２７日に新しく設置したものであるが、ふろ給
湯器の排気口先端がチャンバ内壁に近接した状態で設置されていたため、排気
が妨げられたことにより不完全燃焼に至り、また、チャンバ天井のボードが割
れていたことから、ＣＯが天井裏に入り込み、さらに、室内天井にも隙間が
あったことからＣＯが室内に侵入したものと推定される。

風呂釜(RF式) ノーリツ
GTS-84A
製造年:2005年12月

TG 大阪ガス株式会社

2005/12/29 長野 山ノ内町 不完全燃焼 0 1 0

食器洗浄機を使用中、従業員１名がＣＯ中毒により病院に搬送。食器洗浄機の
ガスブースターにすすが付着していたことにより、燃焼不良から不完全燃焼を
起こしたもの。なお、12月26日に食器洗浄機のガスブースターが燃焼不良のた
め修理依頼があり、販売事業者からメーカーに修理を依頼、翌日に行った。そ
の際、メーカーから内部清掃を行うよう指導があった。さらに28日に販売事業
者に再度修理依頼があり燃焼状態を目視で確認していた。

食器洗浄機 石川島播磨重工業 GB-48A形 LP 志賀高原農業協同組合

2005/12/29 沖縄 那覇市 ガス中毒 0 2 0

アパートの一室において、当該住人がテーブルコンロ使用後、不完全閉止の状
態で就寝し、ＣＯ中毒（２名）に至ったもの。当該室のガス漏れ警報器は前日
にコンセントを外していたが、隣室のガス漏れ警報器が作動したことにより、
ガス事業者へ通報があった。

コンロ 不明 不明 TG 沖縄ガス株式会社

2005/12/30 北海道 帯広市 漏えい着火 0 0 0

昼食の支度のため、鍋をコンロにかけ、コンロの点火操作を行ったが、誤って
グリルのつまみを回していた（グリルも着火していなかった）。しばらくして
コンロが点火されていないのに気が付き、コンロのつまみを回したところ、グ
リル部から漏えいしていたガスに引火した。なお、コンロには立消え安全装置
が付いていなかった。

コンロ リンナイ RT-3GND LP ひまわり産業株式会社

2005/12/31 熊本 上天草市 不完全燃焼 0 3 0

従業員が厨房兼作業場で作業中に気分が悪くなり、病院に搬送。血液検査で、
ＣＯ中毒と推定。作業時は瞬間湯沸器を使用していたが換気扇を作動させず、
換気不良により不完全燃焼と推定。供給開始時は、屋外式湯沸器が設置されて
いた場所は十分な開口部が確保されていたが、その後消費者によって壁が設置
され、屋内設置と同様な状況となっていた。定期消費設備調査が実施されてお
らず販売事業者は、このような状況を把握していなかった。

大型湯沸器(屋外式) パロマ PH-24CH LP 本渡マルヰ株式会社

2005/12/31 東京 小金井市 漏えい着火 0 0 0

浴槽に水を入れ、その後、風呂釜に点火してしばらくすると、風呂釜から出火
したもの。
当該風呂釜は、20年近く使用されており、経年劣化による事故と推定される
が、ガス漏れ原因等詳細は不明である。

風呂釜(CF式) リンナイ RB-201 LP 東京ガスエネルギー株式会社

2005/12/31 長野 阿智村 不完全燃焼 0 1 0

そば茹で器で調理を行っていたところ、ＣＯ中毒と見られる頭痛のため病院へ
搬送。そば茹で器の排気口にステンレスホール(おけ)を置いて塞いでいたた
め、バーナーが不完全燃焼を起こしたため、ＣＯ中毒になったと推定。

麺茹で器 マルゼン MGS-STR LP イワタニ長野株式会社

2005/12/31 東京 武蔵野市 漏えい着火 0 0 0

消防から火災発生の通報を受け出動・調査の結果、ガスストーブ使用中に冷蔵
庫背面にある壁埋め込みガス栓(二口)と青ゴム管の接続部分に着火し、青ゴム
管の一部とガス栓周辺の壁が焼損した。事故の原因は、ガスストーブ使用の都
度、ガス栓に青ゴム管を接続しており、接続不良によってガス栓と青ゴム管の
接続部からガスが漏れ、何らかの着火源により引火したもとの思われる。

ゴム管 不明
不明
製造年:1987年10月

TG 東京ガス株式会社

2006/1/4 北海道 旭川市 不完全燃焼 0 3 0
業務用アイロンの消し忘れ、長時間使用（約１９時間程度燃焼していた。）に
より３名がＣＯ中毒となった。 業務用ガスアイロン 不明 不明 TG 旭川ガス株式会社

2006/1/5 石川 金沢市 不完全燃焼 0 1 0

被害者が入浴中に倒れ、病院搬送後、ＣＯ中毒と診断された。原因は、給湯器
の排気筒の接続部にずれが生じていた状態で給湯器を使用したため排気ガスが
室内に充満し一酸化炭素が発生したものと推定される。

大型湯沸器(FE式) リンナイ
RUX-1601WF-E
製造年:1991年

TG 金沢市

2006/1/8 滋賀 浅井町 漏えい着火 0 0 0

炊事場で５㎏容器（質量販売）を使用して準備をしていたところ、ガス臭がし
たため、ドアを開けて喚起をしたところ、突然、漏えいしていたガスに引火し
た。ゴム管に数カ所亀裂が入っており、そこからガスが漏えいした。

ゴム管 不明 不明 LP 北びわこ農業協同組合

2006/1/9 東京 荒川区 漏えい着火 0 0 0

テーブルコンロの予備ガス栓が固いため、ペンチでプラスチック製のツマミを
回し閉止しようとした際ツマミを破損し、開の状態のままゴム管を取外した。
そのため、ガスが漏れ、テーブルコンロの点火火花により着火し、接続具、予
備ガス栓、キャビネット台の一部を焼損したもの。

コンロ パロマ IC-4800CB TG 東京ガス株式会社

2006/1/11 広島 呉市 漏えい着火 0 0 1

業務用炊飯器の設置及び配管工事を行った際、配管内のエア抜きが十分されて
いない状態で終了し、その後、消費者が着火テストを繰り返し行ったが着火し
なかったため、販売事業者へ連絡、点検中消費者が再度着火テストを実施した
ため着火し爆発した。

炊飯器
(業務用)

不明 不明 LP 有限会社佐々木商店

2006/1/11 東京 三鷹市 漏えい着火 0 0 0

業務用レンジのコンロ部分を使用中、オーブン内で小爆発が発生。原因は、業
務用レンジのコンロ点火時に、誤ってオーブンとコンロの機器栓の両方を開栓
したため、オーブン内に滞留したガスにコンロの火が着火したものと推定され
る。

レンジ 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2006/1/15 北海道 音更町 漏えい着火 0 0 1

厨房で業務用オーブンレンジの上部コンロを使用していた従業員が使用を終え
て器具栓及び末端ガス栓を閉止したが、下部のオーブンの器具栓が開いていた
ため、他の従業員が使用していると思い、末端ガス栓を再度開き、オーブンに
点火棒で点火しようとしたところ、庫内に漏えいしていたガスに引火・爆発し
た。

オーブンレンジ
(業務用)

北沢産業 不明 LP 株式会社ダイホク
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2006/1/15 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

オーブン一体型ガスレンジのコンロ部分の小爆発事故。ガス設備には漏えいが
なく、コンロ内部の右バーナー用銅管接続部が脱落していた。事故発生時はガ
ス臭がしており、コンロには立消え安全装置が付いていないこと、さらに機器
本体の変形具合やバーナーの汁受け皿が飛散していることから、機器内部で少
量のガスが漏れ何らかの原因で小爆発したものと推定される。

レンジ ターダ
LR-3168
製造年:1983年

TG 東京ガス株式会社

2006/1/15 大阪 東大阪市 不完全燃焼 0 1 0

強制排気式給湯器排気ファンの故障により、COも含んだ排気が室内に漏えいし
CO中毒に至ったものと推定。不完全燃焼の原因は、強制排気ファンの経年劣化
による故障、又は、経年劣化による熱交換器の目詰まり等によるもの等と推
定。

大型湯沸器(FE式)
陽栄製作所
（ハーマン）

S13S7型
製造年:1983年6月

TG 大阪ガス株式会社

2006/1/17 石川 加賀市 漏えい着火 0 0 3

部屋の中がガス臭いのに気がつき、調べたところガスストーブと末端ガス栓を
接続しているゴム管の末端ガス栓側で外れていたため、窓を開けて換気を行
い、ゴム管を接続し直した。その後、換気されたと思い、ガスストーブに点火
したところ爆発した。

・ストーブ
・ゴム管

不明 不明 LP 株式会社雄伸

2006/1/18 広島 福山市 漏えい着火 0 0 1

湯を沸かすため、５連コンロの１つに大鍋をセットして点火操作を行った。し
ばらくしてお湯が沸いておらず着火していなかったため、戸を開けて換気を
行った後、再度点火したところ爆発した。

コンロ
(五連ガスカマド：市発注
品)

三谷設備設計事務所 不明 LP 広島ガス東中国株式会社

2006/1/22 新潟 吉田町 不完全燃焼 0 2 0

ガス漏れ調査依頼があり当該住宅へ訪問したところ、子供が倒れて救急車で病
院に運ばれ、軽度のＣＯ中毒と診断されたことを聞いたもの。原因は、居室で
石油ファンヒーターを長時間使用中、居室とカーテンで仕切られたキッチンに
設置されたＣＦ式風呂釜を使用したところ、何らかの原因により不完全燃焼と
なり、ＣＯ中毒になったものと推定。当日、キッチンの換気扇は使用されてい
なかった。

風呂釜(CF式) タイヘイ（バーナー）
TA-291
製造年:1995年3月

TG 蒲原ガス株式会社

2006/1/29 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 1

引出し型キャビネットの開閉時、収納物がガス栓と接触してつまみが動き、ガ
ス栓のパージ孔からガスが漏洩し、コンロ使用時に着火、火傷。なお、パージ
孔の蓋が脱落した原因は、蓋に緩みがある状態で、キャビネット内に入れた収
納物がガス栓に何度も擦れて当たることが繰り返されることによると推定され
る。

ガス栓 サンコーガス精機 ULﾈｼﾞｶﾞｽ栓 TG 東京ガス株式会社

2006/1/30 山梨 北杜市 漏えい着火 0 0 1

オーブンの４ヶ所に種火を点火する際に一度に４つある器具栓を開けて点火操
作を行ったが、４つ目の種火を点火しようと扉を開けたところ、漏えいしてい
たガスに引火、爆発した。

オーブン 不明 不明 LP 株式会社ミツウロコ

2006/2/1 山梨 大月市 漏えい着火 0 0 1
コンロに点火したが何らかの原因で立消えしてガスが漏えいし、その後、小型
瞬間湯沸器に点火した際に漏えいしていたガスに引火し、爆発した。

・コンロ
・小型湯沸器

不明 不明 LP 日本ガス株式会社

2006/2/3 東京 荒川区 漏えい着火 0 0 0

テーブルコンロ点火時に、ガスストーブ用ガス栓から出火し、ガスコードを一
部焼損。原因は、ガスコードとガス栓との接続部が、何らかの原因で接続不良
となりガスが漏れ、コンロの点火火花により着火したものと推定。

ゴム管 ニットー
S型（ｽﾄﾚｰﾄ）タイプ
製造年:1990年9月

TG 東京ガス株式会社

2006/2/8 千葉 市川市 不完全燃焼 0 3 0

外壁塗装工事の際、塗装工事会社が屋外式給湯器並びに浴室窓をビニールで
覆った。これにより、当該機器が燃焼空気不足による不完全燃焼を起こし、排
気ガスが浴室の窓から流入、３名がＣＯ中毒となった。

大型湯沸器(RF式) パロマ
型式FH-161WD（屋外式PS設置）
製造年:2004年4月

TG 京葉ガス株式会社

2006/2/10 滋賀 近江八幡市 漏えい着火 0 0 0
ホース接続の作業をしている際アダプター部分が緩んでそこからガスが漏えい
し、コンロに点火したときに漏えいしていたガスに引火し、火災となった。

ホースエンドアダプター
不明 不明 LP ツジソト株式会社

2006/2/12 兵庫 南あわじ市 漏えい着火 0 0 0

魚焼器に点火し、次の作業を行っていたところ爆発し、魚焼器及び出入口の引
き戸を破損。魚焼器の３個のバーナーのうち一部未着火があり、漏えいしてい
たもの。

魚焼器 不明 不明 LP 有限会社賀集商店

2006/2/14 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1

消防より「ガス機器から着火」で受付けし緊急出動したところ、従業員１名が
火傷で病院搬送されたこと確認。原因は、業務用ガスレンジの操作中に、オー
ブンの器具栓を誤開放し、オーブン排気口からガスが漏洩しているにもかかわ
らず、テーブルコンロを点火させたため、漏洩しているガスに引火したものと
推定される。

レンジ ウサミ
UGR-157-E
製造年:2006年1月

TG 大阪ガス株式会社

2006/2/16 長崎 佐世保市 不完全燃焼 0 4 0

厨房において、屋外式大型湯沸器（ＲＦ型）を使用中、従業員４名の気分が悪
くなり病院へ搬送され、ＣＯ中毒と診断された。原因は、設備業者（電気工事
業者）が、強制排気式（ＦＥ型）大型湯沸器を撤去し、同一場所の屋内厨房に
屋外式大型湯沸器（ＲＦ型）を設置。当該湯沸器はファンの目づまりにより不
完全燃焼を起こし、ＣＯを含んだ排ガスが室内に充満しCO中毒に至ったもの。

大型湯沸器(FE式) ノーリツ
GQ-1610WE
製造年:1995年12月

TG 西部ガス株式会社

2006/3/2 東京 品川区 漏えい着火 0 0 0

ガスコードの機器側ソケット内スライドバルブ（気密を保つための部品）の脱
落に気づかずファンヒーターに接続したため、接続部から微量のガスが漏えい
し、ファンヒーターの火により着火。ファンヒーターとガスコードが一部焼
損。

ゴム管 ニットー
L型
製造年:1993年12月

TG 東京ガス株式会社

2006/3/5 茨城 土浦市 漏えい着火 0 0 1
ＢＦ式風呂釜の内部の配管に亀裂が生じており、漏えいしたガスが風呂釜の火
に引火、爆発した。

風呂釜
(BF式)

ノーリツ GBSQ-603S　BL LP シナネン関東ガス販売株式会社

2006/3/7 東京 千代田区 漏えい着火 0 0 1

オーブン上部にあるコンロ部分に火をつけたところ、オーブン扉が破損し、火
炎によって従業員が火傷を負った。原因は、オーブン用点火ツマミが開放状態
になりガスがもれているにもかかわらず、それに気がつかなかった従業員が、
上部にあるコンロに点火したことにより、その火がオーブン内に滞留していた
ガスに引火したものと思われる。

レンジ 不明 不明 TG 東京ガス株式会社
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2006/3/7 東京 江戸川区 漏えい着火 0 0 0

調理実習中ガステーブルのガス栓を開け、コンロに点火したところ、ガス栓用
ソケットの周囲に瞬間的に火がついたため、ガス栓を閉止して消火。原因は、
ガス栓とガス栓用ソケットの接続部に異物が挟まったことによりガス漏れが発
生し、コンロの火が引火したものと推定される。

ゴム管 ハーマンプロ
S型
製造年:1995年

TG 東京ガス株式会社

2006/3/11 東京 荒川区 漏えい着火 0 0 0

新規に設置した小型湯沸器に点火したところ、機器ホースエンド（ソフトコー
ド接続用部品）の上部に着火した。原因は、小型湯沸器本体のネジ部と機器
ホースエンドとの接続部にパッキンが装着されていなかったためガスが少量漏
えいし、当該湯沸器点火時に着火したもの。小型湯沸器取付けの際、パッキン
の装着が忘れられたものと思われる。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2006/3/13 京都 京都市 漏えい着火 0 0 0

炊飯器から延伸されたゴム管に取り付けてある迅速継手と２口ペアガス栓の接
続部から漏えいしたガスに、小型湯沸器点火時の火が着火。原因は、迅速継手
が完全には差し込まれておらず、台所天板がゴム管のつっかえになって保持さ
れ、ガス栓と迅速継手の接続不完全によりガス漏えいしたものと推定される。

ゴム管 大阪ガス
081-0460
製造年:1995年

TG 大阪ガス株式会社

2006/3/16 熊本 宇城市 不完全燃焼 0 4 0

台所に設置している開放式瞬間湯沸器（５号）に水道用ホースを繋いで浴槽へ
給湯していたが、長時間使用と換気不良のため不完全燃焼となり、一酸化炭素
中毒となった。

小型湯沸器 松下 GW-5D LP 有限会社松野屋商店

2006/3/16 大阪 豊中市 漏えい着火 0 0 1

検査孔付機器接続ガス栓（キャビネット内設置）の検査孔のボルトが人為的に
外された後、何らかの原因により当該ガス栓のつまみが半開状態となった。そ
の結果、検査孔を通じてキャビネット内に漏えいしたガスが滞留し、コンロの
点火つまみの開閉確認により着火、火傷。

ガス栓
大阪ガス
（藤井合金製作所）

164-686、L型15A TG 大阪ガス株式会社

2006/3/20 秋田 横手市 不完全燃焼 0 1 0

事故当時、悪天候で風が強く、ＦＥ式湯沸器（２０号）が排気不良を起こし不
完全燃焼となり、湯沸器と排気筒の継ぎ目（継ぎ目はアルミテープで処理）か
らＣＯが室内に漏れだしたものと推定。

大型湯沸器
(FE式)

パロマ
PH-20CWF
（1996年製造）

LP タプロス株式会社

2006/3/30 三重 四日市市 漏えい着火 0 0 1

居間に設置されている休止している設備と勘違いし、２口末端ガス栓をモン
キーで取り外したため、ガスが漏えいした。その後、蛍光灯のスイッチを入れ
た直後に爆発した。

末端ガス栓 不明 不明 LP ニイミ産業株式会社

2006/4/4 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 3

屋台（屋外）に設置されていた一口コンロ（揚物用）に接続されていたゴム
ホースを誤って足で踏んでしまいコンロ側のゴムホースが外れ、隣の焼物用調
理器の火が引火し、火災となった。

ゴム管 不明 不明 LP 飯塚プロパン株式会社

2006/4/8 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜が点火しにくいので２回～４回程、口火の点火操作をしていたところ小
爆発があり、浴室内窓ガラスが破損した。現場で配管と風呂釜のガス漏えい検
査を行った結果ではガス漏れはなかったことから、点火ミスにより風呂釜内に
生ガスが滞留し、再点火時に爆発したものと推定される。

風呂釜(BF式) 高木産業
TP-A85K
製造年:1998年12月

LP 金森藤平商事株式会社

2006/4/12 愛知 名古屋市 漏えい着火 0 0 1
需要家が病院に搬送される際に、ガスファンヒーター点火時に火災発生したと
の証言あり。原因について現在調査中。 不明 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

2006/4/18 愛知 豊田市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜及び金属フレキ管の取替え作業を販売事業者が行った後、消費者が湯を
温め直そうとしたところ、風呂釜付近で出火。金属フレキ管を接続したガス栓
周辺が焦げていることから、当該接続部分からガスが漏えいし、風呂釜の火が
引火したものと推測。なお、風呂釜交換工事は、販売事業者社員２名（うち１
名は、設備士無資格者）で行っていたが、工事後に漏えい検知液による接合部
の漏えい確認及び気密・漏えい試験を実施していなかった。

金属フレキ管 不明 不明 LP
伊藤忠エネクスホームライフ中部
株式会社

2006/4/29 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 0

ガス炊飯器が2台並べて設置されており、一方の炊飯器はゴムホースが離脱し
た状態であり、また、一方の炊飯器は、電気を使用し、保温状態で使用されて
いることから、何らかの原因により漏えいしたガスが炊飯器ヒーターの熱によ
り引火したものと推定。

ゴム管 不明 不明 LP 株式会社サンケミ

2006/5/1 石川 金沢市 漏えい着火 0 0 0

２口ヒューズガス栓の未使用側を誤って開栓したため、コンロの火がガスに引
火し、ガスコード、換気扇フィルタを焼損。未使用側のガスコードにアルミ箔
が巻き付けてあったため、ヒューズ機能が働かずガスが漏えいしたものと思わ
れる。

ガス栓 不明 不明 TG 金沢市

2006/5/6 群馬 高崎市 漏えい着火 0 0 1

風呂を沸かそうとして浴室内のリモコンを操作するが種火に点火しなかったた
め、風呂釜（浴室外屋内据置型風呂釜）本体で何回か点火を試みているうちに
小爆発が発生。数度の種火点火ミスで風呂釜内に滞留していた生ガスに引火、
小爆発に至ったと推定。

風呂釜
(浴室外屋内据置型)

不明 TP-A2K-Z LP 株式会社グンシナ

2006/5/7 兵庫 神戸市 不完全燃焼 0 1 0
燃焼用空気の不足（埃詰まり）により不完全燃焼していた業務用ガス湯煎器
を、換気扇を作動させずに使用したことによるCO中毒。 業務用ガス湯煎器 コメットカトウ

