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2015/1/2
埼玉県
所沢市

漏えい火災
共同住宅

鉄骨造3階建
7:45 一般消費者等

未使用末端ガス栓の誤開
放

共同住宅において、消費者がこんろを使用中に、二口ガス栓の周辺から
火が出たため、自ら消火した。
原因は、消費者が当該こんろを使用する際、誤って二口ヒューズガス栓
の未使用側を開放したが、何らかの要因により半開状態となっていたた
め、ヒューズ機構が作動せずガスが漏えいし、点火時の火が引火したも
の。
なお、当該ガス栓はヒューズガス栓であったがオン・オフ機能を有しておら
ず、半開状態でガスが漏えいしたもの。

2口ヒューズ
ガス栓

（株）桂精機製
作所

KC-31K
（1990年10月
製造）

日本瓦斯（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、ガス栓メーカーへ製品調査を依頼
するよう指示した。
・販売事業者は、消費者に対し、オン・オフ機構付き1口ヒュー
ズガス栓に交換するとともに、ガスを使用しない時はガス栓を
閉止し、目視による確認の徹底、使用時の注意喚起について
周知を行った。また、ガス栓メーカーに製品調査を依頼した。

2015/1/5
福島県

会津坂下町
漏えい

一般住宅
木造2階建

13:20 雪害
積雪による調整器接合部の

損傷

一般住宅において、消費者から「ガス臭がする」との連絡を受け、販売事
業者が出動したところ、２０ｋｇ容器と単段式調整器の接続部からガスの
漏えいを確認した。
原因は、屋根からの落雪により荷重がかかり、容器と調整器の接続部が
損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。

単段式調整
器

ITO（株）
HS-5AP
（2010年製
造）

東北アストモスガス
（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓なし
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、現況が判断できる写真等を報告書
に添付させるとともに、他の契約消費者に対する落雪災害予
防の周知、並びに容器設置場所、設備改善等の計画日程表
又は社内打合議事録等の提出を検討するよう指示した。
・販売事業者は、消費者に対し、調整器と低圧ホースを交換
し、落雪災害予防を周知するとともに、調整器を折損対応型の
単段式調整器に変更した。

2015/1/6
青森県
弘前市

漏えい
一般住宅
木造2階建

13:30 雪害 落雪による調整器の損傷

一般住宅において、隣人が落雪直後に容器からのガス漏れに気付き消
防へ通報、連絡を受けた販売事業者が出動したところ、容器と単段式調
整器の接続部が損傷していることを確認した。
原因は、容器周辺に５０ｃｍ以上の積雪があり大きな氷の塊が散乱してい
たことから、落雪の衝撃により調整器が損傷し、ガスが漏えいしたものと
推定される。

単段式調整
器

富士工器（株）
RSA5
（2007年7月
製造）

東北アストモスガス
（株）

･ガス警報器なし
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・販売事業者は、容器設置場所を落雪の少ない場所へ移動し
た。

2015/1/7
新潟県
新潟市

漏えい
事務所

木造2階建
6:40 その他（猫等の小動物）

集合装置未使用側バルブ
への猫等の小動物の接触

事務所において、近隣住人がガスの漏えい音に気付き警察へ連絡、通報
を受けた消防及び販売事業者が出動したところ、使用側、予備側それぞ
れ3本ずつの容器を接続する集合管に、２本ずつしか容器が接続されて
おらず、容器が接続されていない高圧ホース根元のバルブが45度ほど開
放していることを確認した。
原因は、容器と接続されていない高圧ホース根元のバルブが猫等の小動
物が接触したことにより開放され、高圧ホース先端からガスが漏えいした
ものと推定される。

集合装置 富士工器（株）
RF-15
（2008年製
造）

東邦新潟（株）

･ガス警報器なし
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムあり

・市は、販売事業者に対し、事故の原因究明及び類似施設の
事故防止対策を指示した。また、空調設備の室外機が隣接設
置されているため、離隔又は隔壁を設置するよう口頭指導し
た。
・販売事業者は、消費者に対し、6本立て集合装置から2本立
て自動切替調整器に変更した。