CP-3575Y13A
製造年:1997年10月

TG 大阪ガス株式会社

2006/5/18 島根 雲南市 漏えい着火 0 0 1

家庭科の調理実習(クッキーの調理)のためガスオーブン８台を点火したが、約
１０分後に１台のガスオーブンの火が消えていることを生徒が発見したため、
担当の教諭が再度点火したところ、ガスオーブン内に滞留していたガスに引火
し、火災となった。

オーブン ターダ LV-151 LP 山陰酸素工業株式会社

2006/5/22 熊本 八代市 漏えい着火 0 0 0

消費者がお湯を沸かすため、ガス栓を開けてマッチで２口コンロに点火しよう
とした際、２口コンロ全体に火がついたために、助けを求めた隣家の人が屋外
の容器のバルブを閉止し、備付の粉末消火器にて消火。調査の結果、２口コン
ロのゴム管接続口付近にネズミがかじったと思われる穴が見つかった。点火の
際に、当穴から漏えいしたガスに火が着いたものと思われる。

ゴム管 不明 不明 LP 南九州マルヰ株式会社
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2006/5/24 北海道 釧路市 ガス中毒 0 2 0

被害者の女性が、厨房で被害者の男性が倒れているのを発見し消防へ通報。厨
房には小鍋のかかった業務用テーブルコンロがあり器具栓が開状態で生ガスが
漏出していたことから、被害者の男性が業務用テーブルコンロに点火したつも
りが点火せず、生ガスが出ていることに気が付かず寝込んでしまったため、軽
い生ガス中毒に至ったものと推定される。また、被害者の女性は器具栓を閉め
に厨房に入ったため、少量のガスを吸ってしまったもの。

コンロ 不明 不明 TG 釧路ガス株式会社

2006/5/28 北海道 札幌市 漏えい着火 0 0 1

飲食店併用住宅の１階居酒屋から出火し、消費者が２階の住宅で異臭を感じた
ため、1階に行くと、煙とともにガス炊飯器付近で炎が上がっていた。ガス炊
飯器が設置されている付近が著しく焼損していることから、何らかの原因によ
り漏えいしたガスがガス炊飯器のヒータの熱、また何らかの着火源により引火
したと推定されるが、原因は特定できていない。

不明 不明 不明 LP
エア・ウォーター・エネルギー株
式会社

2006/5/28 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 0

二口ヒューズガス栓の未使用側を入居者が誤開放した為、漏えいしたガスがコ
ンロの火により引火し、ガス栓ツマミ部分が炎により熔解。ガス栓のヒューズ
機能が働かなかった原因は、ガス栓の下にプラスチックキャップが落ちていた
ことから、そのプラスチックキャップを未使用側ガス栓に付けていた為、ガス
が止まらなかったものと推定される。

ガス栓 不明 不明 LP 株式会社湘南ガス

2006/5/30 神奈川 横浜市 酸欠・その他 0 0 0

風呂場の改修工事に伴って給湯器への接続作業を実施していたが、設備工事者
が誤ってガス接続具を給湯口に接続した状態で給水栓を開栓したため、水道水
が給湯口に接続されたガス接続具を通じて灯外内管へ流入し、供給支障（６０
戸）が発生したもの。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2006/5/31 熊本 熊本市 漏えい着火 0 0 0

中華レンジに点火した約10分後に爆発が発生。事故当日の１～２週間前に中華
レンジ（３口）のうち１つのバーナー本体交換を、厨房設備業者に依頼し、
バーナー本体の接続管をホース接続から、中華レンジ本体のメインパイプから
の接続に変更したが、ホース及び閉止ガス栓の処理がされず。そのため、接続
方法の変更を忘れていた従業員が誤って燃焼器に接続されていないガス栓を開
放し、流出したガスにコンロの火が引火、爆発したものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 進栄ガス株式会社

2006/6/9 千葉 千葉市 酸欠・その他 0 0 2

ベーカリー厨房内のオーブンでパンを焼き始め、約30分ぐらいして気分が悪く
なり病院に搬送。軽い酸欠状態と診断され、念のため一晩入院。換気扇のス
イッチを入れずにオーブンを使用していたため換気不良により不完全燃焼が起
きたものと推定。

オーブン 不明 不明 LP
伊藤忠エネクスホームライフ関東
株式会社

2006/6/14 石川 能美市 漏えい着火 0 0 0

事故当日22:00頃、消費者が給湯器着火不良を確認したが、その後も給湯が可
能であった（21:00～22:00頃、隣室の入居者が異常音を聞いている）。翌日、
9:20頃に隣の工場から敷地内に給湯器カバーが落ちているとの連絡があり、販
売事業者が現地確認したところ、工場の窓ガラスにヒビが入っていることを確
認。これは、給湯器カバーが窓ガラスに当たり衝撃で生じたものと推定。な
お、配管漏えい試験を実施したが異常はなかった。

大型湯沸器(屋外式) パロマ FH-201AWD LP 株式会社ガスパル

2006/6/15 埼玉 川口市 漏えい着火 0 0 1

消費者から風呂釜が爆発したとの連絡を受け、販売事業者が確認したところ、
風呂釜からガスが微少漏洩しているのを発見。販売事業者は、風呂釜の使用禁
止の旨を消費者に伝え、閉止弁にプラグ止めをした。風呂釜に経年劣化による
不具合有り。

風呂釜(BF式) 高木産業
TP-A31B5
(1996年4月製造）

LP 関東サンエル株式会社

2006/6/21 東京 豊島区 不完全燃焼 0 8 0

換気扇を作動させずパンオーブンを１時間程度使用していたため、排気ガスが
室内に充満し一酸化炭素中毒症状となったもの。パンオーブンは経年による埃
詰りがあり燃焼状態が悪化していた。通常、換気扇は２４時間作動させていた
が、前日の営業終了後に新人従業員が換気扇のスイッチを切ったため、翌日出
社した別の従業員は作動しているものと思い込み、作動確認を怠ったものと推
定される。

業務用パン焼き器 北沢産業
KSG-6-12-3Y-A
製造年:1999年8月

TG 東京ガス株式会社

2006/6/21 大分 別府市 漏えい着火 0 0 0
何らかの原因で未使用中の小型湯沸器内部から発火。出火原因不明（消防見
解）。メーカにて詳細調査を実施。原因不明。 小型湯沸器 リンナイ

RUS-V51RT
製造年:2006年4月

TG 大分ガス株式会社

2006/6/23 神奈川 二宮町 漏えい着火 0 0 1

販売事業者がビルトインコンロのバーナー交換作業を実施したが、ダンパーを
付け忘れた。その後、消費者が何回かコンロを使用し点火したところ爆発し
た。

コンロ(ビルトイン) リンナイ
RSK-M30J3T
（2002年7月製造）

LP シンカナ株式会社

2006/6/24 愛媛 松山市 漏えい着火 0 0 1

だし釜より火が出ているのを従業員が発見。店長がガス栓を閉め、消火を試み
たが消火せず、炊飯器付近からポッという音とともに再発火した。事故原因
は、だし釜のバーナに接続しているフレキガス栓根元の配管ねじ部の腐食によ
りガスが漏えいし引火したため。なお、飲食店消費配管の設置位置が不適切
で、吹きこぼれのかかりやすい位置に設置されていた。

末端ガス栓(フレキガス栓) 不明 不明 LP 共同ガス株式会社

2006/6/30 福井 坂井市 漏えい着火 0 0 1

販売事業者が故障したガスキャビネットコンロ内のバーナーマグネットを交換
する修理をしたが、作業中、販売事業者の手又は工具が、コンロ内のパイロッ
トガス管に接触したため、劣化していたゴムパッキン周辺より微少のガスが漏
えいしたと推定。数時間後、消費者がコンロを使用したところコンロ下に滞留
していたガスに引火し爆発。

コンロ 不明 3FT-GF LP 南米穀店

2006/7/4 静岡 静岡市 酸欠・その他 0 0 0

階上の住民から消防へ警報器鳴動及びガス臭の通報があり、消防から当該集合
棟住民に避難勧告が出されるとともに、ガス会社にて当該室のメーターガス栓
を閉止しガス流出を停止した。母親のガスコンロ誤操作を心配した男性がゴム
管を外して外出したところ、母親がガス栓を誤開放（ガス栓半開）しガスが漏
えいしたことが原因と推定される。

ガス栓 不明 FV702A TG 静岡ガス株式会社
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2006/7/7 栃木 真岡市 漏えい着火 0 0 1

消費者宅でキャビネット組込式コンロの取付作業を実施した際、金属フレキ管
接続に係るネジ締付け不足によりガス漏えいが発生。消費者がガスコンロを点
火したところ炎が上がり、消費者が右手首に軽い火傷を負った。

金属フレキ管 不明 不明 LP はが野サービス株式会社

2006/7/11 愛知 豊田市 漏えい着火 0 0 0

給湯器から出火しているのを近隣住人が発見。ガス漏れ点検では異常なし。使
用中に給湯器の排気口付近で異常燃焼が発生し、給湯器及び壁・天井を焼損。
メーカーは、給湯器がアルコーブ構造の場所に設置されているため、給湯器が
排気リサイクル（自らの排気を給気）し、不完全燃焼を継続したことで燃焼の
排ガスに煤が発生し、熱交換器のラジエータ部に煤が付着、さらに長期間使用
により煤がラジエータを詰まらせたことで燃焼室内で燃焼しきれなかった未燃
ガスが排出され異常燃焼を起こしたものと推測している。

大型湯沸器(屋外設置式) 高木産業 TSQP-204R1 LP 三河商事株式会社

2006/7/17 岡山 和気町 漏えい着火 0 0 1
ＢＦ式風呂釜の元栓ガスコックからガスが漏洩し、風呂釜操作中に着火し、１
名が火傷を負った。 ガス栓 桂精機 FC-2S LP 和気農業協同組合

2006/7/17 東京 中央区 不完全燃焼 1 2 0

飲食店に勤務する男性が店の中で倒れているのを男性の母親が見つけ１１９番
通報した。母親とその後店に来た男性の父親も気分が悪くなり救急車で病院へ
搬送されCO中毒と診断された。現場検証において、①被害者が大型湯沸器を換
気扇不作動の状態で使用していたこと、②大型湯沸器の燃焼状況を確認したと
ころ、不完全燃焼により高濃度のＣＯが発生していることが確認された。ま
た、大型湯沸器の排気部がフード内に設置されており、換気扇を使用した状態
では排ガスが適正に屋外に排気される状態であったことも確認されている。な
お、大型湯沸器の熱交換器を調査したところ、異物の詰まりがあり、これを除
去した後燃焼状態が正常となった

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-101M
製造年:1996年7月

TG 東京ガス株式会社

2006/7/19 長野 塩尻市 漏えい着火 0 0 0

消費者の幼少の娘が、風呂釜の点火ボタンを押したが浴槽が空だったため、風
呂釜が加熱され循環ホースが燃え始めた。消費者が気づき消火。なお、風呂釜
の過熱防止装置、空だき防止装置は作動しなかった。

風呂釜 ノーリツ GSY-130D LP 長野プロパンガス株式会社

2006/7/20 鹿児島 鹿児島市 漏えい着火 0 0 1

消費者によると、「ガステーブルで調理中にタバコに火を付けようとしたとこ
ろ爆発した」とのこと。しかし、ヒューズガス栓からゴムホースが外れた状態
であり、ヒューズガス栓は燃焼していたにも係わらずゴムホースは無傷の状
態。また、ガステーブルの点火ツマミは閉止の状態であった（ヒューズガス栓
は半開の状態）。なお、当該消費者は、事故発生から10日後に死亡。当該事故
について、警察は本人死亡のため原因は不明で処理。

不明 不明 不明 LP サツマ酸素工業株式会社

2006/7/20 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1

業務用ガスレンジのオーブンを使用するため器具栓を開放した状態で他の作業
を行った後、オーブンの点火操作をしたため、オーブン内に漏洩し、滞留して
いたガスに着火、従業員１名が火傷を負った。

レンジ 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2006/7/21 長崎 佐々町 不完全燃焼 0 2 0

飲食店で調理中に気分が悪くなり、救急搬送。事故発生時は、ガスコンロ、ガ
スカマド等を使用していたが、器具の異常は特に確認されず、COの発生原因は
不明。通常は稼働させている換気扇を止めていたことから、CO濃度が高まった
ものと推測。なお、事故発生前、ガスコンロの点火状況が悪かったためガス供
給業者が点検を実施していた。警察の調査でもCOの発生元は特定されず。

①コンロ
②ゆで麺用ガスかまど

不明 不明 LP 有限会社佐々協同ガス

2006/7/21 沖縄 那覇市 漏えい着火 0 0 1

デイサービス職員が、消費者宅で料理を作るためガステーブル（オーブン一体
型）を使用する際、操作を誤りオーブン側のつまみを開けた模様。点火しない
ので、ガステーブル側のつまみを操作しライターで点火したところ、オーブン
庫内に滞留したガスに引火、爆発。販売事業者が消費設備を点検し、ガス漏え
いがないことを確認。当該ガステーブルは、約30年前の製品で安全装置等が付
いておらず、老朽化により電池式の点火が故障していた。

オーブン 松下
PQ-2
（製造から30年ほど経過）

LP 平和テレビ店

2006/7/22 埼玉 三郷市 漏えい着火 0 0 1

消費者がシャワー使用のため、点火しようとしたところ突然爆発。調査の結
果、浴室のＢＦ風呂釜に金属フレキ管により接続していたフレキガス栓の腐食
によるガス漏えいと判明。なお、当該フレキガス栓は、浴室内の水のかかる場
所に設置してある場合、亜鉛ダイカストに腐食が発生し、ガス漏れが生ずる恐
れがあることから、その後メーカは、無償で耐湿性のあるボール弁タイプの可
とうガス栓に交換することとした。

末端ガス栓(フレキガス栓) 桂精機製作所

・FC-2L
・FC-2S
（平成元年11月から平成16年2月まで製
造）

LP 河原実業株式会社

2006/7/22 岡山 倉敷市 漏えい着火 0 0 1

ガス爆発により2階建ての住宅等損壊。調査結果、住宅にある2口末端ガス栓
（双方、開放状態）が、1つは2口コンロ（器具栓は閉の状態）に、もう1口は
ゴムホースに接続（器具未接続）された状態。燃焼器の不完全燃焼事故を心配
した消費者が瞬間湯沸器を取り外したものの、再度接続しようとする際に接続
方法を誤りガスが漏えいした模様。

ゴム管 不明 不明 LP 片山産業株式会社

2006/7/25 京都 京丹後市 漏えい着火 0 0 0

別荘の所有者が訪れ、ガス使用時にガス臭を感じたと建物の施工主に連絡。施
工主は販売事業者に対し、当該所有者の約３週間後の来訪に合わせガス臭の原
因調査を要請。しかし、所有者が突然２日後に訪れ、ガスを使用しない旨を伝
えてあったのにも係わらず使用したため爆発。ガスは、給湯器と屋内配管とを
結ぶ金属フレキ管にある亀裂から漏えい。なお、販売事業者は、保安業務未実
施であった。

金属フレキ管 不明 不明 LP 丹後町漁業協同組合

2006/7/25 大阪 八尾市 漏えい着火 0 0 0

風呂に水を入れて種火のみ点火した状態で約１０分後、メインバーナーに点火
しようとした際、風呂釜から炎が溢れて当該風呂釜が焼損した。調査の結果、
当該風呂釜の安全弁の外容器の経年劣化による亀裂が確認され、当該亀裂部か
ら漏洩したガスに、種火が火移りして今回の風呂釜焼損にいたったものと推定
される。

風呂釜(RF式)
西島製作所（大阪ガスブ
ランド）

31-720 TG 大阪ガス株式会社
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2006/8/5 東京 大田区 漏えい着火 0 0 0

近隣住民が、当該アパートの部屋の窓から煙が出ていることに気付き入室した
ところ、ガス炊飯器に火がついて煙が出ていたため、台所の水をかけて消火。
消防による調査結果では、「炊飯器用のソフトコードに何らかの原因により穴
が開き、炊飯器使用中に穴から漏れたガスに何らかの着火源で着火し、火災に
至ったもの」との結論が出された。なお、ソフトコードの亀裂は「コンロの誤
使用による炎が原因と考えられるが、断定することはできない」とされた。

ゴム管 十川ゴム 不明 TG 東京ガス株式会社

2006/8/8 東京 港区 漏えい着火 0 0 0

需要家より「コンロのゴム管に火がついたが火は消えた」との通報あり。現場
調査の結果、ガス栓とガステーブルの接続には絹巻ラセン管が使用され、器具
側の接続部分（ゴム製）に亀裂があることが確認された。なお、絹巻ラセン管
は昭和５２年前後から製造されていないため、製造年は約３０年以上前になる
ことから、ゴム製の接続部の亀裂は経年劣化によるものと考えられる。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2006/8/11 宮城 涌谷町 漏えい着火 0 0 1

ＣＦ型風呂釜（浴槽脇設置・屋外排気型）に点火の際、一度で点火出来ず浴室
内にガスが充満。2分弱浴室のドアを開け換気した後、まだガス臭はあったが
再度点火したところ浴室下部に充満していたガスに引火し、火傷。約半年前か
ら、1度で点火できないことが何度かあり、爆発燃焼（ｶﾞｽ爆発を伴う点火）
や、風呂釜の元栓まで閉めないと漏えい音がすることもあったとのこと。この
ため、消費設備に故障があったと推定されるが、当該風呂釜が既に廃棄され詳
細は不明。

風呂釜(CF式) 高木産業
TP-A21BS
（1993年製造）

LP 有限会社安住商店

2006/8/15 東京 目黒区 漏えい着火 0 0 1
ガス栓（ヒューズ機構付）から故意にガスを漏出、何らかの着火源により引
火・爆発。自殺未遂と考えられる。巻き添えにより１名負傷。 ガス栓 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2006/8/17 千葉 富里市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜内部のガスパイプ腐食によりガス漏れが発生し、給湯器使用時などの点
火動作によるスパークが、機器内に滞留していたガスに引火し、機器内部を焼
損。

風呂釜(RF式) ノーリツ
GT243ARX 24号
製造年:1993年4月

LP さくらエンジニアリング株式会社

2006/8/17 長野 松本市 不完全燃焼 0 2 0
蒸し器使用中に換気扇の防火ダンパーが何らかの原因により作動し、換気不十
分な状態で蒸し器を継続使用したことによるＣＯ中毒。 業務用蒸し器 荒畑製作所

SD-2S型
製造年:2006年6月

TG 松本ガス株式会社

2006/8/18 長野 上田市 漏えい着火 0 0 3
消防署からの火災通報により出動したところ、何らかの原因で火災が発生し、
３名が火傷を負い病院へ搬送。原因を調査中。 不明 不明 不明 TG 上田ガス株式会社

2006/8/21 長野 軽井沢町 酸欠・その他 0 0 1

消費者が自宅（別荘）にて倒れ、病院へ搬送。その後、容体が回復し１時間後
に帰宅（病院での検査結果異常なし）。帰宅後、消費者の夫がガス臭に気付
き、別荘の管理会社に連絡。連絡を受けた販売事業者が調査の結果、室内に設
置されたガスコンセント（暖房用）と配管継目部分に微少漏洩が確認。

・コンセント
・配管

不明 不明 LP 長野日石ガス株式会社

2006/8/22 石川 小松市 漏えい着火 0 0 1

消費者が風呂釜に点火しようとしたところ、着火不具合のため何度か点火操作
を繰り返しているうちに漏れたガスに引火し、顔や手足に火傷を負い病院へ搬
送。事故原因は、調査中だが風呂釜の着火ミスと推定。

風呂釜 昭和アルミニウム SGO-3 LP グロリアガス北陸販売株式会社

2006/8/22 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1

元止め式小型湯沸器に取り付けた、ネジ接続部をゴム管接続するために変換す
る金属製接続具（アダプター）のネジ取り付け部から漏洩したガスに、当該湯
沸器点火時の火が着火し、当該湯沸器の下部が焼損し需要家が右手指部に軽度
の火傷を負った。アダプターのネジ部からガス漏洩した原因は、手締め状態で
十分な締付トルクがないところに、事故５日前に行われたゴム管の取替作業
か、取替後のゴム管のねじれ戻り等により、ネジを緩める方向に向かったため
漏洩に至ったものと推定。当該アダプター取り付け施工は、１０年ほど前に行
われており、手締め状態であった原因は不明である。

金属製接続具(アダプター) 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2006/8/27 茨城 ひたちなか市 漏えい着火 0 0 0

調理のため消費者がコンロを１分程度使用していたところ、｢シュー｣と音がし
て湯沸器に接続の低圧ホース継手部から約１５ｃｍ離れた部分より火柱があ
がったが、当該消費者が濡れタオルをかけて消火。メーカで調査した結果、低
圧ホース自体の欠陥・不具合はなかったと推定。

低圧ホース 穂高製作所 HU10-03TUS LP
伊藤忠エネクスホームライフ関東
株式会社

2006/8/29 兵庫 姫路市 不完全燃焼 0 2 0

工場構内食堂の厨房で、従業員等２名が食器洗浄作業を行っていたところ頭痛
を訴え、その後倒れたため、病院に搬送。フード換気扇を作動させずに、ガス
湯沸器を使用して食器洗浄作業を実施したため不完全燃焼となりCO中毒が発
生。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-101M LP 伊賀産業株式会社