2015/1/7
静岡県
焼津市 漏えい

一般住宅
木造2階建

10:00 不明
容器溶接部のピンホールに

よるもの

一般住宅において、容器交換訪問時に、消費者より「容器付近がガス臭
い気がする」との相談を受けた配送事業者からの連絡を受け、販売事業
者が調査したところ、容器からガスが漏えいしていることを確認した。
当該容器（1990年2月製造）は、2014年12月27日に5回目の点検が完了し
たものであり、ピンホール状の穴が開いた原因については不明。

50kg容器 不明 不明 （株）サイサン ･CO警報器なし

・販売事業者は、容器のピンホールの事例について社内及び
委託配送事業者に伝え情報共有を図るとともに、容器検査会
社には検査作業及び定期チェックを充実させるように指示し
た。また、製造20年を超える容器は、再検査を実施せず廃棄
処分するよう徹底することとした。

2015/1/8
山形県
南陽市

漏えい
一般住宅
木造2階建

18:00 雪害
落雪によるガスメーター及
び供給管並びに配管継手

部の損傷

一般住宅において、消費者から「ガス臭い」との連絡を受け、販売事業者
が出動したところ、ガスメーターと配管の接続部が損傷していることを確認
した。
原因は、厚さ６０ｃｍ程度堆積した屋根からの落雪により、ガスメーターと
配管の接続部が損傷し、ガスが漏えいしたもの。
なお、消費者が外出していたため、ガスの漏えいに気付いた時点では２０
ｋｇ容器2本のうち1本が空になっており、１０㎥のガスが漏えいしていた。

ガスメーター
（メーターユ
ニオン）

愛知時計電機
（株）

SA25MT-1
（2013年4月
製造）

（有）西方燃料店

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、積雪又は落雪により漏えい事故が
発生しないよう、他の消費者も含め容器設置場所の検討及び
雪囲いを行うよう口頭指導した。
・販売事業者は、雪解け後に容器設置場所を移動した。

2015/1/8
東京都
調布市

漏えい爆発
一般住宅

木造
18:43 一般消費者等

消費者による器具の点火ミ
ス

一般住宅において、消費者から「風呂釜の点火操作をした際、異常音が
した」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、当該風呂釜の右側
面パネルに損傷があることを確認した。
原因は、消費者が当該風呂釜の点火操作をした際、点火つまみを点火位
置まで押し回した状態で、点火レバーを操作せず放置した後に、消火位
置に戻し、再度点火操作を行ったため、機器内部に未燃ガスが滞留し、
点火時の火に引火したもの。

風呂釜（BF
式）

（株）ノーリツ
GBSQ-612
（2000年5月
製造）

日本瓦斯（株）

･ガス警報器なし
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・都は、消費者に対し、燃焼器交換後も燃焼器取扱いに十分
に注意し使用するよう依頼した。
・販売事業者は、メーターガス栓から燃焼器までの漏えい検査
を行い、異常のないことを確認した後、風呂釜を使用禁止と
し、後日、風呂釜の交換を実施した。

2015/1/9
岐阜県
郡上市

漏えい
一般住宅
木造2階建

22:18 一般消費者等

積雪による配管継手部の損
傷

<法令違反>
保安法第63条第1項第1号

（事故届）

一般住宅において、集中監視センターにて継続使用時間遮断予告を受
信、消費者にガスの使用が無いことを確認し、販売事業者が出動したとこ
ろ、マイコンメーターは遮断しており、大量の雪により配管等の細部が確
認できなかった。翌朝、再度調査したところ、ガスメーターから台所ガスこ
んろまでの横引き配管がたるみ、先端の継手部のネジ山に亀裂があるこ
とを確認した。
原因は、消費者が配管周辺に除雪した大量の雪を堆積させていたため、
雪の重みで横引き配管が固定金具から外れて垂れ下がり、配管継手部
のネジ山に亀裂が生じガスが漏えいしたもの。

配管 不明 不明 郡上ガス（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムあり

・市は、販売事業者に対し、事故通報の徹底及び屋外配管の
保安対策を指導した。また、広報媒体により、ガス漏れ事故の
事例を紹介し、積雪時や雪下ろし後の容器、配管周辺の除雪
管理を広報することとした。
・販売事業者は、社内協議を行い、容器交換及び見回り等で
除雪管理ができていないと判断した場合は社員が協力して保
安業務の徹底を行うこととした。また、消費者に対し、除雪管
理の協力を依頼した。