2006/8/30 愛知 瀬戸市 漏えい着火 0 0 1

歯科技工士宅において、ガスが遮断され集中監視システムにより販売事業者へ
通報が入ったため、従業員が消費者に電話で状況の確認を取りガス供給を復帰
させたが、その数分後何らかの原因により小規模な爆発・火災が発生。消防に
よれば断定はできないが、ガスバーナーのガス取付部とゴムホースのサイズが
合わず、ビニールテープなどで接続された状態にあり、そこから漏えいした可
能性が高いとのこと。販売事業者は、当該消費設備を把握しておらず、当該部
分に係る保安点検を行っていなかった。

ゴム管 不明 不明 LP 名古屋プロパンガス株式会社

2006/8/31 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 1

業務用ガスレンジの右オーブン種火に点火したと思ったが、点火できていな
かったため、再度点火の操作中に、オーブン内の未燃焼ガスに着火し、軽度の
火傷を負った。当該ガスレンジの右オーブン排気口が油詰まりにより閉塞して
おり、排気が外部に出ることができない状態であった。そのため、種火点火し
にくく、また、開放された扉方向に未燃焼ガスが流れる状態となり、点火操作
で着火した炎がオーブンより溢れたものと推定される。

レンジ オザキ OZ2M-150R TG 大阪ガス株式会社
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2006/8/31 兵庫 三田市 漏えい着火 0 0 0

屋外設置式ふろ給湯器を使用していたところ、小爆発音発生。原因は、当該ふ
ろ給湯器内のガス配管（機器ガス栓と機器の電磁弁の間の配管）の腐食部の穴
あき等から漏洩したガスに、ふろ給湯器着火時の炎が引火した事による焼損と
推定される。水通路における微小漏れ現象と滴下部にガス配管が位置している
状況が重なり、長い期間その状況を経過することで腐食に至ったと考えられ
る。

風呂釜(RF式) ノーリツ
GT-161AR
製造年:1990年

TG 大阪ガス株式会社

2006/9/5 徳島 阿南市 漏えい着火 0 0 1

開店準備のため出勤し、飲食店内の業務用コンロに点火。作業開始前に確認せ
ずに、ガス栓を開放したままの状態で、もう片方のコンロに着火したために漏
えいしていたガスに引火し火傷を負った。

コンロ(業務用) 不明 不明 LP 徳島石油株式会社

2006/9/9 和歌山 串本町 漏えい着火 0 0 1

消費者が浴室内の密閉式風呂釜に点火したところ爆発。消費者は、点火の30分
前に閉止弁を開にしたとのこと。事故の原因は、何らかの理由で、金属フレキ
の袋ナットが緩み、袋ナットと接続金具との間からガスが漏えいした。

金属フレキ管 不明 不明 LP 岩谷ガス

2006/9/12 埼玉 鴻巣市 漏えい着火 0 0 0

ガステーブル使用時に、ソフトコードに着火。原因は、ガステーブルの天板に
ソフトコードが密接した状態で使用されたことで、バーナーの熱影響によりソ
フトコードが焼損亀裂し、漏れたガスに着火したものと推定される。

ゴム管 ダンロップ
SR-K
製造年:2004年

TG 東京ガス株式会社

2006/9/14 神奈川 相模原市 漏えい着火 0 0 2

消費者が調理終了約10分後にシステムキッチンのガスコンロ付近でガス臭がし
たため、ガスコンロ下のキャビネット内のガス元栓を閉止。消費者が、元栓を
閉めた直後に家族がガスコンロのスイッチを操作したところ滞留していたガス
に引火し爆発。原因は、検査孔付き機器接続ガス栓の検査孔のネジ止めが不十
分で漏えいしたと推定。

末端ガス栓 光陽産業 G363P LP 株式会社オガタ

2006/9/15 千葉 君津市 漏えい着火 0 0 1

消費者が風呂を沸かそうとして器具栓つまみ及び点火つまみを操作したところ
爆発し、風呂釜前面カバーが外れ吹き出した火炎により両足に火傷を負った。
事故原因は、風呂釜内部器具栓からのガス漏えいと操作ミスが重なった可能性
がある。

風呂釜 ガスター
ER-S
（1998年9月製造）

LP 鳥井商店

2006/9/18 千葉 柏市 不完全燃焼 0 3 0

グリルにて調理中に従業員３名の気分が悪くなり、病院にてCO中毒の診断を受
けた。業務用グリルのバーナー混合管部に油を含んだ埃が付着し、一次空気の
不足により不完全燃焼していた。事故当日、店舗の給気ファンが故障したため
吸排気バランスがくずれ、燃焼排ガスが店舗内にあふれて、CO中毒に至ったも
のと推定される。

業務用グリル コメットカトウ
CGH-975FI
製造年:2003年8月

TG 京葉ガス株式会社

2006/9/23 千葉 成田市 漏えい着火 0 0 0

焼物器の種火をつけたところ、漏れたガスに引火したためすぐにガス栓を閉め
た。原因は、燃焼器裏側高温部の熱影響を受ける箇所に強化ガスホースを配管
したため、当該ホースが熱により溶解し、漏えいしたガスに着火したもの。

ゴム管 十川ゴム
不明
製造年:2004年

TG 千葉ガス株式会社

2006/9/25 新潟 長岡市 漏えい着火 0 0 0

グリル付２口テーブルコンロのコンロで調理を開始してから約５分後に、テー
ブルコンロ背面で着火。ソフトコードをグリル下に這わせた状態で長期間使用
したためソフトコードが熱によって劣化（炭化）しガスが漏出、漏れたガスに
着火したものと思われる。

ゴム管 ダンロップ
不明
製造年:2002年1月

TG 北陸ガス株式会社

2006/9/25 愛知 名古屋市 漏えい着火 1 0 1
集合住宅室内における爆発火災。住人死亡、ガス会社の社員負傷。原因を調査
中。 不明 不明 不明 TG 東邦ガス株式会社

2006/10/1 神奈川 横須賀市 漏えい着火 0 0 0

消費者が風呂にお湯をためていたところ、ベランダに設置してある給湯器から
出火し、ベランダの天井が損傷。当該給湯器をガス石油ＰＬセンターにおいて
調査した結果、長期使用（約１３年）により熱交換機と排気部にススが付着し
て目詰まり状態となり、これにより排気ガスが給湯器内部に滞留し事故に至っ
たと推定。

大型湯沸器 東陶機器 RGH24SBV LP 有限会社細谷商店

2006/10/3 北海道 小樽市 漏えい着火 0 0 1

ビルトインコンロのグリル部品（サーモカップル：安全装置）の取替作業を行
い、その後消費者がグリルに点火しようとしていたところ、漏えいしていたガ
スに着火し、火傷。グリル部品交換時に、シール材（Ｏリング）を本来の部品
ではない別の部品を装着したためガスが漏えいし着火。なお、交換用部品は２
種類あり、今回誤って装着した部品は、本来のものより外径が小さいもので
あった。

コンロ(ビルトイン) リンナイ RBG20B2 LP 北日本燃料株式会社

2006/10/3 千葉 木更津市 漏えい着火 0 0 1

消費者が風呂釜の点火操作を繰り返したところ、未着火のガスに引火・爆発
し、火傷。翌日に連絡が入り、販売事業者が現地調査（気密試験等）を実施し
たところ配管、風呂釜等に漏えいはなし（当該風呂釜は、10日後に外付給湯器
に交換予定）。当該風呂釜製造メーカの調査結果では、製造後29年経過し、機
器が老朽化していることに加え、点火プラグ等の点火部分に水分が付着したこ
とによる点火不良と推測。

風呂釜 松下
GF-127
（1977年1月製造)

LP 株式会社ザ・トーカイ

2006/10/10 兵庫 姫路市 漏えい着火 0 0 0

浴室でシャワーを使用中、途中で水となり、火災が発生。事故後消防署が、現
場で当該給湯器の燃焼状況を確認するため点火操作を実施したが、コントロー
ル基盤に水が入り点火しなかったため、メーカが持ち帰り点検調査を実施。そ
の結果、給湯器のガス圧調整が正常に行われなかったため、燃焼器の空気量と
ガス量のバランスが崩れ、異常燃焼（不完全燃焼）をおこしたと推定。

大型湯沸器 高木産業
TP-SQ206R-1
（1999年9月製造)

LP ハリマガス協業組合

2006/10/11 愛知 豊田市 漏えい着火 0 0 1

2日前に社宅に入居した消費者が風呂を沸かすために着火操作（点火スイッチ
を押さえ、風呂釜のハンドルを10回ほど回転させる。）を行ったが点火しな
かった。再度火を付けようと同様の着火操作を繰り返したところ、風呂釜の内
部に溜まっていたガスが爆発。

風呂釜 ノーリツ GBSQ-612 LP 山本プロパン店
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2006/10/17 東京 練馬区 漏えい着火 0 0 0

給湯器使用後に、浴室の窓から給湯器下部より煙が出ているのが見えたため、
水をかけて消火した。原因は、給湯器内部で微量の水漏れが発生し、漏れた水
が水漏れ箇所の下部に配置されているガス通路部の表面に長期にわたって滴下
していたため、ガス通路部が腐食し穴あき、腐食孔から、漏れたガスに給湯器
使用時に動作するイグナイタ（点火装置）のスパークにより引火したことで給
湯器内が焼損したもの。

風呂釜(RF式) ノーリツ
GT-161AR
製造年:1989年12月

TG 東京ガス株式会社

2006/10/18 千葉 いすみ市 漏えい着火 0 0 1

消費者が末端ガス栓を開栓しようとしたところ、誤って器具に接続されていな
い方を開けてしまい、そのまま気づかずコンロの点火操作を行ったため、漏え
いしたガスに引火・爆発し火傷を負った。従業員が確認したところ、マイコン
メータはＣ表示（合計・増加流量遮断）で停止していた。調査の結果、消費者
が末端ガス栓に接続されていたガス炊飯器を電気炊飯器に交換した際、誤操作
防止が講じられていなかった。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社門倉石油

2006/10/19 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

コンロ使用中、バーナの火が立ち消えし、再点火したところ点火ボタンが奥ま
で入り、その後点火ボタンの周辺より火があがった。消防立会い調査におい
て、テーブルコンロ内部で微量のガス漏れを確認。また、メーカー調査の結
果、右コンロ点火ボタン裏の器具栓周辺にゴキブリの糞尿が多量に付着してお
り、器具栓内のメインロッド摺動部にも侵入していた。これらの異物によって
Oリングのシール性が低下し外部へのガス漏れとなり、点火ボタンを焼損させ
たものと思われる。

コンロ リンナイ
RN-027TS-SHR-T
製造年:1993年10月

TG 東京ガス株式会社

2006/10/21 東京 渋谷区 不完全燃焼 0 9 0

建物の４階客室にいた１１名のうち、９名が気分が悪くなり病院へ搬送され
た。客室にはガス機器は無く、３階厨房室の湯沸器を使用すると、その上部に
位置する４階の当該客室でCOが検出された。なお、他の４階客室や３階厨房に
いた従業員等には異常はなかった。事故の原因は、専用排気フードに接続され
ている湯沸器が不完全燃焼しており、その排気ガスが専用フードと排気ダクト
接続部の隙間から天井内にあふれ、また排気ダクト外壁貫通部の屋外と屋内の
位置ずれにより天井内にあふれた。さらに、天井裏４階床のコンクリートスラ
ブにも亀裂があり、その隙間から４階客室に侵入したもの。

大型湯沸器(FE式) ノーリツ
GQ-2421WZ-HP
製造年:2000年2月

TG 東京ガス株式会社

2006/10/22 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 0

ガスコンロを点火してもすぐに消えることから、需要家がガスコンロを分解
し、組み立てなおした。組み立て時に器具栓接続部のパッキンを入れ忘れたこ
とに気付かずガスコンロを使用したため、フランジから漏えいしたガスに着火
したもの。

コンロ
サンウェーブ
（リンナイ）

RBG-30A3-11
製造年:1995年9月

TG 大多喜ガス株式会社

2006/10/24 神奈川 藤沢市 漏えい着火 0 0 0

テーブルコンロで調理中、コンロの裏側より火が出たので慌てて水をかけ消火
しメーターガス栓を閉めた。調査を行った結果、ガス栓とコンロ器具栓を繋ぐ
接続具に応力が掛かり、またゴム管用ソケット（ストレート型）とガス栓の接
続が不十分であったため、ガスが漏れ、漏れたガスにガスコンロの火が引火し
ソケット部が焼損したものと推測される。

ゴム管 日東工器
G3SH-B
製造年:2006年

TG 東京ガス株式会社

2006/10/25 千葉 千葉市 漏えい着火 0 0 0

風呂釜の点火状態が悪く火がつかなかったため、需要家が連続して１０回以上
点火操作を繰り返した時に、異常燃焼を起こし風呂釜の一部が変形した。調査
の結果、熱交換機から水が漏れバーナーに滴下したため点火・火移り性能が悪
くなり、この状態で点火操作を連続的に繰り返し行ったことにより、機器内に
溜まったガスが瞬間的に異常燃焼したと推定される。

風呂釜(BF式) ノーリツ
GUS-50
製造年:1994年3月

TG 東京ガス株式会社

2006/10/28 千葉 富津市 漏えい着火 0 0 0

風呂のシャワーを使用中お湯がでないため（水のみ供給）、屋内壁面に設置さ
れている湯沸器の様子を確認するため近づいたところ、湯沸器内で爆発。事故
当日、11月6日及び11月15日の3日、事業者、メーカ、消防等で調査したが特に
異常は無し。原因は消防が調査中であるが、消費者が風呂でシャワーを使用中
に種火が失火し、何らかの原因で湯沸器内等に漏えいしたガスに、何らかの着
火源により爆発したものと推測。

大型湯沸器 パロマ
PH-16BF
(1992年2月）

LP 富洋観光開発株式会社

2006/11/3 東京 杉並区 漏えい着火 0 0 0

コンロのつまみ付近から火が出たとの通報を受けた。つまみが溶解し変形して
いた。調査の結果、事故の原因は、吹きこぼれ等によりバーナーキャップが劣
化しバーナー炎口を閉塞したため、バーナー内のガス圧が上昇しダンパー部よ
りガスが溢れ、溢れたガスにコンロの火炎が引火したことによる。

コンロ ハーマン
DC1001A
製造年:2004年3月

TG 東京ガス株式会社

2006/11/6 香川 観音寺市 漏えい着火 0 0 3

ガス器具メーカの社員2名が、麺茹で器を交換するため厨房内で作業を行って
いた。既設の麺茹で器を撤去するため、末端ガス栓を閉めた状態でガス供給管
の接続を外し前方向に移動させた際、ガスが漏えいする音があり、炎が上がっ
た。麺茹で器を移動させた際、末端ガス栓に接触して開栓状態となりガスが漏
えいし、麺茹で器に隣接した別のガス機器の燃焼炎が漏えいしたガスに引火。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社藤田商店

2006/11/6 東京 練馬区 漏えい着火 0 0 0

ビルトインコンロを使用中に火が出たので点検してほしいとの連絡を受けた。
右バーナー用パイプから漏れたガスにコンロの火が引火し、化粧パネルの一部
などを焼損させたものと推定。

コンロ サンウェーブ C-SB211 TG 東京ガス株式会社

2006/11/7 広島 福山市 漏えい着火 0 0 0

居間に設置してあるガスストーブと末端ガス栓を接続しているゴム管（ホース
バンドにより接続）が劣化、ガスが漏えいし、ストーブの火が引火した。な
お、消費設備調査の際、ガスストーブ使用及び未使用ガス栓の報告は無かっ
た。

ゴム管 不明 不明 LP 瀬尾プロパン株式会社

2006/11/8 三重 伊勢市 漏えい着火 0 0 0

ガススト－ブを使用するため、台所のガスコンロ裏側に設置されていた２口ガ
ス栓の一つに、ガスコンセント付きゴム管を接続したところ、ガス栓とガスコ
ンセントの接続部から炎が出て、ガスコンセント付きゴム管の一部が焼損し
た。原因は、ガス栓に接続するガスコンセントを「カチッ」と音がするまで十
分に接続しない状態でガスコンロを使用したため、接続部から漏洩していたガ
スにガスコンロの火が引火したものと推定される。

ゴム管 ハーマン
JG200B
製造年:1991年頃（推定）

TG 東邦ガス株式会社

157



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

2006/11/9 東京 墨田区 漏えい着火 0 0 0
風呂バーナに接続されたゴム管の老朽化によりガスが漏えいし、風呂バーナの
火により着火。ゴム管、風呂バーナー、シャンプー台の一部を焼損。 ゴム管 不明

不明
製造年:1986年

TG 東京ガス株式会社

2006/11/14 長崎 雲仙市 漏えい着火 0 0 0

消費者が給湯器のスイッチを入れた後、電気製品のスイッチを入れたところブ
レーカが落ち停電。その後、白煙が上がっていることを確認。配管等からガス
漏れは確認されず、メーカの原因調査では、リード線密集部、制御基盤、漏電
ブレーカ部が特に焼損。これらの配線が燃え白煙が上がったものと推定される
が、当該部分の加熱、発火原因は不明。メーカの調査では給水管部の一部で水
漏れが認められたが、ガス漏えい、電磁弁機能不良、異物混入及び逆火等は認
められず。

大型湯沸器 長府製作所
GFK-16B
（1991年6月設置）

LP 山口商店

2006/11/15 群馬 桐生市 漏えい着火 0 0 0
給湯付風呂釜機器内の｢入りガスパイプ継手｣からガスが漏えいし、当該風呂釜
が焼損した。 風呂釜(RF式) ノーリツ

GT-2427AWX
製造年:2003年8月

TG 桐生ガス株式会社

2006/11/17 広島 広島市 酸欠・その他 0 0 0

テーブルコンロに接続されているソフトコードをハサミで切断、二口ガス栓を
開にして生ガスを室内に放出させて自殺を図った。（警察談）この結果、交通
支障が発生。

ゴム管 不明 不明 TG 広島ガス株式会社

2006/11/22 沖縄 沖縄市 漏えい着火 0 0 1

事故前日、器具メーカ修理担当者が食器洗浄機(ガスブースター）を修理した
が、燃焼器接続用金属フレキを未接続の状態で帰社。当日の朝、飲食店従業員
がガス栓を開け、当該食器洗浄機の電源を入れた直後、未接続の金属フレキか
ら漏えいしたガスに着火し爆発。なお、ガス漏えいは、マイコンメータSBで遮
断されていた。

金属フレキ管 不明 不明 LP マルヰ産業株式会社

2006/11/25 埼玉 三郷市 酸欠・その他 0 0 4

保安機関が定期消費設備調査を行った際、湯沸器の接続をゴム管から金属フレ
キホースに交換。その夜、消費者がガス臭に気づき、ガスの元栓を閉め販売事
業者に連絡し、同事業者が現場調査したところ、湯沸器と金属フレキホースの
接続部のねじの締め付けが甘かったことが判明。さらに、ガス漏れの原因が液
化石油ガス設備士の施工ミスによるもの及び特定液化石油ガス設備工事事業届
が未届である旨判明。

金属フレキ管 不明 不明 LP 富士産業株式会社

2006/11/27 栃木 宇都宮市 漏えい着火 0 0 0

パート従業員が厨房内のガスフライヤーを点火後、その場を離れた隙に爆発。
爆発後、厨房内のガスオーブン、天井、照明、什器が破損・変形。販売事業者
が確認したところ、ガスコンロの末端ガス栓が開放状態であった。事故の原因
は、ガスフライヤー付近の末端ガス栓を事故当日の朝、何らかの経緯で誤開放
してしまい漏えいしたガスが付近に滞留し、直近にあるガスフライヤーを点火
したところ火種となり引火、爆発したものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社サイサン

2006/11/27 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

小型湯沸器の消火ボタンを押したが消火せず、機器内部に火が見えたとの通報
があった。現場出動時、湯沸器は外観上異状はなく、既に火は消えていた。調
査の結果、事故原因は、Ｏリングの摩耗によりガス機構部に微量のガス漏れが
あり、その漏れたガスにバーナーの火が引火し、本体内部部品の一部を燃損さ
せたもの。Ｏリング摩耗についてはグリスの塗布不足があったと推定される。

小型湯沸器 リンナイ
RUS-5AV
製造年:1993年11月

TG 東京ガス株式会社

2006/11/27 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0
ガスストーブとソフトコードの接続不良によりガスが漏えいし、ガスストーブ
の火により着火し、電気カーペットを焼損。 ゴム管 ブリジストン

不明
製造年:1995年

TG 東京ガス株式会社

2006/12/1 新潟 三条市 漏えい着火 0 0 1

消費者がコンロ及びストーブに接続の２口ヒューズガス栓の両方を開栓し、コ
ンロに点火約５分後にストーブに点火したところ、ストーブ背面から爆発。調
査の結果、ストーブからゴムホースが外れ、口ゴムの締め付け用の蝶ネジに緩
み。配管、ストーブ、ガス漏れ警報器等の検査結果は異常なし。当該ストーブ
は、事故発生の約１０日前に設置し、何度か家人が足を引っかけていた。口ゴ
ムの締め付けが十分でなかったため、足を引っかけた時に徐々に接続が緩み、
ヒューズガス栓が作動しない程度のガス漏れが発生した模様。

ゴム管 不明 不明 LP 小湊配管工業

2006/12/3 東京 中野区 漏えい着火 0 0 0

ＦＥ式大型湯沸器の機器本体内部の一部が焼損。バーナー用検圧口から漏れた
ガスにイグナイターの点火火花が引火し、機器内部の一部を焼損させたもの。
消防調査で、①機器バーナー部のバーナー用検圧口にあるガス漏出防止のため
のビスが外されていたこと、②イグナイター（点火器）の配線が老朽化してお
り、点火火花がバーナー以外の検圧口付近にリークしていたことが確認され
た。なお、止めビスが無いことについての詳細は不明。