2015/1/11
北海道
札幌市

漏えい
共同住宅
木造2階建

16:41 その他（除雪作業員） 除雪作業ミス

自動車整備会社の従業員が、隣接する共同住宅敷地内からのガス臭及
びガスの漏えい音に気付き警察に通報、連絡を受けた消防及び販売事
業者が出動したところ、当該共同住宅の供給管が折損しておりガスの漏
えいを確認した。
原因は、近隣の自動車整備会社が自社敷地内を除雪する際、誤って重
機及びスコップを隣接する共同住宅の供給管に接触させたため、供給管
が隠ぺい部で折損し、ガスが漏えいしたもの。

供給管 不明 不明
（株）いちたかガス
ワン

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器あり
･集中監視システムなし

・市は、販売事業者に対し、事故調査及び事故届の報告を指
示した。また、各消費者先を点検し、雪かき及び落氷雪等によ
り破損するおそれがあるものについて雪害防止対策を行うよう
口頭指導した。
・販売事業者は、除雪作業を行った隣接の自動車整備事業者
に対し、除雪時の注意事項等を説明し、雪害事故再発防止を
図った。また、一般消費者等に対し、雪害防止のチラシ等を配
布し、雪害事故防止の注意喚起を行った。
・道協会は、会員に対し、注意喚起文書（「爆弾低気圧による
ガス事故防止について」 「ガス事故防止について」）を送付し

2015/1/12
秋田県
藤里町

漏えい爆発・火
災

一般住宅
木造2階建

10:00 除雪作業者
積雪荷重による容器と調整

器接続部の損傷

一般住宅において、消費者より「火事でLPガスが燃えている」との連絡を
受け、販売事業者が出動したところ、容器の設置場所である物置小屋の
火は消防により鎮火しており、煙が上がっている状態であった。
原因は、除雪作業者が、容器の周辺に雪を下ろしたため、荷重により容
器に直付けされた自動切替式調整器の接続部が損傷し、漏えいしたガス
に２．５ｍ離れたボイラー室の灯油ボイラーの火が引火したものと推定さ
れる。
なお、ガス容器からボイラー室までのコンクリート上には、融雪用の散水
がされており、漏えいしたガスが融雪した部分を通ってボイラー室に流入
し、ボイラーの火が引火した可能性が考えられる。また、事故発生時、消
費者は2回の爆発音を聞いていることから、漏えいしたガスが、２．５ｍ離
れたボイラー室の灯油ボイラーに着火し1回目の爆発、さらに、爆発時の
炎が容器周辺に滞留したガスに引火、2回目の爆発となり火災に至ったも
のと推定される

一体型自動
切替式調整
器

（株）桂精機製
作所

CA-PS5
（2005年12月
製造）

太平熔材（株）

･ガス警報器なし
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・販売事業者は、消費者に対し、雪害防止の再周知を行うとと
もに、容器周辺をコンパネにより雪囲いをした。
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2015/1/14
宮城県