大型湯沸器(FE式) ガスター
KG-516FES
製造年:1995年6月

TG 東京ガス株式会社

2006/12/4 徳島 松茂町 漏えい着火 0 0 0

保育園で屋外壁掛け型給湯器の排気口から炎が吹き出しているのを保育園職員
が発見。駆け付けた販売事業者が消防とともに確認すると給湯器蓋の排気口部
分が炎で煤けていたが、内部に燃えた形跡はなかった。販売事業者が当該給湯
器のメーカに問い合わせて故障の原因を確認したところ、今回の事象は前例が
なく調査しないと不明とのことであったため、当該メーカに調査を依頼。その
結果、給湯器内部のファンや吸熱フィン部ににススやほこりの付着が認められ
た。

大型湯沸器(屋外設置式) 東陶機器 RGH24QV1-S LP 松茂農業協同組合

2006/12/4 兵庫 神戸市 漏えい着火 0 0 1

シャワー使用のため機器操作をした際、風呂釜が爆発着火し、軽い火傷を負っ
た。何らかの原因で、種火が消火又は正常に点火せず、滞留したガスに爆発着
火したものと推定される。

風呂釜(BF式) ノーリツ
GBSQ-803DAS
製造年:1992年9月

TG 大阪ガス株式会社

2006/12/4 愛媛 松山市 ガス中毒 0 1 0

鍋がかかった状態でコンロの器具栓が半開になっており、生ガスが漏出しCO中
毒。コンロの不着火、又は吹きこぼれにより生ガスが漏出したものと推定。な
お、コンロには立ち消え安全装置は付いていなかった。

コンロ サンウェーブ
MR-211B
製造年:1976年11月

TG 四国ガス株式会社
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2006/12/5 千葉 袖ヶ浦市 漏えい着火 0 0 0

風呂給湯器より煙が出たため、水をかけ消火。現場調査の結果、風呂給湯器内
部に水漏れ箇所があり、また広範囲に激しい腐食劣化があることを確認。機器
の冠水状態が長期継続したことにより、ガス通路部の一部が腐食し穴があき、
腐食孔から漏れたガスに給湯器使用時に動作するイグナイター（点火器）のス
パークで引火し、給湯器内が焼損したものと推定される。

風呂釜(RF式) ノーリツ
GT-241AR
製造年:1989年11月

TG 東京ガス株式会社

2006/12/5 東京 中央区 漏えい着火 0 0 0

ガスストーブ使用中に異常音があり、背面の壁が崩壊。壁埋め込みガス栓に接
続したガス栓用プラグの差込不足が原因でガスが漏れ、その漏れたガスが壁内
に滞留し何らかの着火源により着火小爆発したものと思われる。

ゴム管 ハーマン
JG100B
製造年:1996年9月

TG 東京ガス株式会社

2006/12/6 香川 観音寺市 漏えい着火 0 0 0

事故前日、消費者から器具販売店にスイッチを回しても火が消えないとの連絡
があり、修理を試みたが対応できず器具メーカに修理を依頼。事故の直接原因
は、器具販売店が修理の際にガスがビルトインコンロの中に滞留していたか、
事故当日、器具メーカが元栓を開いたときにガスが漏えいし、安全確認を行わ
ずにコンロを点火したためと推定。器具自体は、購入当初（約２年前）から点
火スイッチを押しても火が消えない不具合があり。事後調査で、原因は不明だ
が、電磁弁と配管を接続しているパッキンが焼損したコンロから発見。

コンロ(ビルトイン) パロマ PD-D733NWGAV-R LP 横井石油株式会社

2006/12/6 群馬 前橋市 漏えい着火 0 0 0

炊飯器を使用中、ソフトコードに火が点いたのに気付き、ガス栓を止め消火。
ソフトコード炊飯器側取付部のゴム管止めバンドの位置に亀裂があり、そこか
ら漏れたガスに炊飯器の火が引火し、ソフトコードの一部が焼損した。亀裂の
原因は、過度の曲げが繰り返されたことにより、止めバンドの角部がソフト
コードの外被を傷つけ亀裂に至ったものと推測される。

ゴム管 ブリジストン
不明
製造年:1995年7月

TG 東京ガス株式会社

2006/12/13 東京 渋谷区 漏えい着火 0 0 0

風呂釜の使用時、爆発音がしたため、状況を確認した結果、当該機器の外装の
左右側面に変形がみられた。 口火の点火が難しい時に何度も点火操作を繰返
したことにより、器具内に溜まっていたガスに異常着火して、機器の外装を変
形させたものと推定。なお、機器の点火・火移り等に異常はなかった。

風呂釜(BF式) ノーリツ
GUQ-5A
製造年:1990年4月

TG 東京ガス株式会社

2006/12/14 千葉 木更津市 漏えい着火 0 0 0

加熱炉の器具ガバナ付近の焼損、及び工場の天井付近（約20m）の樹脂製トタ
ン板を溶解。焼損の状況や計器類の設備状況等から、老朽化した器具ガバナが
故障し、一次圧力の70kPaがガバナ下流に流れ圧力スイッチの破損限界を超え
たため、ガスが漏出し何らかの着火源により引火したと推定。また、器具ガバ
ナの焼損が大きいことから、圧力スイッチが破損するのと同時に器具ガバナか
らも漏洩したものと推定。

工業用加熱炉 関東炉工業 ローラーハース型鋼管加熱炉 TG 東京ガス株式会社

2006/12/14 埼玉 さいたま市 漏えい着火 0 0 0

ビルトインコンロの機器予備ガス栓に炊飯器用のガスコードを接続後、当該コ
ンロの右バーナーに点火した際、左バーナーの点火ボタン付近が焼損。焼損の
原因は不明。ただし、消防の調査結果から、①当該機器の焼損部分（左バー
ナー及び、中央奥バーナーの点火ボタンと機構部）を除きガス漏えいは無く、
ガスコードも異常がないこと②焼損した部分の点火ボタンはいずれもロックさ
れており使用していなかったことは確認されている。なお、消防よりメーカー
に調査依頼中。

コンロ パロマ
PD-37KWFY-9R
※東京ｶﾞｽ品名:PA-A763KP-CHRA
製造年:2001年4月

TG 東京ガス株式会社

2006/12/15 群馬 榛東村 漏えい着火 0 0 0

金属可とう管の器具側接続部分より微少のガス漏れがあり、 引火によりバラ
ンス風呂釜及び浴槽の一部が焦げた。設備改善工事（ガス栓及びゴムホースか
ら金属可とう管に交換）の際、可とう管の器具接続部のネジ締めが不完全だっ
た為、ガスが漏洩したことによるもの。工事終了後の漏洩試験等は実施してい
たが確認不足の為漏洩が発生。

金属可とう管 矢崎総業
ML3W-300E
製造年:2006年8月

LP 北群渋川農業協同組合

2006/12/18 神奈川 横浜市 漏えい着火 0 0 0

湯沸器使用時において、Ｏリングの摩耗によりガス機構部に微量のガス漏れが
あり、その漏れたガスにバーナーの火が引火し、本体内部部品の一部を燃損さ
せたもの。Ｏリング摩耗についてはグリスの塗布不足があったと推定される。

小型湯沸器 リンナイ
RUS-5RX
※東京ｶﾞｽ品名:RN-405SD
製造年:1992年12月

TG 東京ガス株式会社

2006/12/19 茨城 水戸市 漏えい着火 0 0 0

テーブルコンロの点火操作をしたところ、２口ガス栓の未使用側を誤って開放
し漏出したガスに引火し台所の壁を焦がした。なお、当該ガス栓には安全アダ
プターが装着されていたが粘着物（油）が付着しており、作動しなかった。

ガス栓 日之出バルブ製造 3/8 2口ﾊﾞﾈｶﾗﾝ TG 東部ガス株式会社

2006/12/21 大阪 八尾市 漏えい着火 0 0 2

ボイラー関係配管工事の際、区分バルブの２次側に直結したプラグを外したと
ころガスが漏えいし、ボイラー本体の溶接工事の火花で着火、火傷。原因は、
区分バルブが半開になっていたにもかかわらず、作業員が開閉状況を確認せず
にプラグを外したことによる。

区分バルブ 協成
KBF(50A)
製造年:2006年4月

TG 大阪ガス株式会社

2006/12/22 埼玉 東松山市 漏えい着火 0 0 0

末端ガス栓から漏えいしたガスにおでん器（おでんを温める器具）の火が引
火、爆発。販売事業者が確認したところ、末端ガス栓等他に漏えいはなし。現
場には、２口ガス栓（おでん器のみ接続）と１口ガス栓（ホースのみが接続さ
れ、燃焼器は接続されておらず）があり、事故直後、この１口ガス栓が開いて
いたことが判明。消費者が誤って、この燃焼器が接続されていない１口ガス栓
を開けてしまい（ヒューズ機構が働かない半開状態）、そこから漏えいしたガ
スにおでん器の火が引火し、爆発したものと推定。

末端ガス栓 不明 不明 LP 株式会社タカサカ

2006/12/27 東京 杉並区 漏えい着火 0 0 0
風呂釜使用中、機器内部の一部を焼損。腐食によりバーナー固定版の一部が落
下し、バーナー入口の一部を塞いだため、異常燃焼したものと推定。 風呂釜(BF式) ガスター

SR80S2N
(製造年:1994年4月)

TG 東京ガス株式会社

2006/12/27 大阪 大阪市 漏えい着火 0 0 0

ガスファンヒーター接続具からの漏えいガスによりファンヒーター上部を焼
損。ファンヒーターへの接続具が誤って取り付けられていたため、当該接続部
よりガスが漏えいしたもの。

ゴム管
大阪ガス
（ハーマン製）

081-0359
(製造年:1989年6月)

TG 大阪ガス株式会社
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発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

2006/12/29 福岡 久留米市 不完全燃焼 0 4 0

連絡を受け販売店が行くと、マンションのパイプスペース(PS)内を通り外部へ
配管されている屋外式給湯器の排気筒から異臭がし、不完全燃焼の発生を確
認。PS裏の浴室点検口を開けると白煙が充満。その後従業員2名もCO中毒症状
を示し、消費者2名の診察結果はCO中毒。PS上部に一部コンクリートが欠損し
ており、不完全燃焼で発生したＣＯ等が、欠損箇所から部屋に侵入したものと
推定。

大型湯沸器(屋外式) ノーリツ GQ-162WS-TB LP 和泉プロパン有限会社

2006/12/29 東京 港区 漏えい着火 0 0 1

業務用レンジのオーブンを点火しようとした時に、異常燃焼した炎で１名が火
傷。原因は、業務用レンジのオーブンツマミが開になっていたことに気づかず
にガス栓を開にし、オーブンを点火しようとして種火を近づけたところ、オー
ブン内に滞留していたガスに引火し異常燃焼したもの。

レンジ 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2006/12/29 大阪 寝屋川市 漏えい着火 0 0 0

ガスストーブを使用中に出火し、壁の一部等を焼損。ガス栓とストーブを接続
しているゴム管が全焼しており、その付近（ゴム管の載っていた絨毯）での焦
げが大きいことから、ゴム管から何らかの原因で漏洩したガスにストーブの火
が引火し、火災に至ったものと推定される。

ゴム管 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

2006/12/31 東京 墨田区 漏えい着火 0 0 0

ファンヒーター使用中、ガス栓付近より出火。ファンヒーターと経年劣化した
絹巻きラセン管との接続部の緩みによりガスが漏洩し、ファンヒーターの炎に
より着火したものと推定される。

ゴム管 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

2006/12/31 長崎 大村市 漏えい着火 0 0 1
IHコンロにより調理中に爆発が発生。住民１名が火傷。原因を調査中。

不明 不明 不明 TG 九州ガス株式会社
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附表：不完全燃焼による一酸化炭素中毒死亡事故（抜粋）



発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1986/1/9 東京 杉並区 不完全燃焼 1 2 0
小型湯沸器(9，600Kcal/H)のフィン上に布製の物を置いた為、これが燃えて
フィン詰まりを起こしCOが発生し中毒死。 小型湯沸器 ナショナル GW-5D4V(G) TG 東京ガス株式会社

1986/1/24 宮城 仙台市 不完全燃焼 1 0 0

ガス風呂釜(10，800Kcal/h)の排気筒が立上がり不足にあったため、風圧の影
響を受けて廃気が充分に排出されず風呂釜のケーシング内に充満し、酸欠に
よって不完全燃焼を起こし中毒死。

風呂釜 豊和産業 HB-83 TG 仙台市

1986/1/30 静岡 浜松市 不完全燃焼 1 0 0

湯沸器は浴室の隣室である洗面所に設置されており、洗面所入口のドアを閉め
切ったまま(同室には窓はあるが、給気口は設けられていなかった)大型湯沸器
を長時間使用したために室内酸欠状態となり、湯沸器が不完全燃焼に至り、一
酸化炭素中毒により死亡したと思われる。

大型湯沸器 パロマ PH-101 TG 中部ガス株式会社

1986/2/4 福島 福島市 不完全燃焼 1 0 0
一酸化炭素中毒が発生。詳細は不明。

風呂釜(開放式) ツチヤ
不明
※製造又は設置から10年経過

LP 有限会社船山商店

1986/2/6 宮城 仙台市 不完全燃焼 1 0 0

浴室内給気口が面している部屋の換気扇を作動させて室内の空気を排出してい
たことによりガス風呂釜(10，800Kcal/h)の排気筒のドラフトが不足し廃気が
充分に排出されず風呂釜のケーシング内に充満し、不完全燃焼を起こして中毒
死。

風呂釜 ツチヤ 不明 TG 仙台市

1986/2/9 石川 金沢市 不完全燃焼 1 0 0
湯沸器の排出口に銅錆が発生し、目詰まりしており不完全燃焼を起こし一酸化
炭素中毒になった模様。 小型湯沸器 パロマ PH-5号3F LP 株式会社長田金物店

1986/2/18 鳥取 鳥取市 不完全燃焼 1 0 0
排気筒トップフードが逆に設置されており、排気不良のため、不完全燃焼を起
こし、一酸化炭素中毒となった。

排気筒
(風呂釜：CF式)

ノーリツ GSU-4R LP 日ノ丸産業株式会社

1986/2/21 愛知 刈谷市 不完全燃焼 3 0 0
小型湯沸器(8，450kcal/h)を長時間使用したことにより不完全燃焼を起こし、
3名が中毒死。 小型湯沸器 パロマ PI-85R TG 東邦ガス株式会社

1986/2/23 長野 宮田村 不完全燃焼 4 0 0
湯沸器の上部天版と熱交換器には煤が付着しており、不完全燃焼を起こし一酸
化炭素中毒となった模様。詳細は不明（県警で捜査）。 小型湯沸器 松下 GW-525 LP アポロ

1986/3/23 宮城 石巻市 不完全燃焼 1 0 0
ガス風呂釜(12，800Kcal/h)の排気筒が立上り不足であったことにより、廃ガ
スが浴室内に逆流して不完全燃焼を起こして中毒死。 風呂釜 セタガヤ ﾕｰﾎﾞTA-20A TG 石巻ガス株式会社

1986/3/24 東京 葛飾区 不完全燃焼 2 0 0
大型湯沸器(25，000Kcal/h)の排気筒(天井内)の継目部分が何らかの原因で外
れ、不完全燃焼した廃気ガスが室内に流れ込んで2名が中毒死。 大型湯沸器 パロマ PH-13S TG 東京ガス株式会社

1986/4/1 神奈川 茅ヶ崎市 不完全燃焼 1 1 0
外焚式風呂釜が脱衣所に設置されており、何らかの原因で排気筒が外れ、脱衣
所及び浴室に排気ガスが流れ込み双方で一酸化炭素中毒となった。 風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-205 LP 高砂産業株式会社

1986/4/6 長野 三水村 不完全燃焼 1 0 0

瞬間湯沸器の上部耐熱版が外れ通気口をふさぐようにおいてあったため換気不
良（換気扇不使用）となり、不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒となった。
詳細は不明。

小型湯沸器 パロマ PH-5QB LP 有限会社二見プロパン

1986/4/9 北海道 旭川市 不完全燃焼 1 0 0
ガス風呂釜のバーナー上部の一部が脱落し釜固定脚の折損により一次空気不足
となり不完全燃焼を起こし中毒死。 風呂釜 不明 不明 TG 旭川ガス株式会社

1986/4/17 福島 郡山市 不完全燃焼 1 0 0

ガス風呂釜が空だき状態で発火寸前だったことから不完全燃焼による中毒死。
(排気筒トップは風圧帯にあったが当日は無風状態であり、排気筒の詰まりは
無かった)。

風呂釜 日立 HBU-24 TG 東部ガス株式会社

1986/5/22 神奈川 厚木市 不完全燃焼 2 2 0

瞬間湯沸器のパイロットバーナーを着けたまま就寝、湯栓が完全に閉止されて
いなかったため、断続的に長時間メインバーナーが点火状態となり、不完全燃
焼を起こし、一酸化炭素中毒となった。また、設置して約5年経過しており、
内部に煤が大量に付着していた。

小型湯沸器 松下 GW-525 LP 有限会社高瀬商店

1986/7/16 富山 高岡市 不完全燃焼 4 0 0
事故当時、小型瞬間湯沸器とガスコンロが使用されており、一酸化炭素中毒が
発生したが、詳細は不明。 不明 不明 不明 LP 高岡セントラルガス株式会社

1986/8/7 東京 足立区 不完全燃焼 1 0 0
小型湯沸器(9，950Kcak/h)の本体給気口及びフィンの目詰りにより不完全燃焼
を起こしたためと思われる。死因は一酸化炭素中毒による。 小型湯沸器 東芝 GH-51VT TG 東京ガス株式会社

1986/10/21 大分 大分市 不完全燃焼 1 0 0
ビルの吹きつけ塗装工事のため、窓・扉・排気筒がビニールで目ばりされた浴
室にて内だき式風呂釜(9，200Kcal/h)を使用したため酸欠状態となり中毒死。 風呂釜 オカキン CF-1 TG 大分ガス株式会社

1986/11/6 新潟 燕市 不完全燃焼 1 0 0
小型湯沸器(9，600kcal/H)を長時間使用したため、酸欠による不完全燃焼を起
こし中毒死。(台所の排気扇は電源コード外されていた。) 小型湯沸器 ナショナル GW-5D TG 燕市

1986/12/5 愛知 豊橋市 不完全燃焼 1 0 0

排気トップがコの字形の通路の壁真近にあるため、風圧の影響を受け易く、又
立上り不足であったことから廃気が十分にされず浴室内にあふれたことにより
中毒死。

風呂釜 不明 不明 TG 中部ガス株式会社

1986/12/13 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0

浴室で排気筒設備がない状態で風呂釜が使用され、かつ、バーナーが都市ガス
使用のもので、換気不良のまま使用したことから一酸化炭素中毒になったと考
えられる。風呂釜、バーナーは消費者が本人が勝手に据え付けたものであり、
ＬＰガス販売事業者の供給開始時調査の際にはなかった。

排気筒
(風呂釜)

東陶機器 K8-113YT LP 有限会社金子商会

1986/12/30 富山 高岡市 不完全燃焼 2 0 0
店舗兼住宅の炊事場で、窓を閉め切ったまま、換気扇をつけずに小型湯沸器を
使用し、酸欠で不完全燃焼になり、一酸化炭素中毒となった。 小型湯沸器 松下 JW50-5DB LP 塚本燃料店

1987/1/5 愛知 幸田町 不完全燃焼 1 3 0
訪問した知人が家族４人が倒れているのを発見。風呂釜の熱交換器部分にカー
ボンが付着しており、不完全燃焼によるＣＯ中毒と推定。 風呂釜

（バーナー）世田谷製作
所
（風呂釜）ノムラ

（バーナー）TA205
（風呂釜）FNMO型NA-4AO

LP 桑定商店
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発生日 都道府県 市区町村 現象 死亡 中毒 負傷 事故概要 機種 メーカー 型式 ガス種 事業者名

1987/1/7 岐阜 大垣市 不完全燃焼 1 0 0
大型湯沸器(25，500Kcal/h)を使用中に酔って寝てしまい、その間排気筒の排
気扇を作動させていなかったため酸欠となり中毒死。 大型湯沸器 シャホトー GM-13R TG 大垣ガス株式会社

1987/1/9 北海道 苫小牧市 不完全燃焼 2 3 0

ＦＥ式湯沸器の強制排気装置の電源が外されているにもかかわらず燃焼器が約
１６時間も燃焼。この排気不良によるＣＯ中毒死。燃焼器の安全装置が人為的
に改良されているようで、警察で捜査。平成１８年８月の製品安全総点検にお
いて、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-101F LP 株式会社苫小牧プロパン

1987/2/5 長崎 長崎市 不完全燃焼 1 0 0
台所の瞬間湯沸器の天板がはずれて排気口をふさぎ、不完全燃焼を起こした。
閉めきった部屋で２人が一酸化炭素中毒のため倒れ、１人は死亡した。 小型湯沸器(元止式) 松下 GW-525 LP 有限会社長崎新光ガス