多賀城市

漏えい爆発・火
災

軽傷1名

寮・寄宿舎（グループホーム）
木造一部鉄骨2階建

6:55

不明
（消防・警察による調査
の結果、漏えい原因・

漏えい箇所の特定に至
らなかった）

不明
（消防・警察による調査の結
果、漏えい原因・漏えい箇
所の特定に至らなかった）

グループホームにおいて、消費者が台所に隣接する居間で石油ファン
ヒーターに点火したところ、爆発が発生、消費者1名が軽度の火傷を負
い、台所及び居間の窓ガラス（2面）、天井部分等が損傷、外壁の一部が
変形、屋外の軽自動車のフロントガラス、ボンネット及びフェンダー各部が
損傷した。
原因は、ガス警報器が鳴動していたことから、何らかの要因により、ガス
が漏えいしている状態であったが、消費者は、ガス臭を感知したものの、
当該鳴動音がガス警報器から発せられているものと特定できず、換気等
の措置を行わないまま、台所に隣接する居間のファンヒーターに点火し、
点火時の火が引火し爆発に至ったもの。
なお、台所の末端ガス栓（ヒューズガス栓）、または、こんろからのガス漏
えいが疑われるが、消防及び警察による調査においても特定に至らな
かった。
また、事故前日、被害に遭った消費者とは別の施設従業員より「末端ガス
栓のつまみ部分が損傷した」との連絡を受け、販売事業者が調査したが、
検知液による漏えい試験では当該ガス栓からの漏えいは認められず、こ
んろも正常に燃焼していたため 従業員には翌日ガス栓を交換するため

①2口ヒュー
ズガス栓

②家庭用こ
んろ

①光陽産業
（株）

②パロマ（株）

①GO25ZU-
12P
（2011年製
造）

IC-800F
（2010年9月
製造）

東北エア・ウォー
ター（株）

･ガス警報器あり（鳴動あり）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、再発防止に関する対策を社内で
検討するよう指導した。
・県は、販売事業者に対し、事故後において原因究明の状況
及び対応状況等を確認し、消費者及び販売事業者に対し、追
加の事情聴取等を実施した。
・販売事業者は、消防からの通報を受け、直ちに現場に急行し
2次災害の防止を行った。
・販売事業者は、事故の再発防止策を社内で検討、構築した。
また、警察により押収された2口ヒューズガス栓の提供を受け、
器具メーカーに対し、当該ガス栓の分析・調査を依頼し、事故
原因の究明に努めた。

2015/1/14
福島県

西会津町
漏えい

一般住宅
木造2階建

13:15 雪害 落雪による調整器の損傷

一般住宅において、隣人より「隣家のガス警報器の鳴動に気付いたた
め、除雪し容器バルブを閉めた」との連絡を受け、販売事業者が出動した
ところ、５０ｋｇ容器2本が接続された自動切替式調整器が損傷しているこ
とを確認した。
原因は、当該住宅脇の急傾斜地に設置された防護柵に堆積していた雪
が、事故当日の気温上昇により崩れ、容器と調整器を直撃したため、調
整器が損傷したものと推定される。
なお、容器は大量の雪で覆われていたため、漏えいしたガスは屋外に拡
散されず当該住宅の通気口より屋内に流入、ガス警報器が鳴動したが、
当該住宅の消費者は高齢のため警報音に気付いていなかったものと推
定される。また、雪囲い等の雪害対策がなされていなかった。

自動切替式
調整器

矢崎総業（株）
AS8Z
（2009年製
造）

会津いいで農業共
同組合

･ガス警報器あり（鳴動あり）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓なし
･CO警報器なし
･集中監視システムあり

・県は、販売事業者に対し、報告書には、事故発生箇所、事故
状況等がわかる写真等の添付するよう指示するとともに、他の
消費者に対する雪害対策の周知、並びに今回の事故を含め
た雪害の危険がある契約消費者の調査と改善の検討を行うよ
う指示した。また、他販売店及び他販売事業者に対し、今回の
事故情報を提供するとともに、契約消費者に対する雪害対策
の周知を行うよう指示した。
・販売事業者は、消費者宅に設置されていた調整器と高圧
ホース2本を交換し、角材による雪崩防護囲いを設置した。ま
た、他の消費者に対して、落雪災害予防を周知した。

2015/1/14
新潟県
長岡市

漏えい
一般住宅
木造2階建

20:46 雪害 積雪による調整器の損傷

一般住宅において、消費者より「台所でガス警報器が鳴り、ガス臭がす
る」との連絡を受け、販売事業者が容器バルブと全てのガス栓の閉止を
要請したところ、当該警報器の鳴動が停止しガス臭が消えた。夜間で積
雪量が多く作業に危険が伴うこと、またガス臭が消えたことから翌日調査
とした。翌日の調査で５０ｋｇ容器と単段式調整器の接続部が損傷してい
ることを確認した。
原因は、大量の積雪により５０ｋｇ容器と単段式調整器の接続部に荷重が
かかったため、接続部が損傷しガスが漏えいしたもの。