1987/2/17 宮崎 宮崎市 不完全燃焼 2 0 0

市の職員が当人のアパートの室を訪問したところ、ガス警報器の音が聞こえた
ため、通報した警察官とともに室に入り、死亡を確認。当時湯沸器が不完全燃
焼状態であった。検死結果でＣＯ中毒と判明。当人は、当日アルコールを飲ん
でおり、浴槽に貯めるために湯沸器に点火し、そのまま寝込んだものと推定。
隣の室の住人１名も巻き添えでＣＯ中毒死。

大型湯沸器(CF式) 東芝 PH-1360（S47年に製造） LP 有限会社石井商店

1987/3/2 高知 高知市 不完全燃焼 1 0 0
開放式ストーブの長時間使用により不完全燃焼が起こりCO中毒死。

ストーブ 日立 GVB-30A TG 四国ガス株式会社

1987/3/14 福岡 福岡市 不完全燃焼 2 0 0

風呂に入るためにお湯を入れながら2名共こたつの中で寝込んでしまい、大型
湯沸器(25，000Kcal/h)の長時間使用と排気筒が技術上の基準に不適合であっ
た(排気筒が外に出た部分ではずれていてなかった)ことにより中毒死。

大型湯沸器(CF式) リンナイ RU-250A TG 西部ガス株式会社

1987/3/24 京都 京都市 不完全燃焼 2 0 0
排気ダクト内に設置されている防火用ダンパーが何らかの原因で閉止状態と
なったため、不完全燃焼した大型湯沸器の排気ガスが室内に充満し中毒死。 大型湯沸器 パロマ PH-6号F TG 大阪ガス株式会社

1987/3/30 秋田 秋田市 不完全燃焼 2 0 0

ふろバーナー(風呂釜の型式不明)のダンパーにゴミが詰り、不完全燃焼をした
ためススが発生し、熱交換器のフィンが詰まって排気が妨げられ室内に排気が
充満して中毒死。

風呂釜 不明 不明 TG 東部ガス株式会社

1987/4/26 滋賀 甲西町 不完全燃焼 2 0 0

風呂釜が故障中であったため、脱衣場に設置されていた湯沸器からホースで湯
引いて体を洗っていたところ、風呂場を閉め切っていたため不完全燃焼を起こ
した。

小型湯沸器 パロマ PH-5号2AB LP 甲西町農業協同組合

1987/5/1 青森 弘前市 不完全燃焼 1 0 0
小型湯沸器(9.800Kcal/h)を長時間燃焼させたため不完全燃焼になり、CO中毒
により死亡したと思われる。 小型湯沸器 パロマ PH-5号3AB TG 弘前ガス株式会社

1987/5/17 愛媛 城辺町 不完全燃焼 1 1 0
一酸化炭素中毒が発生。台所の湯沸器からホースで風呂へも給湯していた。湯
沸器にはススが付着し、不完全燃焼を起こす状態であった。 小型湯沸器 パロマ PH-5-2F LP 南宇和郡農業協同組合

1987/9/22 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 1 0
供給ガスに適合しないガス用の開放式ストーブを使用したため、不完全燃焼を
起こし、一酸化炭素が発生し中毒。 ストーブ 関東ガス器具 US-4000 TG 北海道ガス株式会社

1987/10/24 三重 四日市市 不完全燃焼 1 0 0
飲酒帰宅後、小型湯沸器に点火し、お湯を出した状態で寝込んでしまったた
め、不完全燃焼を起こし中毒死。 小型湯沸器 パロマ PH-4F TG 合同ガス株式会社

1987/11/1 東京 杉並区 不完全燃焼 1 0 0
排気筒のない風呂釜を点火しながら入浴し、換気不良のため発生したCOにより
中毒死。当該室は日頃使用しないため改善されていなかった。 風呂釜 不明 不明 TG 東京ガス株式会社

1987/11/29 長野 信濃町 不完全燃焼 2 0 0

風呂を焚きながら食事をしていたところ、一酸化炭素中毒で死亡した。風呂釜
は、屋内に設置してあり、排気筒がついておらず、また、約２０年ほど前のも
ので、従前より、燃焼に時間がかかっていたとのこと。ＬＰ販売事業者は風呂
釜の存在を知らなかった。（発見日は１２月２日）

風呂釜 不明 不明 LP 株式会社カネコ商会

1987/12/10 福岡 福岡市 不完全燃焼 3 0 0
小型湯沸器(9，800Kcal/h)の本体給気口の目詰まりにより不完全燃焼を起こ
し、長時間便用と換気扇不使用とが重なり中毒死。 小型湯沸器 パロマ PH-5号-2A TG 西部ガス株式会社

1987/12/14 大阪 大阪市 不完全燃焼 1 0 0
小型湯沸器(9，600Kcal/h)を換気扇を作動させずに長時間使用したため、不完
全燃焼し中毒死。 小型湯沸器 東芝 GH-5L TG 大阪ガス株式会社

1987/12/15 東京 江戸川区 不完全燃焼 1 1 0

居間で一酸化炭素中毒により１名死亡、１名重体となった。換気扇が作動して
おらず、窓を閉め切った状態だった。湯沸器からは水が流れていた。事故後測
定すると、１万ppm/分のＣＯが検知されたが、器具を点検後測定すると20ppm/
分であった。石油ストーブが併用されていた。

小型湯沸器 松下 GW-5DV(P) LP 株式会社柳屋

1987/12/23 広島 呉市 不完全燃焼 1 0 0
風呂釜の排気筒の屋外部分が腐食して穴があき、その部分から鳥が侵入して横
引き部分に巣を作ったため排気筒が閉塞状態となり、排気不良で中毒死。 風呂釜 ハーマン HM-125 TG 広島ガス株式会社

1988/1/8 群馬 小野上村 不完全燃焼 2 0 0
キャンピングカー内の換気不十分の状態でガスコンロとガスストーブを使用し
ていたため、不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒となった模様。

コンロ
ストーブ

不明 不明 LP 不明

1988/1/11 広島 福山市 不完全燃焼 2 0 0
自然排気式風呂釜の排気筒が外壁貫通後の部分で何らかの原因により脱落して
いたため、排気が十分に行われず不完全燃焼を起こして中毒死。 風呂釜(CF式) ノーリツ GSU-4R TG 福山ガス株式会社

1988/2/16 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

居間に設置されている換気扇を使用することにより室内が負圧となり、この状
態が浴室内にも影響し、使用中のシャワー付自然排気式風呂釜の燃焼排ガスが
浴室内に滞留し、燃焼上の酸素不足から一酸化炭素が発生し中毒死したものと
思われる。

風呂釜(CF式) 日立 CFS-2 TG 北海道ガス株式会社

1988/3/14 新潟 新潟市 不完全燃焼 4 0 0

開放式湯沸器(9，700kcal/h、元止式)を換気扇を使用せずに長時間使用状態と
したため、不完全燃焼し中毒死。給気口にゴミ、フィンにススが詰まっており
不完全燃焼を起こしたと推定される。

小型湯沸器 リンナイ
RU-95H
製造年:1976年11月

TG 北陸ガス株式会社
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1988/3/15 東京 調布市 不完全燃焼 1 0 0

2人が入浴中に気分が悪くなり浴室を出た時共に倒れた。1人が気がついた時、
他の1人は既に死亡していた。自然排気式湯沸器(26，000kcal/h)は浴槽への落
とし込みに使用しており、その給排気方式はブランチドフルー方式で、同湯沸
器に接続されていた共用ダクト内の排気筒エルボの曲がり部分に生コンの塊等
が堆積していたため、不完全燃焼した湯沸器の排気が室内に逆流しCO中毒死に
至ったものと思われる。

大型湯沸器(CF式) 北英熱器 ｸﾗｳﾝ13号 TG 東京ガス株式会社

1988/3/16 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

シャワー付自然排気式風呂釜の排気筒の先端が風圧帯に入っていた(排気筒の
立ち上がりなし)ため、排気あふれが生じ中毒になったものと思われる。浴室
内でシャワーが流れ出たままの状態で倒れており、病院に搬送されたが死亡。

風呂釜(CF式) ノーリツ GNQ-5 TG 北海道ガス株式会社

1988/3/22 東京 世田谷区 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器の使用に伴って発生した一酸化炭素中毒事故と思われるが詳細は
不明。発見時、湯沸器は使用状態であり、換気扇は使用されていなかった。 小型湯沸器 パロマ

PH-4-2F
製造年:1978年

TG 東京ガス株式会社

1988/3/30 栃木 佐野市 不完全燃焼 3 1 0

台所に設置された自然排気式湯沸器(22，500kcal/h)により風呂に給湯中、不
完全燃焼を起こして4名が被害を受けた。二口コンロのバーナーは燃焼状態で
あり、コンロの上の換気扇は回っていた。　給排気設備は共用ダクト方式であ
るが、このダクトには湯沸器の排気筒が接続されているとともに台所用の換気
扇も設置されており、同時に使用すると排気不良を起こす可能性がある。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-12号-A
製造年:1981年11月

TG 佐野ガス株式会社

1988/3/31 宮城 仙台市 不完全燃焼 1 0 0
風呂釜の排気筒が室内の立上がり部分で終わっており、入浴中不完全燃焼が起
こり、一酸化炭素中毒となった。

排気筒
(風呂釜)

不明 不明 LP 仙台マルヰ株式会社

1988/4/3 東京 台東区 不完全燃焼 1 0 0
開放式ストーブを機器に適合しないガスの供給地区で使用したため、不完全燃
焼を起こし、一酸化炭素が発生し中毒死。 ストーブ 日立 GVB-341 TG 東京ガス株式会社

1988/4/4 神奈川 相模原市 不完全燃焼 1 0 0

パイプシャフト内に設置されていたパイプスペース(屋外)設置型湯沸器(30，
500kcal/h)の排気筒が浴室及び居室の天井内を通ってベランダ側まで配管され
ており、ベランダ側の外壁貫通部には防火ダンパーが取付けられていた。湯沸
器の使用により防火ダンパーが作動したため排気が阻害され、湯沸器が不完全
燃焼し、その排気が排気筒の不完全な接続部からあふれ、浴室内に流入し中毒
死したものと思われる。

大型湯沸器 リンナイ
RUX-1605PSOU
製造年:1987年2月

TG 東京ガス株式会社

1988/4/5 東京 小平市 不完全燃焼 2 0 0

風呂釜がトイレ付きバスルーム内に設置されていたため、２次空気入口がゴミ
等により詰まり気味となり、空気不足から不完全燃焼を起こし、排気筒（２
次）が細くなっていたため継目から一酸化炭素が浴室へ逆流した。

風呂釜 タイヘイ D502 LP 東京プロパンガス株式会社

1988/4/9 鹿児島 鹿児島市 不完全燃焼 2 0 0

屋内設置の湯沸器が防火ダンパーが閉じた状態で燃焼し、強制排気したため、
排気が逆流したこと及び排気筒の継ぎ目が不十分な接続であったこと等から不
完全燃焼が起こり、一酸化炭素中毒が発生した模様。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-1600CMF LP
株式会社鹿児島ニューファイヤー
ガス

1988/4/12 神奈川 相模原市 不完全燃焼 1 0 0

パイプシャフト内に設置されていたパイプスペース(屋外)設置型湯沸器(30，
500kcal/h)の排気筒が浴室及び居室の天井内を通ってベランタ側まで配管され
ており、ベランダ側の外壁貫通部には防火ダンパーが取付けられていた。湯沸
器の使用により、防火ダンパーが作動したため排気が阻害され、湯沸器が不完
全燃焼し、その排気が排気筒の不完全な接続部からあふれ、浴室内に流入し中
毒死したものと思われる。

大型湯沸器 リンナイ
RUX-1605PSOU
製造年:1987年2月

TG 東京ガス株式会社

1988/5/24 新潟 味方村 不完全燃焼 2 0 0

密閉した部屋で開放式湯沸器(9，800kcal/h、元止式)と開放式ガスストーブ
(2，600kcal/h)とを使用しているうちに酸素が不足し、不完全燃焼となり中毒
死。

小型湯沸器 パロマ
PH-5号-2AB
製造年:1979年5月

TG 白根市

1988/6/26 大分 大分市 不完全燃焼 1 0 0

台所に設置されている自然排気式湯沸器(15，200kcal/h)により浴室へ給湯し
ていたが、排気筒が鳥及び鳥の巣により閉そくされていた(排気筒は立ち上が
り不足であった)ため、排気不良を起こし、発生した一酸化炭素により中毒死
したものと思われる。

大型湯沸器(CF式) ダンホット S-8-6 TG 大分ガス株式会社

1988/7/14 北海道 帯広市 不完全燃焼 1 0 0
湯沸器の排気筒にスズメが巣を作っていたため、排気が不十分となり、不完全
燃焼を起こし、一酸化炭素中毒となった。 大型湯沸器 パロマ PH-1000F LP 品川商事株式会社

1988/8/2 愛知 名古屋市 不完全燃焼 1 0 0

開放式湯沸器(8，550kcal/h、元止式)を長時間燃焼させたため、不完全燃焼と
なりCO中毒死したものと推測される。また、換気扇と共用ダクトとの連絡管が
損傷していたため、換気扇が十分に機能していなかった。

小型湯沸器 ナショナル
GW-43
製造年:1973年12月

TG 東邦ガス株式会社

1988/8/6 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

居間に設置されているレンジフードを使用することにより室内が負圧となり、
この状態が浴室内にも影響し、使用中のシャワー付自然排気式風呂釜の燃焼排
ガスが浴室内に滞留し、燃焼上の酸素不足から一酸化炭素が発生し中毒死した
ものと思われる。

風呂釜(CF式) 日立 CFS-2 TG 北海道ガス株式会社

1988/8/15 東京 大田区 不完全燃焼 1 0 0
浴室内に設置された開放式湯沸器の排気部にやかんを載せて使用したために、
湯沸器が不完全燃焼を起こして大量にCOが発生しCO中毒死。 小型湯沸器 リンナイ

RU-95G
製造年:1978年8月

TG 東京ガス株式会社

1988/9/1 北海道 美幌町 不完全燃焼 2 0 0

湯沸器の親火が消え、種火がついていたことのほかに、ドアや窓も閉め切られ
ていたことから、排気不良により不完全燃焼が起こり一酸化炭素中毒になった
模様。

小型湯沸器 ほくさん HK502 LP 有限会社前田商店

1988/9/3 愛知 名古屋市 不完全燃焼 1 2 0

3人が倒れ病院に運ばれたが、うち1人は死亡した。隣の部屋に設置されていた
開放式湯沸器(9，650kcal/h、元止式)を長時間使用した際の排ガスが流入し、
CO中毒事故が起きたものと推測される。

小型湯沸器 パロマ PH-5号2AB TG 東邦ガス株式会社
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1988/9/6 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

湯沸器（8号）から浴槽へ給湯し、入浴中一酸化炭素中毒となった。換気扇が
廻っていなかったこともあり、換気不良で不完全燃焼となり、一酸化炭素が発
生した。

大型湯沸器 東芝 PH861 LP 渡部商店

1988/10/18 埼玉 岩槻市 不完全燃焼 1 3 0
当該機器には煤が溜まっており、不完全燃焼が起こり、一酸化炭素が発生した
と考えられる。なお、密閉状態で洗髪等に約１ｈ使用したためと思われる。 小型湯沸器 松下

GW-525
（1983設置）

LP 清水ガス産業株式会社

1988/10/22 徳島 鳴門市 不完全燃焼 1 1 0
一酸化炭素中毒が発生。詳細は不明であるが、都市ガス用湯沸器をLPガスでも
使用していた。 小型湯沸器 パロマ PH-5A LP 大津農業協同組合

1988/10/28 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0
不完全燃焼していた開放式湯沸器(9，600kcal/h、元止式)を換気扇を作動させ
ずに使用したため、室内に一酸化炭素が充満し、中毒死。 小型湯沸器 松下

GW-526(A)G
製造年:1979年8月

TG 東京ガス株式会社

1988/11/16 大阪 大阪市 不完全燃焼 4 0 0

ベランダに設置した浴槽に、換気扇を回さず開放式湯沸器(8，200kcal/h、元
止式)を使用して、給湯したまま就寝したため湯沸器が不完全燃焼状態とな
り、一酸化炭素が発生して中毒死。

小型湯沸器 陽栄製作所
33-026
製造年:1976年8月

TG 大阪ガス株式会社

1988/11/25 神奈川 相模原市 不完全燃焼 1 0 0
窓を閉め切った状態で長時間使用していたため、不完全燃焼が起こり、一酸化
炭素中毒となった模様。※発見日時：11月27日 小型湯沸器 松下 GW-50 LP 有限会社ゼネラルガス

1988/11/26 東京 豊島区 不完全燃焼 1 0 0

自然排気式湯沸器(20，000kcal/h)の一酸化炭素を含む排気が台所にあふれて
充満したためCO中毒死したものと思われる。給排気設備はブランチドフルー方
式であるが、共用部の排気筒面積が不足している等の不備があった。

大型湯沸器(CF式) シャホトー SM-10 TG 東京ガス株式会社

1988/12/1 東京 練馬区 不完全燃焼 1 0 0

開放式ストーブ使用中の不完全燃焼で発生した一酸化炭素により中毒死。ス
トーブの金網スケルトン部がすすで黒くなっており、不完全燃焼していたと思
われる。また、換気することなく長時間使用したことが複合して事故に至った
ものと思われる。

ストーブ シャープ GX-187 TG 東京ガス株式会社

1988/12/6 神奈川 藤沢市 不完全燃焼 1 0 0
入浴中一酸化炭素中毒となった。当該風呂釜等は当事者が設置したもので、排
気筒も室外にでていなかった。

排気筒
(風呂釜：バーナー)

世田谷製作所 TA-205 LP 小川商事有限会社

1988/12/14 東京 品川区 不完全燃焼 1 0 0

開放式ストーブを機器に適合しないガスの供給地区で使用したため、不完全燃
焼を起こし、一酸化炭素が発生し中毒死。当該器具は被害者の実家から送られ
たものであり、器具コックを絞りながら使用していた。

ストーブ 日立熱器具 GVB-30A TG 東京ガス株式会社

1988/12/18 広島 広島市 不完全燃焼 3 0 0

浴室内設置バランス型風呂釜が故障していたので、台所の開放式湯沸器(9，
500kcal/h)の出湯管にビニールホースを差し込み浴槽へ給湯し、長時間使用と
なったため、湯沸器が不完全燃焼を起こし一酸化炭素中毒死。換気扇は使用さ
れていなかった。

小型湯沸器 サンヨー GB-63 TG 広島ガス株式会社

1988/12/26 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0
開放式ストーブを密閉状態の部屋で長時間使用したため、室内が酸欠状態にな
り不完全燃焼を起こしCO中毒死。 ストーブ 関東ガス器具 40-ｳﾙﾄﾗﾚｲA TG 東京ガス株式会社

1988/12/31 岩手 盛岡市 不完全燃焼 2 0 0

石油ストーブ・石油ファンヒーター（点火状態は不明）と湯沸器（燃焼中）が
あり、密閉された部屋であったため、相乗効果もあり換気不良となり、一酸化
炭素中毒となった模様。

小型湯沸器 松下
GW-525
（S51年型）

LP 光商事株式会社

1989/2/1 東京 保谷市 不完全燃焼 2 2 0

５号湯沸器からゴムホースで浴槽に湯を導入していたところ、部屋が密閉状態
であり、換気扇も回っておらず、石油ストーブも付いていたことから一酸化炭
素中毒になり、子供２名が死亡し、夫婦が重症となった。

小型湯沸器 松下 W-53S LP 関根商店

1989/2/3 北海道 歌志内市 不完全燃焼 1 0 0

母親が湯沸器を使用していて意識を失い、気が付いたところ子供がソファーの
上でうつぶせになっており心音もないので救急車をよんだ。湯沸器の内部目詰
まるにより不完全燃焼となり一酸化炭素中毒となった。

小型湯沸器 松下 GW52BA LP 株式会社歌志内プロパン

1989/2/9 神奈川 横浜市 不完全燃焼 2 0 0

ガス漏れ警報器が鳴っていることから家主が部屋に入ってみると湯沸器の水が
出たままとなって、部屋で住民夫婦が亡くなっていた。換気扇は回っていな
かった。

小型湯沸器 サンヨー GB-C63 LP 若松屋商事株式会社

1989/2/9 長野 松本市 不完全燃焼 2 1 0

台所の換気扇を作動させないで、開放式湯沸器(9，600Kcal/h、元止式)を洗濯
機への給湯に長時間使用したため、湯沸器が不完全燃焼を起こし、その燃焼排
ガスによるCO中毒死及びCO中毒。

小型湯沸器 ナショナル
GW-5D(G)
製造年:1980年12月

TG 松本ガス株式会社

1989/2/25 滋賀 大津市 不完全燃焼 2 0 0
気密性の高い部屋で、換気扇を回さずに開放式湯沸器(9,600Kcal/h、元止式)
を使用したため、湯沸器が不完全燃焼し、CO中毒死。 小型湯沸器 ナショナル

GW-5DV
製造年:1981年3月

TG 大津市

1989/3/6 熊本 熊本市 不完全燃焼 2 1 0

浴室内に設置された自然排気式風呂釜の排気筒がすずめの巣により閉塞されて
いたため、燃焼排ガスの排気が妨げられて、風呂釜が不完全燃焼をおこし、入
浴中の被害者3名がCO中毒となり、死亡・中毒事故となった。