単段式調整
器

矢崎エナジーシ
ステム（株）

R-5
（2006年9月
製造）

新潟・ハシモト・エ
ネルギー（株）

･ガス警報器あり（鳴動あり）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムあり

・県は、販売事業者に対し、原因調査を指示するとともに、復
旧にあたっては雪害を可能な限り防止できるような措置をとる
よう指導した。
・販売事業者は、調整器を容器直付けから容器と調整器を高
圧ホースで接続する方式に変更するとともに、調整器を積雪
荷重のかかりにくい位置に移動した。また、容器周辺をコンパ
ネで雪囲いした。

2015/1/15
福島県

喜多方市
漏えい

一般住宅
木造1階建

13:00 雪害
積雪による調整器継手部分

の損傷

一般住宅において、消費者より「こんろの火が点かない」との連絡があり、
販売事業者が出動したところ、２０ｋｇ容器と単段式調整器の接続部が損
傷し、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、積雪により容器と調整器が覆われたため容器と調整器の接続部
に荷重がかかり損傷、ガスが漏えいしたものと推定される。

単段式調整
器

ITO（株）
HS-5AP
（2006年製
造）

東北アストモスガス
（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムあり

・県は、販売事業者に対し、現況が判断できる写真等を報告書
に添付するよう指示するとともに、他の消費者に対して実例を
挙げて雪害災害予防を周知するよう指示した。また、降雪量の
多い地域における他の消費者について、雪害対策状況の確認
と調整器（横型から縦型への変更）の見直しを検討するよう指
示した。
・販売事業者は、消費者宅に設置されていた調整器と低圧
ホースを交換し、雪害災害予防を周知するとともに、調整器を
積雪に強い縦型に変更した。また、当該消費者は従来雪囲い
による雪害対策を施していたが、今年度は雪囲いを設置して
いなかったため改めて簡易的な雪囲いを行うとともに、消費者
に対し 来シーズンには雪囲いを施すよう依頼した 他の消費

2015/1/15
秋田県
大館市

漏えい
一般住宅
木造2階建

15:00 雪害
落雪による容器と調整器接

続部の損傷

一般住宅において、消費者より「ガス警報器が鳴動し、ガス臭がする」と
の連絡を受け、販売事業者が出動したところ、２０ｋｇ容器と単段式調整器
の接続部が損傷し、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該住宅の屋根の上に堆積していた雪が気温上昇により落雪
し、容器と調整器の接続部に荷重がかかったため損傷、ガスが漏えいし
たものと推定される。

単段式調整
器

矢崎総業（株）
R5A-SF
（2008年1月
製造）

佐藤時江商店

･ガス警報器あり（鳴動あり）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・販売事業者は、落雪の除去、調整器の交換、室内の換気を
行った。また、落雪による損傷を防止するため、雪解け後に容
器収納箱を設置した。

2015/1/16
神奈川県
愛川町

漏えい
飲食店

木造2階建
14:30 販売事業者

埋設配管の腐食劣化
<法令違反>

保安法第63条第1項第1号
（事故届）

飲食店において、販売事業者が検針時に訪問した際、マイコンメーターの
BR表示（圧力式微少漏洩警告）に気付き、漏えい検査をしたところ、埋設
配管(白管）からガスが漏えいしている事を確認した。
原因は、漏えい箇所を特定出来ないため不明だが、マクロセル腐食か地
盤沈下により配管が損傷したものと推定される。

配管（埋設
部）

不明 不明 （有）川入プロパン

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSBあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故報告を徹底するよう口頭指導
した。
・販売事業者は、腐食劣化した埋設配管を露出配管に変更し
た。

2015/1/17
徳島県
徳島市

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
鉄骨造1階建

8:00 一般消費者等
消費者による器具の点火ミ

ス

飲食店において、従業員がめんゆで器に点火しようとしたところ爆発し、
顔と手に火傷を負った。
原因は、従業員が種火に点火しないままメインバーナーの器具栓を開
き、数分間放置したため、機器内に未燃ガスが滞留し、その状態で点火
用ライターで点火したことにより、滞留していた未燃ガスに引火したもの。

（バルク貯槽　980kg×1基）

業務用めん
ゆで器

タニコー（株）
HGU-965
（2003年6月
製造）

四国岩谷産業（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSBあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムあり

・県は、販売事業者に対し、聞き取りを行い、現場の状況を写
真で確認の上、業務用消費機器を設置している消費者への注
意事項の周知を徹底するよう指導した。
・市消防本部は、消費者に対し、全従業員に業務マニュアルの
遵守を徹底するよう指導した。

2015/1/19
岡山県
岡山市

漏えい その他（空き地） 13:42
他工事業者（建設工事

業者）
建設工事業者の作業ミス

空き地において、建設工事業者から「掘削工事中にガスが漏えいした」と
の連絡を受け、販売事業者が出動したところ、埋設されているPE管（２５
A)が損傷していることを確認した。
原因は、建設工事業者が、ガス管の埋設位置を販売事業者に事前に照
会することなく掘削工事を行ったため、ガス管が埋設されていることを認
識しておらず、深さ１５００mmに埋設されたPE管にバケットを接触させ損
傷したもの。
なお、建設が予定されている建物には、埋設管を敷設した販売事業者と
は別の販売事業者がガスを供給する予定であったため、建設工事事業
者は埋設管が敷設されていることを認識していなかった。

供給管（埋設
部）

不明 不明 イワタニ山陽（株）

･ガス警報器なし
･マイコンなし
･ヒューズガス栓なし
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・販売事業者は、容器庫内の容器バルブを閉止した後、破損
箇所の修繕を行い、漏えい検査にて漏えいのないことを確認
し、供給を再開した。また、建設工事業者と埋設管設置位置を
再確認した。今後、全事業所に対し、他工事による事故を防止
するため、巡視強化を指示することとした。

2015/1/21
岐阜県
郡上市

漏えい
一般住宅
木造2階建

23:09 雪害

積雪による配管継手部の損
傷

<法令違反>
保安法第63条第1項第1号

（事故届）

一般住宅において、集中監視センターにて継続使用時間遮断予告を受
信、消費者にガスの使用が無いことを確認したため、販売事業者が出動
したところ、マイコンメーターは遮断しており、大量の雪により配管等の細
部が確認できなかった。翌朝、再度調査したところ、給湯器までの横引き
配管からガスの漏えいを確認したが、除雪が困難であったため、室内に
仮設配管を施工、雪解けを待って屋外配管に変更することとした。
原因は、大量の雪の重みで外壁のガス配管が下がり、亀裂が生じガスが
漏えいしたものと推定される。

配管 不明 不明 郡上ガス（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムあり

・市は、販売事業者に対し、事故通報の徹底及び屋外配管の
保安対策を行うよう指導するとともに、広報媒体によりガス漏
れ事故の事例を紹介し、積雪時や雪下ろし後の容器及び配管
周辺の除雪管理を広報することとした。
・販売事業者は、社内協議を行い、容器交換及び見回り等で
除雪管理ができていないと判断した場合は社員が協力して保
安業務の徹底を行うこととした。また、消費者に対し、除雪管
理の協力を依頼した。

2015/1/22
福島県

猪苗代町
漏えい

一般住宅
21:10 雪害

落雪による調整器と低圧
ホースの接続部の損傷

一般住宅において、屋外で落雪の音がしたことから消費者が外に出て確
認したところ、容器付近からガスが漏えいしていたため、容器バルブを閉
めた後、販売事業者に連絡し、出動した販売事業者が調整器と低圧ホー
スの接続部分からガスが漏えいしていたことを確認した。
原因は、落雪により調整器と低圧ホースの接続部分が損傷し、損傷部分
からガスが漏えいしたもの。
なお、供給設備に雪囲いが設置されていなかった。

調整器 富士工器（株） RSA5-NS 福島日石（株）

･ガス警報器あり
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･ＣＯ警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故発生時の報告については、速
やかに対応するように口頭で指導した。
・販売事業者は、当該消費者に対して、単段式調整器から雪
害に強い縦型調整器へ交換し、豪雪の状況を想定したガス容
器周辺の点検を実施することとした。また、それ以外の消費者
に対しては、今後、調整器の新規取付けや交換にあたって、
雪害対策用の調整器やガス放出機能付き高圧ホースに移行
していくこととした。