風呂釜(CF式) ノーリツ GSU-4R TG 西部ガス株式会社

1989/3/16 千葉 千葉市 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器(8，400Kcal/h、元止式)を換気扇を回さずに使用し、長時間使用
状態となったため湯沸器が不完全燃焼しCO中毒死。 小型湯沸器 パロマ

PA-104CZ(U)
製造年:1980年9月

TG 東京ガス株式会社

1989/3/17 広島 福山市 不完全燃焼 2 1 0

台所に設置されていた強制排気式湯沸器(22，500Kcal/h、排気扇が接続されて
いる。)の排気筒が、居室の天井裏を通り屋外に出ていたが、外壁貫通部に取
り付けられていた防火ダンパーが閉止していたため、排気が阻害され、湯沸器
が不完全燃焼し、燃焼排ガスが排気筒接合部からあふれ居室に流入し、2人が
CO中毒死となり、上階の1人がCO中毒となった。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-12号A
製造年:1985年5月
排気扇PV-5

TG 福山ガス株式会社

1989/3/19 千葉 君津市 不完全燃焼 4 0 0
屋内設置風呂釜の排気筒が外れ、ほとんどの排気が室内に入り、奥さんと子供
３人が一酸化炭素中毒で亡くなった。

排気筒
(風呂釜)

サンスター 不明 LP 君津農業協同組合
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1989/4/7 北海道 北見市 不完全燃焼 2 0 0

強制排気式の瞬間湯沸器にてシャワーを浴びていたところ女性が一酸化炭素中
毒で死亡し、同室にいた男性も意識不明の重症となり後日死亡した。原因につ
いては警察にて調査中。また事故後4月12日に警察立会のもと配管等の気密試
験を実施したが、異常はなかった。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-81F LP 株式会社道東アポロ興発

1989/4/26 福岡 北九州市 不完全燃焼 1 1 0

酒酔いの状態で夜帰宅し、二次排気筒が設置されていない自然排気式湯沸器に
より風呂に給湯中寝込んでしまったため長時間使用状態になり、燃焼排ガスが
室内に充満し、湯沸器が不完全燃焼し、CO中毒死。翌日午後妻が帰宅し、警察
へ通報後CO中毒で倒れた。

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-6号F
製造年:1978年7月

TG 西部ガス株式会社

1989/7/11 千葉 長南町 不完全燃焼 3 0 0

５号小型（開放式）湯沸器からゴムホースで浴槽内へ給湯していたと推定さ
れ、換気扇は使用不能の状態であり、居間の窓が約１０ｃｍ空いていたが換気
不良の状態であったこと、またコック半開で使用していたことから一酸化炭素
中毒で母子３名が亡くなった。

小型湯沸器 松下 GW520 LP 株式会社門倉石油

1989/9/10 岐阜 岐阜市 不完全燃焼 2 0 0
台所に設置されていた排気筒不良(口径縮小、風圧帯内、高さ不足)の自然排気
式湯沸器(22，500Kcal/h)を長時間使用したため不完全燃焼しCO中毒死。 大型湯沸器(CF式) パロマ PH-12 TG 岐阜ガス株式会社

1989/11/2 神奈川 海老名市 不完全燃焼 1 0 0
風呂釜の排気筒に雀が巣を作っており、このため排気不十分なことから不完全
燃焼をおこしＣＯ中毒死に至った。

排気筒
(風呂釜：バーナー)

世田谷製作所 TA-205 LP 厚木ガス株式会社

1989/11/23 熊本 水俣市 不完全燃焼 4 1 0

風呂に給湯するため、湯沸器を点火したらしいが、ススが溜まっていたため不
完全燃焼を起こし、排気筒が設置されていなかったため、台所の窓は開けて使
用していたが、室内が狭く十分な換気が出来ず一酸化炭素が充満し中毒死し
た。

排気筒
(大型湯沸器)

パロマ PH8号E LP 昭和ガス有限会社

1989/11/30 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0
窓を閉め切ったまま、開放式湯沸器(8400Kcal/h、元止式)を長時間使用したた
め、不完全燃焼をしCO中毒死。 小型湯沸器 パロマ

PA-104BN(U)
製造年:1979年7月

TG 東京ガス株式会社

1990/1/18 東京 八王子市 不完全燃焼 2 0 0

台所の湯沸器から水が出しっぱなしになっており（メインバーナー、パイロッ
トバーナーは消えていた）、別室で石油ファンヒーターが３時間タイマーで消
火状態、別室で石油ストーブが使われていた形跡ある（燃料は空）の状態で、
２名死亡していた。窓は閉まっており、換気扇は未使用であった。被害者は病
弱で貧血症状があったということで、以上の状況から湯沸器を使用中、石油ス
トーブ及び湯沸器による一酸化炭素中毒と推定される。

小型湯沸器 松下 GW-525 LP 有限会社鈴木燃料店

1990/1/29 大阪 大阪市 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式風呂釜の排気筒に鳥の巣が詰まっており、排気が逆流したため風呂釜が
不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 風呂釜(CF式) ノーリツ

31-311
製造年:1975年

TG 大阪ガス株式会社

1990/2/2 広島 広島市 不完全燃焼 1 0 0
換気設備がなく、閉め切った状態で、開放式小型湯沸器の長時間使用したため
不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 小型湯沸器 パロマ

PH-4F 4号
製造年:1972年頃

TG 広島ガス株式会社

1990/2/10 北海道 函館市 不完全燃焼 1 0 0
排気ファン外付けのCF式大型湯沸器の排気扇用電源コードが外れていたため排
気扇が作動せず、排気ガスが室内にあふれ不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 大型湯沸器(CF式) 松下住設

GA-104A（排気扇外付有り）
製造年:1974年

LP 住商第一石油ガス株式会社

1990/2/25 茨城 日立市 不完全燃焼 2 0 0
換気設備がなく、閉め切った状態で、開放式小型湯沸器を長時間使用したため
不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 小型湯沸器 パロマ

PA-104
製造年:1976年

TG 東京ガス株式会社

1990/3/5 北海道 札幌市 不完全燃焼 2 0 0
湯沸器（１６号）の排気漏れによりＣＯ中毒となった。排気筒の接続部が外れ
ており、工事上のミスと推定される。 大型湯沸器 リンナイ RUA-16WFO LP 株式会社一高たかはし

1990/3/10 福岡 福岡市 不完全燃焼 2 0 0
器具ガバナーが取り外された先止式小型湯沸器を閉め切った部屋で長時間使用
したため不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 小型湯沸器 シャープ

WHG-503
製造年:1973年

TG 西部ガス株式会社

1990/3/16 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0

ＣＦ式風呂釜の背面の給気口全面にほこりが付着し、給気不足となって不完全
燃焼となった。また、浴室内の換気扇（照明連動）は給排気を同時に行うもの
であるが、給気開口部が小さいうえに、浴室の密閉度が高い（ガラリ無し）た
め、浴室内が負圧となって排気ガスが浴室内に逆流し、ＣＯ中毒死。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GNQ-5
製造年:1980年

TG 東京ガス株式会社

1990/3/18 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0
排気筒が外れたままの状態で、ＣＦ式風呂釜のシャワーを使用したため排気ガ
スが浴室内にあふれ、風呂釜が不完全燃焼となり、ＣＯ中毒死。 風呂釜(CF式) 森田工業

ML-YB600
製造年:1982年

TG 東京ガス株式会社

1990/5/2 神奈川 横須賀市 不完全燃焼 1 0 0
換気扇不使用で、台所の開放式小型湯沸器を長時間使用したため不完全燃焼と
なり、ＣＯ中毒死。 小型湯沸器 富士エンジェル FA-104 TG 東京ガス株式会社

1990/9/24 新潟 佐和田町 不完全燃焼 1 1 0

浴室にホテル等で使用するユニットバスを置き、脱衣所の湯沸器（７号）で給
湯していた。排気筒が未設置で違反であることを指摘したが改善されてなかっ
た。

大型湯沸器 サンヨー GB-700P LP 株式会社サドプロ

1990/11/12 静岡 焼津市 不完全燃焼 2 0 0

屋内に設置されたＣＦ式風呂釜の給気口付近及びノズル周辺にほこりが付着
し、給気不足となり風呂釜が不完全燃焼となって、すすが発生したためフィン
が閉塞し、排気ガスが室内にあふれ、ＣＯ中毒死。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GSP-2M
製造年:1982年

TG 東海ガス株式会社

1990/11/13 埼玉 八潮市 不完全燃焼 3 1 0

室内にて家族４人が倒れているのが発見され、ＣＯ中毒によるものと断定され
た。風呂釜の排気筒の逆風止めが落下したことによる排気不良によるＣＯ中毒
と推定。（死亡日時は１２日午前０時頃）

風呂釜(バーナー、CF式) 世田谷製作所 TA-205 LP 大曽根産業株式会社

1990/12/5 東京 江東区 不完全燃焼 1 0 0

ＣＦ風呂釜の熱交換器のフィン部の損傷及びバーナー部付近の水管亀裂による
水蒸気の発生から、風呂釜が不完全燃焼。また、排気筒内部に異物があり、排
気能力が低下し、排気ガスが浴室内にあふれ、ＣＯ中毒死。

風呂釜(CF式) グレイス
GK-100
製造年:1986-1987年

TG 東京ガス株式会社
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1990/12/11 北海道 帯広市 不完全燃焼 2 0 0

ＦＥ式大型湯沸器のコントロールボックスが配線変更されていたため燃焼時に
排気扇が作動せず、湯沸器が不完全燃焼し、浴室内に排気ガスが充満し、ＣＯ
中毒死亡。さらに、排気ガスが天井を伝わって上階に流れ、上階の住人１名を
巻き添えでＣＯ中毒死。平成１８年８月の製品安全総点検において、安全装置
の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-101F
製造年:1981年

TG 帯広ガス株式会社

1990/12/18 宮城 気仙沼市 不完全燃焼 1 0 0
換気のない浴室（窓閉、換気扇は故障）で、不完全燃焼防止装置未着の湯沸器
からホースを引き洗髪に使用し、不完全燃焼により一酸化炭素中毒となった。 小型湯沸器 日立 不明 LP 株式会社内海石油

1990/12/20 宮崎 宮崎市 不完全燃焼 1 0 0

浴室に取り付けた５号湯沸器で直接浴槽に給湯していたところ、浴室内の換気
不足で長時間使用したため一酸化炭素中毒を起こした。当該湯沸器は消費者が
直接取り付けたものであった。

小型湯沸器 不明 不明 LP 有限会社協和プロパン

1991/2/18 秋田 秋田市 不完全燃焼 1 0 0
排気ファン外付けのCF式湯沸器の排気扇コードが外れた状態でシャワーを使用
したため、排気が浴室内にあふれＣＯ中毒死。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PH-6号F
（排気扇PV3G外付有り）

TG 東部ガス株式会社

1991/4/21 福岡 北九州市 不完全燃焼 1 1 0
うどん店で業務用ダクトを換気扇を使用せず、めん釜、七輪を使用したため、
不完全燃焼を起こしＣＯ中毒。 業務用めんゆで器 日本調理機 不明 TG 西部ガス株式会社

1991/5/30 東京 文京区 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式湯沸器の排気筒の屋外立ち上がり底部の蓋が腐食により脱落し、排気筒
内に鳥が巣を作ったため、排気が室内にあふれＣＯ中毒。 大型湯沸器(CF式) ナショナル

GW-104G
製造年:1980年

TG 東京ガス株式会社

1991/9/8 長野 軽井沢町 不完全燃焼 1 1 0

入浴後に浴室で洗濯中意識を失って倒れた。血液検査の結果、CO中毒であるこ
とが判明。また、現場調査にて当該湯沸器が、排気スイッチが入っていない状
態で着火していたことが確認されている。平成１８年８月の製品安全総点検に
おいて、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-131F LP 司商事

1991/10/3 千葉 鎌ヶ谷市 不完全燃焼 2 0 0

風呂の点火用つまみが故障していたため、消費者が仮のつまみを作って使用し
ていた。釜上部を開放していたため、排気が煙突に流れず不完全燃焼をおこ
し、家屋に一酸化炭素が充満した。

風呂釜(屋内式) 不明 GSU-4RP LP 株式会社ケーイージー

1991/12/2 東京 渋谷区 不完全燃焼 1 0 0
開放式小型湯沸器を換気扇を回さずに使用したため、不完全燃焼を起こしＣＯ
中毒死。 小型湯沸器 パロマ

PA-104C(U)
製造年:1980年

TG 東京ガス株式会社

1991/12/11 愛知 豊橋市 不完全燃焼 1 0 0

出勤しない当事者を会社の同僚が訪問したところ、居間の電気こたつで死亡し
ている当事者を発見。浴室隣の台所に設置されている風呂釜は発見当時燃焼状
態にあった。風呂釜の排気筒に鳥の巣がつまっていることが判明。排気が妨げ
られ、風呂釜が不完全燃焼に陥ったものと考えられる。

風呂釜
(バーナー、CF式)

世田谷製作所 TA-297 LP 有限会社ナガシマ

1991/12/13 東京 文京区 不完全燃焼 1 1 0

大きな腐食孔のあるＢＦ式風呂釜を換気扇の運転中に使用したため、ダクトか
らBF式風呂釜の給排気トップを通って空気が浴室内に流れ込み、燃焼排気が上
から押さえられたことによる不完全燃焼を起こし、排気がその腐食孔から浴室
内にあふれＣＯ中毒死。

風呂釜(BF式) ガスター
BF-SR
製造年:1972年

TG 東京ガス株式会社

1991/12/24 東京 豊島区 不完全燃焼 1 0 0
不完全燃焼しているＢＦ式湯沸器の排気が、ダクト内にあいた隙間から天井
内、浴室内にあふれＣＯ中毒死。 大型湯沸器(BF式) パロマ

PH-13BFA
製造年:1982年

TG 東京ガス株式会社

1991/12/25 岩手 宮古市 不完全燃焼 1 2 0

美容師の夫が美容室を覗いたところ、客が洗髪台の前の洗髪用椅子に仰向けに
なり、美容師は椅子の陰で倒れていた。当日最初の客も気分が悪くなり帰宅。
燃焼器具は湯沸器と石油ファンヒーター。湯沸器は旧式でフード、ファン、
バーナーのおおむね左半分がススで黒くなっており、着火すると赤い炎とスス
がでた。フィンは目詰まり石油ファンヒーターは燃焼試験では異常なし。解剖
の結果、ＣＯ中毒と判明。

小型湯沸器 パロマ PH5号2AB LP 興南プロパン

1991/12/25 新潟 柏崎市 不完全燃焼 1 1 0
開放式ストーブを密閉された室内で長時間使用したため、不完全燃焼を起こし
ＣＯ中毒死。 ストーブ サンヨー電機 GH2600G TG 柏崎市

1992/1/1 宮城 仙台市 不完全燃焼 2 0 0
閉め切った部屋で換気扇を回さずに長時間使用したため不完全燃焼を起こしＣ
Ｏ中毒死亡。 小型湯沸器 リンナイ

RU-5E
製造年:1983年

TG 仙台市

1992/1/3 奈良 王寺町 不完全燃焼 2 2 0

FE式湯沸器の不完全燃焼により一酸化炭素中毒となった。また、現場調査で
は、本来コンセントを付けなければファンも回らず、点火もできないはずの湯
沸器が、コンセント未接続でも点火できるようになっていたことが確認されて
いる。平成１８年８月の製品安全総点検において、安全装置の改造による事故
と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-81F LP 酒田燃料店

1992/1/7 大阪 泉大津市 不完全燃焼 2 0 0

閉めきった室内で石油ストーブと湯沸器を同時に使用していて、一酸化炭素中
毒となった。湯沸器にホースを繋ぎ浴室で使用していた。石油ストーブの調子
は悪かった。

小型湯沸器 松下 GW-5DP LP 辻川商事株式会社

1992/1/19 富山 富山市 不完全燃焼 1 0 0
密閉された部屋で換気扇を使わずに湯沸器と石油ファンヒータを同時に使用し
たため不完全燃焼を起こし、ＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 ナショナル  TG 日本海ガス株式会社

1992/1/20 東京 世田谷区 不完全燃焼 1 0 0
開放式ストーブを密閉された室内で長時間使用したため、不完全燃焼をおこし
ＣＯ中毒死。 ストーブ 東芝

GSN-219
製造年:1975年

TG 東京ガス株式会社

1992/1/21 東京 葛飾区 不完全燃焼 2 0 0
台所の換気扇の運転中にCF式風呂釜のシャワーを使用したため、浴室内が負圧
になり排気が逆流しCO中毒死。 風呂釜(CF式) 越野製作所

不明
製造年:1981年

TG 東京ガス株式会社

1992/1/24 愛知 名古屋市 不完全燃焼 2 0 0
排気扇付ＣＦ式風呂釜を故意に細工し使用したため、排気扇が作動せず不完全
燃焼を起こし漏れた排ガスによりＣＯ中毒死亡。 風呂釜(CF式) 長府製作所 GF-2L TG 東邦ガス株式会社
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1992/2/6 山梨 上野原町 不完全燃焼 1 0 0

浴室で一酸化炭素中毒となる事故が発生。浴室の窓とドアが閉まっていたほ
か、自然排気式排気筒のL字部分に鳥の巣のような草が詰まっており、排気不
良となっていた。

排気筒
(風呂釜：CF式)

タイヘイ TH-TG-1 LP 有限会社大坂屋商店

1992/2/6 富山 小杉町 不完全燃焼 1 0 0
外壁塗装工事のため、浴室の窓及び排気筒の目張りがしてある状態で、ＣＦ式
風呂釜を使用したため換気不足によるＣＯ中毒死亡。 風呂釜(CF式) ノーリツ GNQ-5 TG 日本海ガス株式会社

1992/2/7 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

浴室で一酸化炭素中毒及び体温冷却による合併死となる事故が発生。事故当時
台所の換気扇を回して湯沸器（脱衣所に設置）を使用していたため室内が負圧
となり屋外に出た排気が浴室の排気孔から逆流した。また、湯沸器の吸気口の
防虫網の目詰まりにより、不完全燃焼が発生した。（事故調査書）

大型湯沸器(FE式) リンナイ RUA-16WFO LP 有限会社新幸商事

1992/2/10 和歌山 湯浅町 不完全燃焼 3 1 0

屋内設備の風呂釜を点火したまま消し忘れていたため、一酸化炭素中毒となる
事故が発生。排気筒を外に出していなかった。また、換気扇外側に虫除け用金
網が設置されており、油等により目詰まりし塞がっていた。

風呂釜(屋内式) 不明 不明 LP 岩岡商店

1992/3/30 栃木 宇都宮市 不完全燃焼 4 0 0

湯沸器にビニールホースを付け、玄関の土間にビニールシートを敷きシャワー
として使用している最中、一酸化炭素中毒となる事故が発生。事故当時、部屋
は閉め切ってあり、長時間使用していたため、不完全燃焼となり、一酸化炭素
中毒が発生した。なお、事故発見は、４月２日であった。

小型湯沸器 松下 5型 LP 有限会社大黒屋商店

1992/3/30 長崎 佐世保市 不完全燃焼 2 0 0
開放型ストーブのダンパ部にホコリがたまり空気取り入れ不足となり密閉され
た室内で長時間使用したため、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒死亡。 ストーブ ナショナル

GS-2100NG
製造年:1973年

TG 西部ガス株式会社

1992/3/31 長崎 長崎市 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を回さずに湯沸器を長時間使用したため、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒
死亡。 小型湯沸器 ナショナル GW-520 TG 西部ガス株式会社

1992/4/4 北海道 札幌市 不完全燃焼 2 0 0
一酸化炭素中毒による事故が発生。原因等不明であるが、湯沸器、FE式石油ガ
スストーブ及び石油ファンヒーターを警察が押収し調査。平成１８年８月の製
品安全総点検において、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-101F
(S56.9)

LP 株式会社ほくねん

1992/4/17 北海道 帯広市 不完全燃焼 1 0 0
ガスストーブの不完全燃焼による一酸化炭素中毒となる事故が発生。ストーブ
は警察で押収。 ストーブ(FE式) サンデン GR41P LP ひまわり産業株式会社

1992/9/26 茨城 神栖町 不完全燃焼 2 0 0

風呂釜（屋内設置式）の排気筒が外れており、換気不足から不完全燃焼を起こ
し、一酸化炭素中毒を起こした模様。なお、排気筒の外れについては、家人に
よるものと判断。

風呂釜 不明 不明 LP 株式会社山本石油

1992/10/6 長野 立科町 不完全燃焼 2 0 0

屋内に設置された風呂釜（釜の上部に50㎝くらいの排気筒あり）で換気口がな
い状況であったことから、換気不良により一酸化炭素中毒となった。普段は風
呂釜上部にある窓を開けていた。（１０月６日発見日）

風呂釜(銅製) 梅宮産業 （昭和35年以前に製造） LP 望月ガス株式会社

1992/10/7 千葉 富津市 不完全燃焼 2 0 0

開放式湯沸器にビニルホースを付けて風呂へ給湯していたが、屋内は密閉状態
にあり、長時間使用していたため不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒に至っ
た。（発見は１０月１３日）

小型湯沸器 松下
GW53S
（S51年設置）

LP 石原商店

1992/10/22 東京 江東区 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を回さず湯沸器を長時間使用したため不完全燃焼を起こしＣＯ中毒死し
た。 小型湯沸器 パロマ

PA-104CZ
製造年:1982年

TG 東京ガス株式会社

1992/11/6 北海道 旭川市 不完全燃焼 3 0 0
ＣＦ式湯沸器の排気筒がレンジフードファンと共用となっており、排気が何ら
かの原因で室内に充満しＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PH-101M
製造年:1986年

TG 旭川ガス株式会社

1992/12/8 東京 大田区 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を回さず湯沸器からビニールホースを浴室まで引き込み長時間使用した
ため、不完全燃焼を起こしＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 サンヨー電機

SN-104A
製造年:1975年

TG 東京ガス株式会社

1992/12/8 東京 中野区 不完全燃焼 5 0 0
レンジフードファンを運転せずに湯沸器を長時間使用したため不完全燃焼を起
こしＣＯ中毒になった。 小型湯沸器 リンナイ

RU-5EX
製造年:1983年

TG 東京ガス株式会社

1992/12/9 秋田 琴丘町 不完全燃焼 1 0 0
湯沸器の排気筒の中にスズメの巣と見られる枯れ草や枯れ枝の塊が詰まってい
たため、排気不良による不完全燃焼が原因で一酸化炭素中毒となった。 大型湯沸器(CF式) パロマ PH-6F4 LP 畠慶商事

1992/12/22 東京 中央区 不完全燃焼 1 0 0
事務所ビルの地下室に設置されたＣＦ式風呂釜の排気筒の先端が風圧帯にあ
り、風のため排気が溢れ浴室内に充満しＣＯ中毒。 風呂釜(CF式) ノーリツ

GRQ-80C
製造年:1986年

TG 東京ガス株式会社

1992/12/23 福岡 福岡市 不完全燃焼 1 1 0

不完全燃焼によるＣＯ中毒。石油ストーブの不完全燃焼が原因との警察談。警
察の指示により、ガス漏れ検査を実施（異常なし）。検査立会時に、電源を入
れた状態で湯沸器の燃焼器確認を行ったところ正常に燃焼、電源を外した状態
では排気あふれによりＣＯが検知された（検査立会時には湯沸かしの電源は外
れていた。事故時に外れていたかは不明）。

大型湯沸器(FE式) パロマ PH-81F TG 西部ガス株式会社

1992/12/24 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を回さずに湯沸器を長時間使用したため不完全燃焼をおこしＣＯ中毒死
亡。 小型湯沸器 ナショナル

GW-520
製造年:1975年

TG 東京ガス株式会社

1992/12/28 兵庫 神戸市 不完全燃焼 1 0 0
屋外に設置した湯沸器がその後板囲いされたため、換気不良により不完全燃焼
をおこし、排気が浴室のガラリから流入しＣＯ中毒死。 大型湯沸器 不明 不明 TG 大阪ガス株式会社

1992/12/30 長崎 佐世保市 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式湯沸器の排気筒の先端が風圧帯にあり、湯をだしたまま寝込んだ為長時
間使用したため、不完全燃焼を起こし排気が室内に充満しＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(CF式) リンナイ RU-13 TG 西部ガス株式会社

1993/1/16 埼玉 幸手市 不完全燃焼 2 0 0

室内に水蒸気が立ちこめており、１名が布団の中で、１名がこたつの中で死ん
でいるのが発見された。風呂が点けたままになっており、排気筒が外れてい
た。排気筒を外して室内に向けて細工していることから暖房用として風呂の排
熱を利用したものと思われる。

風呂釜(バーナー、CF式) 世田谷製作所 TA-205 LP 有限会社中里ガス
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1993/1/25 埼玉 越谷市 不完全燃焼 1 1 0

親子が入浴後、長時間立ったので父親が見に行ったら倒れていた。排気筒トッ
プが屋根上に出していなかった。排気力不足による逆流等が考えられる。排気
筒の先端部が建物の構造上、外気の流れによって吹きだまりになりやすいこと
や排気筒まわりの外壁にススが付着していたことからバーナーの目詰まりか排
気が十分になされなかったことにより、不完全燃焼となり事故が発生したもの
と思われる。

風呂釜(バーナー) 世田谷製作所 TA-205 LP 有限会社大成実業

1993/2/1 北海道 旭川市 不完全燃焼 1 0 0
階下のＦＥ式湯沸器の排気筒が天井裏で外れておりその排気が流入しての排ガ
スＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(FE式) リンナイ

RUX-1000WF
製造年:1984年

TG 旭川ガス株式会社

1993/2/28 神奈川 相模原市 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器を台所を閉め切った状態でレンジフードの運転等換気をしないま
ま使用したための不完全燃焼によるＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 松下電器

GW-520
製造年:1976年

TG 東京ガス株式会社

1993/4/2 神奈川 伊勢原市 不完全燃焼 1 0 0

勤務先上司が被害者宅を訪ねたところ、浴室入り口で死んでいた。台所にある
小型湯沸器から水が出ていた（火は種火も消えていた）。換気扇は回っておら
ず風呂釜の器具栓は閉止していた。湯沸器を現場で燃焼したところ炎の上部が
オレンジ色になり交換器フィンを見ると約半分が目詰まり（多量の油脂埃が付
着）状態であった。ＣＯ濃度は測定範囲（０．１％）以上の高濃度であった。

小型湯沸器 リンナイ
RU-5E
（S58.3-S62.2製造）

LP 株式会社カナエル

1993/4/2 東京 目黒区 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器を換気しないまま長時間使用したために酸欠による不完全燃焼を
起こしＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 パロマ PA-104(U-1)S TG 東京ガス株式会社

1993/4/11 宮城 仙台市 不完全燃焼 1 1 0
小型湯沸器を閉め切った部屋で換気扇を回さずに長時間使用したためにＣＯを
含んだ排気が室内に充満しＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 パロマ PH-4F TG 仙台市

1993/5/6 山梨 忍野村 不完全燃焼 7 0 0
ＦＦ式大型給湯暖房器の給排気筒トップ部の金網が破損しており鳥の巣があり
その巣のため給排気が正常に行われず不完全燃焼を起こしＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(FF式) 不明 不明 LP 甲陽商事株式会社

1993/7/7 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
ＦＥ式瞬間湯沸器の排気トップを建物外壁塗装作業の養生のためビニール袋で
塞いだことから不完全燃焼した排ガスが室内に流出してのＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(FE式) ガスター

UR-162FE
製造年:1989年

TG 北海道ガス株式会社

1993/7/27 福岡 城島町 不完全燃焼 1 2 0

美容室で３名が倒れ１名が死亡。開放式湯沸器で直上の換気扇で排気していた
が当時回っておらず、部屋は冷房のため密閉状態だった。また、湯沸器はパー
マ液等の滓が付着し不完全燃焼を起こしていた。

小型湯沸器 パロマ PH-5号-3F LP 株式会社古賀住設

1993/10/12 神奈川 川崎市 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器を換気しないまま長時間使用したために酸欠による不完全燃焼を
起こしＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 松下電器

MA-104U
製造年:1973年

TG 東京ガス株式会社

1993/12/26 新潟 味方村 不完全燃焼 2 0 0
開放型ストーブを密閉された室内で長時間使用したため不完全燃焼を起こしＣ
Ｏ中毒死亡。 ストーブ ガスター UHS-40 TG 白根市

1993/12/30 東京 豊島区 不完全燃焼 1 0 0
開放型ストーブのダンパがホコリで詰まった状態で使用されたため不完全燃焼
しＣＯ中毒死亡。 ストーブ サンヨー電機

GHR-930G
製造年:1974年

TG 東京ガス株式会社

1993/12/31 東京 渋谷区 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式大型湯沸器の熱交換器がダストのようなもので閉塞され不完全燃焼した
排ガスが湯沸器の下部から漏れて室内に充満してのＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(CF式) パロマ

PH-12A
製造年:1982年

TG 東京ガス株式会社

1994/1/13 埼玉 川口市 不完全燃焼 2 0 0

湯沸器のフィン及び空気口にホコリが詰まり不完全燃焼し、換気扇の影響によ
り室内が負圧となって、排ガスが逆流止めから室内に逆流したことによるＣＯ
中毒死亡。

大型湯沸器
(CF式)

シャホトー
GM-10R
製造年:1974年

TG 東京ガス株式会社

1994/1/14 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
ＦＥ式瞬間湯沸器の排気筒に腐食及び接続部に隙間があり、ここから排ガスが
漏れたことによるＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(FE式) パロマ

PH-1600CMFL
製造年:1988年

TG 北海道ガス株式会社

1994/1/23 富山 高岡市 不完全燃焼 1 1 0

浴室内で親子２人が倒れているのを祖母が見つけ、病院に搬送したが、１名死
亡した。湯沸器(８号・ＣＦ式)が約10年前に浴室内に設置されていたが、排気
筒が、屋外に出たところに曲り管が横向きに付けられ、その先が排出口となっ
ており、全く立ち上り部分がなかった｡当夜は風雪が強く、排気口の方から風
が吹いていた上､屋根の雪がまわりを包むように覆いかぶさっていたため、排
気障害から不完全燃焼を起こし、その排ガスが浴室内に逆流してＣＯ中毒に
至ったと推定される。当該消費者は消費設備の調査を拒否していた。

大型湯沸器(CF式) 松下
GW-84A
(製造年:1975年3月)

LP 戸出合同ガス協業組合

1994/2/2 秋田 秋田市 不完全燃焼 2 0 0

ＦＥ式大型湯沸器が何らかの原因により不完全燃焼を起こして排気が十分に行
われず、排ガスによるＣＯ中毒死亡したものと思われる。平成１８年８月の製
品安全総点検において、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-131F
製造年:1984年

TG 東部ガス株式会社

1994/2/3 東京 文京区 不完全燃焼 1 0 0
開放式湯沸器を換気をせずに長時間使用したため不完全燃焼を起こし室内に排
ガスが充満してのＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 パロマ

PA-104CN
製造年:1980年

TG 東京ガス株式会社

1994/2/9 京都 京都市 不完全燃焼 2 2 0
屋内に設置された屋外設置型ふろ給湯器を換気扇を動かさずに使用したため、
不完全燃焼が生じてのＣＯ中毒死亡。 大型湯沸器(RF式) ガスター

OURB-1600DA
製造年:1991年

TG 大阪ガス株式会社

1994/2/16 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式シャワー付風呂釜を使用中に台所の換気扇を回したため排ガスが逆流止
めから浴室内に逆流しＣＯ中毒死亡。 風呂釜(CF式) 高木パーパス

TP-A117M
製造年:1988年

TG 東京ガス株式会社

1994/2/16 大阪 八尾市 不完全燃焼 3 0 0
小型湯沸器を閉め切った部屋で換気扇を回さずに長時間使用したためにＣＯを
ふくんだ排ガスが充満しＣＯ中毒になった。 小型湯沸器 サンヨー電機 不明 TG 大阪ガス株式会社

1994/3/16 大阪 吹田市 不完全燃焼 4 0 0
開放式小型湯沸器を閉め切った部屋で換気扇を回さずに長時間使用したために
ＣＯを含んだ排ガスが部屋に充満しＣＯ中毒死亡。 小型湯沸器 ナショナル

GW-5D2V
製造年:1983年

TG 大阪ガス株式会社
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1994/4/20 沖縄 名護市 不完全燃焼 1 0 0

事故当日昼間、販売事業者が翌日の入居者用に、容器の設置、湯沸器の燃焼テ
スト等を行い、使用上の注意等の説明は翌日することにして容器バルブを閉め
て帰った。しかし、当事者は当日夜入居し、７時30分頃シャワーを使用したが
約２時間経っても出てこないため、同居人が見にいったところ当事者が倒れて
いた。シャワー室内に設置された､排気筒のない湯沸器（８号ＣＦ式）を換気
をせずに使用したため、酸欠状態から不完全燃焼を起こしＣＯ中毒に至った。

大型湯沸器(CF式) 松下 GW-84 LP 諸喜田プロパン

1994/12/13 東京 足立区 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式風呂釜と台所の換気扇を同時に使用したため浴室内が負圧となり、排気
ガスが逆流しＣＯ中毒死亡。 風呂釜(CF式) 越野製作所

KM-KH107
製造年:1985年

TG 東京ガス株式会社

1995/1/25 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式シャワー付風呂釜（排気扇付排気筒）の排気扇が作動せずに排気筒から
溢れた排気ガスによるＣＯ中毒死亡したと思われる。 風呂釜(CF式) ノーリツ

GNQ-5A（製造年:1988年7月）
（排気扇付き）パロマPV-3B TG 北海道ガス株式会社

1995/1/29 福岡 水巻町 不完全燃焼 3 0 0

朝５時５０分頃、当事者の妻と子供２人が台所で倒れているのを当事者が発見
し､通報したが３人共既に死亡していた。瞬間湯沸器は前夜２２時３０分頃か
ら使われ、食器洗い後洗髪していたと思われる。発見時火は消えていたが（ハ
イセーフによる遮断）水は出放しとなっていた。換気扇は使用されておらず、
台所の勝手口の扉には目張りがしてあった。

小型湯沸器 松下 GW-525 LP 有限会社石塚商店

1995/2/4 埼玉 大宮市 不完全燃焼 1 0 0

１５時頃、当事者の知人が、台所で当事者が倒れているのを発見、病院へ運ん
だが死亡した。瞬間湯沸器は種火は点火の状態であったが水は止まっていた。
換気扇は故障のためか動かず、窓は閉め切られていた。また、石油ストーブが
台所と居間に置かれていたが、居間のストーブは使用されていたようである。
なお、集中監視システムが採られており、１５時５０分にセンターに５分前予
告警報が入ったが、電話連絡がとれず、留守と判断し次の連絡を待っていたと
のこと。

小型湯沸器 松下 GW-5D(P) LP 佐藤興産株式会社

1995/4/11 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

勤務先の同僚が出勤してこないのを不審に思い被害者宅を訪れたところ、台所
兼用の居間の椅子に座った状態で死亡しているのが発見された。発見時、台所
の流し台の上に設置された瞬間湯沸器から火が消えた状態で水が流れていた。
なお、当該瞬間湯沸器には排気筒が設置されていなかった。

大型湯沸器
(CF式)

パロマ PH-6号F LP 有限会社マルヒロ三笠燃料店

1995/4/15 埼玉 大宮市 不完全燃焼 1 0 0

23時30分頃、帰宅時に異様な臭いを感じ窓等を開放し瞬間湯沸器を消した（点
火後45分間位経っていた模様)｡翌日1時30分頃、部屋の子供の様子がおかしく
119番通報したが、既に死亡。当該機器は20年近く使用され、一週間ほど前か
ら黒煙が上がっていたが連絡せず、密閉された部屋で長時間したため。

小型湯沸器 松下 GW-525 LP 竹沢住設株式会社大宮（営）

1995/7/14 東京 小金井市 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を回さずに蒸し器を使用したため、室内の酸素濃度が低下したことによ
り、ＣＯが発生し、ＣＯ中毒死亡したものと思われる。 業務用蒸し器 鈴木信也機械製作所

43型
製造年:1993年11月

TG 東京ガス株式会社

1995/12/19 新潟 寺泊町 不完全燃焼 1 0 0

当事者が浴室で倒れているのが発見されたが既に死亡していた。当事者は前夜
遅く、ＣＦ式風呂釜の排気筒トップが壊れていて、そこに鳥が巣造りしていた
ことに気付かず入浴したため、排気障害による不完全燃焼で発生したＣＯによ
り中毒死したものと思われる。また、浴室内は換気扇は止めてあり、窓等も閉
め切った換気不良状態となっていた。

排気筒
(風呂釜：CF式)

日立
(製造元:タイヘイ)

TH-CFS-2 LP 株式会社米弥商店

1996/1/2 岐阜 中津川市 不完全燃焼 1 1 0

朝１０時頃、母親と娘の２人が食事をし、その後娘は再び就寝。目覚めた際、
部屋中にガスの臭いがしていたので、ガス器具を見に行くと、湯沸器は点火の
状態で火は付いてなく水が流れていた。直ぐに末端閉止弁を閉めて、部屋の窓
等を開けたがそこで意識を失った。１９時頃目を覚ました時母親の部屋に行き
母親が倒れ既に死亡しているのを発見した。湯沸器を調査したところ、熱交換
器部分が油とほこりで目詰まりしており、不完全燃焼になったものと推定。ま
た、湯沸器使用中の換気が十分でなかった。

小型湯沸器
松下 GW-5D LP 太陽プロパン

1996/2/13 兵庫 神戸市 不完全燃焼 1 1 0

バーナーノズル周辺にほこり等が詰まって不完全燃焼を起こし易い状態にあっ
た金網式ストーブを、閉め切った部屋で換気せず長時間使用したため、不完全
燃焼を起こし、ＣＯ中毒死に至った。

ストーブ ナショナル
GS3000N
製造年:1970年6月

TG 大阪ガス株式会社

1996/2/26 新潟 湯沢町 不完全燃焼 2 0 0
ＦＦ式暖房機の排気管が給排気筒トップから外れていたため、排ガスが室内に
充満し、ＣＯ中毒になった。 ストーブ サンヨー GFF-408型 LP 株式会社サンワ

1996/3/18 東京 港区 不完全燃焼 1 0 0

事故を発生したFE式大型湯沸器は、機器内部の安全回路短絡のため、排気ファ
ンに通電がなく停止した状態でも安全装置が作動せず燃焼を継続する。このた
め停電等の原因により、排気ファンが作動せず、かつ安全装置が機能しなかっ
たためにＣＯ中毒に至った。平成１８年８月の製品安全総点検において、安全
装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-101F
製造年:1981年3月

TG 東京ガス株式会社

1996/4/16 東京 東久留米市 不完全燃焼 1 1 0
浴室を閉め切り風呂釜を長時間使用し、排ガスが浴室内に充満し、ＣＯ中毒。
風呂釜は正常、浴室の構造に問題と思われる。 風呂釜(CF式) モリタ工業 ML-MK1 TG 東京ガス株式会社

1996/10/21 北海道 札幌市 不完全燃焼 2 0 0

マンション１室で２人死亡しているのが発見された。当該マンションは１戸が
１２㎡前後（７畳程度）の広さで、室内にはガスレンジ（上部にレンジフ－ド
有り）、ＦＦ式スト－ブ及びＦＥ式瞬間湯沸器が設置されていた。発見時には
湯沸器は電源は入っていたが停止状態だった。また、レンジ（２口コンロ）及
びスト－ブ、レンジフードは止まっていた。湯沸器とレンジフードの同時使用
で室内の気圧が下がり、ＣＯが逆流したものと推定。また、排気筒継ぎ目に隙
間があり排気が漏れていた。（発見は２７日）

排気筒
(大型湯沸器：FE式)

パロマ PH-1001CWF LP 岩石綜合物産株式会社

1996/11/18 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

帰宅した同居人が、死亡している当事者を発見。発見時には浴室のシャワ－が
出ていたが湯沸器のガスは止まっていた。湯沸器の排気筒は亜鉛引き鉄板製の
らせん管で、接続は差し込み式で固定されていなかった。排気筒の繋ぎ目に隙
間があり、ＣＯが漏れ、室内に充満した。

排気筒
(大型湯沸器(FE式))

リンナイ RUA-16WFO LP 札幌石炭株式会社
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1996/12/28 沖縄 糸満市 不完全燃焼 5 0 0

一家５人全員が倒れ死亡していた。発見時、室内の窓等は全て閉め切られ、換
気扇はなく、レンジフ－ドのフアンも使われていない密閉状態だった。湯沸器
は浴室の給湯に使用されており（家族が順次使用していたと思われる）、点火
状態で火は消えていた（マイコンⅡでガス遮断）。外部カバ－内外部及び上部
の天井にすすが付着。また、排気筒は２次排気筒の径が１次排気筒の径より細
く、かつその接続部が若干ずれて隙間が開いていた。さらに屋外の立ち上がり
部が１５０ｍｍ程度しかなくトップも付いていなかった。

排気筒(大型湯沸器(CF式)) 松下 GW-104A(CF式) LP 具志堅ガス店

1997/1/3 愛知 名古屋市 不完全燃焼 1 1 0
金網式ストーブを、閉め切った部屋で換気をせずに長時間使用したため、不完
全燃焼を起こして、ＣＯ中毒死亡事故に至った。 ストーブ シャープ RSG-250 TG 東邦ガス株式会社

1997/1/12 千葉 柏市 不完全燃焼 1 0 0

浴室を閉め切った状態で、不完全燃焼を起こしている風呂釜を長時間使用した
ため、排ガスが室内にあふれ、ＣＯ中毒に至った。排気筒に、口径縮小、高さ
不足及び中廊下への排気の不備があるなかで、浴室ドアのガラリ等を閉め切っ
て使用したため、CO中毒に至ったと推定される。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GNQ-5
製造年:1986年8月

TG 京葉ガス株式会社

1997/1/27 兵庫 神戸市 不完全燃焼 1 0 0

消防より「ガス臭気」通報で出動。死亡原因については行政解剖の結果、一酸
化炭素中毒死であった。現場状況から唯一使用していたであろうと考えられる
金網ストーブは、元ガス栓、器具ガス栓とも全開状態で不自然な使い方ではな
かった。事故後、現場での燃焼確認試験の結果、一酸化炭素の排出量は50ppm
程度で、使用していた部屋の容積（約51㎥）から推定しても死亡に至るほどの
濃度にはなるとは考えられない。しかしながら、死因が一酸化炭素中毒である
こと及びガス漏れ警報器が吹鳴していたとの情報があることから、金網ストー
ブの使用が一酸化炭素中毒に何らかの関与をしているものと推定される。

ストーブ 大阪ガス(松下電器産業)
42-430型(GS3000)
製造年:1973年8月

TG 大阪ガス株式会社

1997/5/29 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0

当該アパートの管理人がアパートの空室の風呂釜を使用したところ、排気筒に
鳥の巣が営巣され排気閉塞状態であったため不完全燃焼を起こした。なお、事
故発生の２日前に実施された、供給開始時点検調査時には特に指摘事項はな
かった。

風呂釜(CF式) ニッコー 不明 LP 東京商事株式会社

1997/6/16 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 1 0

コンロに大型鍋（直径約50㎝深さ約30㎝）をのせ長時間使用し、食事中に意識
を失ったもの。コンロに適さない大型鍋を使用したため、燃焼用空気の給気が
十分に行われず不完全燃焼を起こしＣＯが発生。現場検証で確認。

コンロ パロマ IC-330HF LP 札幌アポロ石油株式会社

1997/8/30 大阪 大阪市 不完全燃焼 1 0 0

ＦＥ式大型湯沸器の排気ファンの電源を外して当該機器を使用したため、排気
ファンが作動しなくなったため、排ガスが室内にあふれてＣＯ中毒死に至っ
た。当該機器の安全回路が短絡されており、電源がなくてもメインバーナーが
燃焼できる状態になっていた。平成１８年８月の製品安全総点検において、安
全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-101F
製造年:1982年

TG 大阪ガス株式会社

1997/11/16 神奈川 茅ヶ崎市 不完全燃焼 1 0 0
換気扇を使用せずに小型湯沸器を長時間使用したため、排ガスが室内に充満
し、ＣＯ中毒事故にいたった。 小型湯沸器 ナショナル

GW-5D
製造年:1980年3月

TG 東京ガス株式会社

1997/12/16 沖縄 那覇市 不完全燃焼 2 0 0

被害者がガステーブルに純正機器の五徳を取り外して、いわゆる「省エネ五
徳」をとりつけて、ガスコンロを使用していたため、２次空気不足による不完
全燃焼を起こし、排ガスが室内に充満してＣＯ中毒になった。

コンロ パロマ
PA-2100CE-2
製造年:1997年4月

TG 沖縄ガス株式会社

1997/12/31 富山 富山市 不完全燃焼 2 0 0

当事者と友人の２人が浴室で倒れているのを発見。瞬間湯沸器（ＦＥ式、１６
号）を換気不良状態で長時間使用していたため不完全燃焼を起こした。湯沸器
に内蔵された排気ファンの吸込み口に設けられた鉄板（整圧のため多数の円形
の穴を開けたもの）に埃、油等が付着し、かなり閉塞された状況。このため、
燃焼排ガスの排気ファンへの吸引力が不十分となり、燃焼排ガスが、湯沸器の
側面上部の空気取入口から室内に排出されていることが確認。

大型湯沸器(FE式) 陽栄製作所
ﾀﾞﾝﾎｯﾄS10S7
(製造年:1982年9月)

LP 株式会社丸八

1998/2/11 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式風呂釜を使用中換気の逆流によりＣＯ中毒死。不完全燃焼防止装置付き
の機器であり、原因は詳細不明。浴室内換気口の目張りあり。 風呂釜(CF式) ノーリツ

NR-705CFSZ
製造年:1991年5月

TG 東京ガス株式会社

1998/3/4 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

当事者が浴槽に顔をつけた状態でいるのを同居人が発見したが、すでに死亡。
検視の結果、体内から高濃度のＣＯを検出。現場検証で湯沸器付近から高濃度
のＣＯ検出。排気筒の曲がり付近に３～４カ所穴があいていたが、原因は不
明。

大型湯沸器(FE式) リンナイ
ユッコ
RUA-16WFO

LP 株式会社くきつ

1998/8/23 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0
当事者宅の工房で１口コンロを使用してアクセサリーを加工していたところ、
換気不良から不完全燃焼を起こしＣＯ中毒となったもの。 コンロ 不明

160SER
NO 205665(米国製)

LP 町田ガス株式会社

1998/10/14 鹿児島 伊集院町 不完全燃焼 1 0 0

22時50分頃から長女が入浴していた。その40分後ぐらいに母親が浴室へ様子を
見に行ったところ、長女が浴槽にもたれかかっているのを発見したもの。密閉
した状態で長時間使用。排気筒の腐食、設置不良もあり

大型湯沸器(CF式)
(排気筒)

パロマ
PH-6号F
(製造年:1984年11月)

LP 太陽ガス協同組合

1998/11/7 山形 米沢市 不完全燃焼 1 0 0

友人が当事者宅を訪ねたところ浴室で倒れているのを発見したが、既に意識が
なかった。検視の結果、ＣＯ中毒と診断。燃焼器具の経年劣化及び浴室内の給
気口がふさがれていたための給気不足。さらに排気筒の外部立上り部がなかっ
たため排気不良。

排気筒
(風呂釜　(CF式))

高木産業 TP36M LP 前山商事株式会社

1998/12/7 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
天井隠蔽部の排気筒に腐食が発生し、その部分より排気ガスが漏えいし室内に
流出したことによりＣＯ中毒に至る。 大型湯沸器(FE式) パロマ

PH-1600CMF(10)型
製造年:1987年

TG 北海道ガス株式会社

1998/12/18 山口 宇部市 不完全燃焼 1 0 0
ＣＦ式風呂釜を浴室内の換気口を目張りして使用していた。そして隣接の台所
の換気扇が使用されたため換気が逆流し不完全燃焼が発生、ＣＯ中毒に至る。 風呂釜(CF式) 長府製作所

CH-GF-5
製造年:1987年8月

TG 宇部市

1999/1/20 京都 京都市 不完全燃焼 2 0 0
RF式湯沸器（屋外設置式）が室内に設置され排気筒がなく排気が室内に充満
し、不完全燃焼となりCO中毒死に至った。 大型湯沸器(RF式) 松下

GJ-16T2R
製造年:1989年

TG 大阪ガス株式会社
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1999/4/12 滋賀 彦根市 不完全燃焼 1 0 0

ガスストーブによるCO中毒死。器具栓が半開で消火し、マイコンメーターが長
時間使用で遮断。また、換気扇は動作中であった。この状態でガス漏洩試験を
実施したが異常は認められず、各機器及び配管設備は正常であった。

ストーブ リンナイ
R-1290-VM-401
製造年:1989～96年製造

LP 彦根ガス事業協同組合

1999/5/8 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

浴室内設置のCF式風呂釜を使用中、近接の台所の換気扇が運転され浴室内の吸
気口も塞がれていたため排気が逆流し、風呂釜が不完全燃焼となりCO中毒死に
至る。

風呂釜(CF式) ノーリツ GNQ-5 TG 北海道ガス株式会社

1999/6/11 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

家族が当事者宅を訪れたところ、浴室で倒れているのを発見。警察の見識の結
果、ＣＯ中毒と判明。 なお、当該共同住宅の外壁塗装工事のため、工事業者
が排気筒トップをビニールで覆ってふさいでしまったため、排気不良となって
いた。

大型湯沸器(FE式) リンナイ RUX-1000UWFK LP 株式会社ガスショップタカハシ

1999/8/3 北海道 椴法華村 不完全燃焼 1 0 0

家族２人ががシャワーを浴びた後、当事者がシャワーを浴びに入ったが１時間
程たっても出てこなかったため、確認したところ、浴室で当事者が倒れている
のを発見。警察の検視の結果、ＣＯ中毒と判明。浴槽でＣＦ湯沸器を排気筒を
設置せず、また換気せずに使用していた。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-6号F LP 有限会社丸松小市石油

1999/11/23 東京 江東区 不完全燃焼 2 0 0
給排気部の逆接続により先端部の防火ダンパー（本来給気側）が作動、浴室内
に排気が流入しCO中毒死に至った。 風呂釜(FF式) モリタ工業

KDM-FE-Ⅱ
製造年:1999年4月

TG 東京ガス株式会社

2000/2/25 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
浴室で倒れていた所を発見されたが、機器等には異常は発見されなかった。

不明 不明 不明 TG 北海道ガス株式会社

2000/5/19 福岡 田川市 不完全燃焼 2 0 0

台所付近で当事者と当事者の妻が倒れているのを発見。湯沸器からホースで浴
槽へも給湯していた。販売事業者は当事者に対し、湯沸器に不完全燃焼防止装
置がついていないため、使用しないよう説得したが、聞き入れられず、また、
ＣＯ測定の結果、異常が認められなかったため、注意喚起をした上で８㎏容器
で質量販売をしていた。

小型湯沸器 パロマ
PH-45F
(製造年:1973年6月)

LP 篠原プロパン

2000/7/25 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0
開放式小型湯沸器を換気扇を使用せずに長時間使用したため室内に排気が充満
しＣＯ中毒に至る。 小型湯沸器 ナショナル

GW-5D(G)
製造年:1982年

TG 北海道ガス株式会社

2000/9/13 栃木 塩谷町 不完全燃焼 1 0 0

消費者が倒れているところを発見され、病院に搬送したが死亡したもの。病院
の診断によりＣＯ中毒と診断された。現場使用されていた排気筒の中部が鳥の
巣のようなもので詰まっていた。

排気筒
大型湯沸器(CF式)

パロマ PH-12 LP 塩谷商事株式会社

2001/1/4 東京 新宿区 不完全燃焼 2 0 0

台所に設置されているＦＥ式湯沸器の電源コンセントが外れていたため排気ガ
スが室内に滞留して不完全燃焼を起こしＣＯ中毒死にいたったもの。平成１８
年８月の製品安全総点検において、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-131F
製造年:1982年4月

TG 東京ガス株式会社

2001/4/21 北海道 旭川市 不完全燃焼 1 0 0
味噌汁をかけたまま寝込んだため　　原因不明　　死因は一酸化炭素中毒。

コンロ 不明 不明 TG 旭川ガス株式会社

2002/1/8 京都 京都市 不完全燃焼 1 0 0

給湯器の排気筒が住宅の浴室天井裏を経由して取り付けられ、排気筒の外壁貫
通部付近に防火ダンパーがあり、その防火ダンパーが何らかの理由により作動
し閉塞状態となり、COを含む排気ガスが排気筒接合部の隙間などから室内に漏
出してCO中毒になったものと推定される。

大型湯沸器(FE式) ノーリツ
GQ-163WS-B
製造年:1992年

TG 大阪ガス株式会社

2002/1/23 長崎 外海町 不完全燃焼 1 1 0

被害者宅から煙が出ているのを発見。部屋では２人が床に倒れ一人死亡、一人
重体。事故調査で湯沸器のフィンにすすや汚れが著しく付着していたことか
ら、排気不良・不完全燃焼を起こしたものと推定。当該湯沸器は、消費者自ら
設置したもので、不完全燃焼防止装置がついていなかった。

小型湯沸器 パロマ PH4号2F-1 LP 有限会社丸木ストアー

2002/2/5 千葉 市川市 不完全燃焼 1 0 0

当該建物共用階段の壁に設置されていた給湯器が不完全燃焼を起こし、CO中毒
になったもの。玄関ドアーか換気扇の隙間から排気ガスが進入したものと推定
される。

大型湯沸器(RF式) 松下電器産業
GW-11TD(G)
製造年:1986年9月

TG 京葉ガス株式会社

2002/5/19 群馬 前橋市 不完全燃焼 3 0 0

被害者の同僚が被害者宅を訪問したところ、親子３人が死亡しているのを発
見。現場検証の結果、風呂釜が壊れていたため、開放式湯沸器にホースを繋い
で風呂に長時間密閉した部屋で給湯し、ＣＯ中毒となったものと判明。発見は
５月２０日。

小型湯沸器 サンヨー CB63S LP 松島ガス株式会社

2002/9/25 東京 新宿区 不完全燃焼 1 0 0

BF式風呂釜のバーナー不良により、不完全燃焼を起こしその排気が排気が屋外
から可動ガラリ(開の状態)を通って浴室内に逆流して充満しCO中毒死となっ
た。換気設備はあったが、作動していなかった。

風呂釜(BF式) ガスター
KG-806BFK-FS
製造年:1997年

TG 東京ガス株式会社

2002/10/3 千葉 浦安市 不完全燃焼 1 0 0
CF式湯沸器を排気フードファンを運転せずに使用したため、排気ガスが充満し
てCO中毒死となった。 大型湯沸器(CF式) パロマ PH-161M TG 京葉ガス株式会社

2003/2/6 沖縄 金武町 不完全燃焼 1 0 0

当該飲食店のオーナーが厨房内の異常に気付き、蒸気が充満した中で従業員が
倒れて死亡しているのを発見、直ちに消防に連絡した。死因はＣＯ中毒だっ
た。厨房内の窓・出入口を閉め切り、かつ換気扇も作動させずに回転釜を使用
したため、ＣＯ中毒となった。

回転釜 不明 KRS-256G LP 琉球ガス株式会社

2003/4/2 秋田 皆瀬村 不完全燃焼 1 1 0

男性が住宅兼美容院に設置されている瞬間湯沸器（開放式：５号）を使って、
女性の髪を洗っていた。30分後、男性が湯沸器の火を消そうとしたところ、意
識を失った。同日昼過ぎになって、意識を取り戻した男性が女性が倒れている
のを発見し、家族に連絡、家族から消防に連絡した。消防が駆けつけた際、女
性は既に死亡、男性は病院に運ばれた。なお、当該湯沸器には不完全燃焼防止
装置が付いておらず、室内は密閉されていたことと相俟って、ＣＯ中毒となっ
た。

小型湯沸器 パロマ PH-5-3AB LP 古関プロパン
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2003/4/17 埼玉 鶴ヶ島市 不完全燃焼 1 0 0

住宅改築に伴い、風呂店が、ＬＰ販売事業者に連絡なく、浴室内に中古のＣＦ
式風呂釜を仮設した。排気筒が屋外になく、換気口も塞がれた状態となり、事
故当事者が、入浴中追い焚きしたところ、排気が充満し、換気不良となり、一
酸化炭素中毒で倒れ、死亡した。風呂店は特監法の資格者ではななく、ＬＰ事
業者は容器・配管の変更工事を行った際、改築業者に、風呂釜変更の際に連絡
するよう依頼していた。

排気筒
(風呂釜：CF式)

長府製作所 不明 LP 川越ガス株式会社

2003/9/14 東京 新宿区 不完全燃焼 2 0 0

従業員が出勤してきたところ、シャッターが閉まっているのを不審に思い店長
に連絡を入れた。店長が確認したところ、店内に被害者２名が倒れているのを
発見し、直ちに病院に搬送したが死亡した。発見時、シャッターや扉は閉止さ
れており、排気ファンも使われていなっかったが、ゆで麺器は使用状態であっ
た。　不完全燃焼していたゆで麺器を換気せずに使用したためCO中毒により死
亡したものと思われる。

業務用めんゆで器 マルゼン MRS-171 TG 東京ガス株式会社

2003/10/26 東京 豊島区 不完全燃焼 1 0 0

警察からの立ち会い要請があり、調査したところ、被害者が亡くなっているこ
とが判明した。現場検証の結果、部屋の換気扇は故障しており、小型湯沸器の
不完全燃焼防止装置止装置は作動するも約２０秒で停止した。機器内部は混合
管部分に多量のほこりが詰まっており、熱交換器内部には多量のすすが付着し
ていた。警察の見解としては、不完全燃焼防止装置止装置が働く状態で何度も
使用したため高濃度のCOが発生し、中毒死に至ったものと考えている。

小型湯沸器
リンナイ
（東京ガス）

RUS-5RX
（東京ガス:RN-405SD）
製造年:1992年11月

TG 東京ガス株式会社

2003/11/1 神奈川 横浜市 不完全燃焼 1 0 0

４日朝、上司がアパートを訪問したところ、室内で死亡しているのを発見した
もの。病院で診断したところＣＯ中毒と診断された。調査したところ、台所に
設置されている湯沸器（開放式５号：不完全燃焼防止装置なし）が不完全燃焼
を起こしたものと推定された。また、湯沸器の熱交換器部分に油脂・ホコリが
たまっていたため不完全燃焼を起こしやすい状態となっていた。警察等の現場
検証では換気扇は回っていなかった。

小型湯沸器 サンヨー GB-A63P LP シナネン関東ガス販売株式会社

2003/12/31 北海道 札幌市 不完全燃焼 1 0 0

被害者が十分な換気ができていない状態で（換気扇は使用していたが排気フー
ド排出口が目詰まりしていた）、台所のＣＦ式大型湯沸器（排気フード内設
置）を使用したため、排気フードからあふれ出た燃焼排気ガスが何らかの原因
で浴室内に流入し、中毒となり死に至ったものと推定される。

大型湯沸器(CF式) パロマ PH-8C TG 北海道ガス株式会社

2004/8/3 和歌山 和歌山市 不完全燃焼 1 0 0

店舗において、訪問者が従業員１名が倒れており、蒸し器から白い煙が出てい
るのを発見した。病院に搬送されたが、ＣＯ中毒で死亡した。なお、発見時、
換気扇は使用されておらず、窓・扉が全て閉じられていた。その後、警察立ち
会いの下、ガス事業者が蒸し器の燃焼試験を行ったところＣＯ発生を確認し
た。

業務用蒸し器

（業務用蒸し器）
アラハタ製作所
（バーナー）
セタガヤ

（業務用蒸し器）
SD-0
製造年:2003年6月
（バーナー）
TA201HTX

TG 大阪ガス株式会社

2004/9/1 福島 福島市 不完全燃焼 1 0 0

被害者１名が入浴中に倒れ死亡（ＣＯ中毒）。原因はＣＦ式風呂釜のカラート
タン製多翼型排気筒トップが腐食しており、台風の影響によりその付け根部が
破損し、ずり落ちて排気筒の先端部が塞がり、燃焼排気ガスが浴室内に充満し
たものと思われる。

風呂釜(CF式) ノーリツ
GSP-6M
製造年:1987年1月

TG 福島ガス株式会社

2004/12/25 広島 広島市 不完全燃焼 1 2 0

小型湯沸器の不完全燃焼によるＣＯ中毒。ほこりによる給気不足により炎が延
び、熱交換器内部にすすが大量に付着したことが要因で、高濃度のＣＯが発生
したものと推定。また、換気扇及びガス漏れ警報器（不完全燃焼警報機能付）
があったが電源プラグが抜かれていた。

小型湯沸器 リンナイ
RUS-5RX
製造年:1991年8月

TG 広島ガス株式会社

2005/3/26 新潟 村上市 不完全燃焼 1 0 0

シャワーを使用中に倒れ、４日後に死亡。屋外用湯沸器が浴室に隣接した物置
内に設置されており故障した湯沸器が黒煙を発生するほど不完全燃焼を起こ
し、多量のＣＯが浴室内に侵入。屋外湯沸器の設置場所は、居住部分の外側で
壁面に隙間もあるので販売事業者は屋外と認識し、改善を指摘せず。しかし、
四方が囲まれており屋内と判断される。同様な燃焼不良が５回発生、点検修理
を受けていた。警察の鑑定結果では、特に機器の故障は認められず、不完全燃
焼を起こしたのは設置条件によるものと推定。

大型湯沸器(屋外式) 東陶機器 RGH20CF1-W LP 有限会社大滝小太郎商店

2005/11/28 東京 港区 不完全燃焼 1 1 0

台所に設置されていたＦＥ式大型湯沸器（不完全燃焼防止機能なし）が不完全
燃焼を起こし、また排気ファンが稼働していなかったため、ＣＯを含む排気ガ
スが室内に溢れＣＯ中毒事故に至ったもの。平成１８年８月の製品安全総点検
において、安全装置の改造による事故と確認した。

大型湯沸器(FE式) パロマ
PH-81F
製造年:1982年6月

TG 東京ガス株式会社

2005/12/11 東京 北区 不完全燃焼 1 0 0

12月12日に集合住宅の一室で、その部屋の住人が死亡しているのが発見され
た。翌日に警察の現場検証が行われ、台所に設置されている小型湯沸器から浴
槽へ水道ホースで給湯しており、マイコンメーターが継続使用時間オーバーで
遮断していた。小型湯沸器の排気ガスからは高濃度のＣＯが検出されており、
司法解剖の結果からＣＯ中毒の可能性が高いとの見解が出された。台所の換気
扇は故障し窓は締め切られていた。

小型湯沸器 パロマ
PH-4号-2F
製造年:1977年1月

TG 東京ガス株式会社

2006/7/17 東京 中央区 不完全燃焼 1 2 0

飲食店に勤務する男性が店の中で倒れているのを男性の母親が見つけ１１９番
通報した。母親とその後店に来た男性の父親も気分が悪くなり救急車で病院へ
搬送されCO中毒と診断された。現場検証において、①被害者が大型湯沸器を換
気扇不作動の状態で使用していたこと、②大型湯沸器の燃焼状況を確認したと
ころ、不完全燃焼により高濃度のＣＯが発生していることが確認された。ま
た、大型湯沸器の排気部がフード内に設置されており、換気扇を使用した状態
では排ガスが適正に屋外に排気される状態であったことも確認されている。な
お、大型湯沸器の熱交換器を調査したところ、異物の詰まりがあり、これを除
去した後燃焼状態が正常となった

大型湯沸器(CF式) パロマ
PH-101M
製造年:1996年7月

TG 東京ガス株式会社
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