年月日 発生場所
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被害状況
建物用途

構造
発生
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法違反の有無
事故概要 機種 メーカー 型式 販売事業者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

2015/1/23
岐阜県
羽島市

漏えい
一般住宅
木造1階建

10:30 販売事業者 容器交換時の作業ミス

一般住宅において、消費者宅の隣人よりガス漏れの連絡を受け、販売事
業者が出動したところ、５０ｋｇ容器２本のうち予備側の高圧ホース接続部
からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、販売事業者が容器を設置した際、高圧ホースの先端パッキン部
に土が付着したことにより、手締めハンドルが完全に閉められていなかっ
たため、高圧ホース接続部からガスが漏えいしたものと推定される。

高圧ホース
（株）桂精機製
作所

NX6S
（2008年3月
製造）

（株）サンセキ

・ガス警報器あり（鳴動不明）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、高圧ホースを交換した。

2015/1/24
兵庫県
明石市

漏えい爆発・火
災

軽傷2名

一般住宅
木造1階建

19:30 一般消費者等
消費者による接続器具の不

正改造

一般住宅において、消費者が一口こんろを使用していたところ、爆発が発
生し周囲が炎上、消火しようとしたものの、消費者2名が火傷を負った。
原因は、消費者が塩化ビニルホース、ゴム管用ソケット等を自らつなぎ合
わせて、当該こんろと末端ガス栓を接続したため、ガスが漏えいし、こんろ
の火に引火、爆発したものと推定される。消費者は、塩化ビニルホースと
ゴム管ソケットをつなぐために、接続管のような形状のゴム製部材を用
い、接着剤とビニルテープにより固定していた。ガスの漏えいは、これらを
接続した部分から生じたものと考えられる。
なお、保安機関による定期消費設備調査では、当該こんろ及び改造され
た接続具の存在は把握されていなかった

塩化ビニル
ホース

不明 不明 （株）シィメス

･ガス警報器なし
･マイコンIあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、回収したビニルホースについて調
査し、漏えい箇所を特定するとともに、他の消費先について定
期消費設備調査時に未確認の消費機器がないか調査し、消
費者への周知時に今回の事故事例を説明するよう指示した。
・販売事業者は、回収したビニルホースについて漏えい箇所の
調査を行った。今後、他の消費先に対し、定期消費設備調査
時に未確認の消費機器がないか確認することとした。

2015/1/26
長野県
高山村

漏えい
一般住宅
木造1階建

14:00 雪害
積雪による配管継手部の損

傷

一般住宅において、消費者より「朝はガスが使用できたが、帰宅した時に
はガスが使用できなくなっていた」との連絡を受け、販売事業者が出動し
たところ、屋外露出配管の一部が落下しており、マイコンメーターがC表示
（合計・増加流量遮断）で遮断していることを確認した。
原因は、屋外の露出配管が雪に埋まり、雪解けにより負荷が掛ったた
め、配管継手部が損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。

配管 不明 不明 須高農業協同組合

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓なし
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、直近の定期供給設備点検及び定期消費設備調査の
結果並びに今回の緊急時対応の記録を提出するよう指示し
た。また、県協会を通じて、販売事業者及び保安機関による、
一般消費者の設備について積雪及び落雪に起因する損傷事
故の予防対策の強化を文書により指導した。
・販売事業者は、雪の影響を受けにくい高所に屋外配管の
ルートを変更した。

2015/1/30
長野県
長野市

漏えい
寮・寄宿舎
木造2階建

9:10 雪害 積雪による配管の損傷

寄宿舎において「厨房でガスが使えず、館内がガス臭い」との連絡を受
け、保安機関が出動したところ、屋外の露出配管が変形していることを確
認した。
原因は、屋根からの落雪により、配管に荷重が加わったため、雪に埋も
れている部分が損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。

配管 不明 不明 堀川産業（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSBあり
･ヒューズガス栓なし
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・販売事業者は、容器置場から厨房までの間に仮設供給配管
を設置するとともに、チラシを用いてLPガス設備周辺を定期的
に除雪するよう周知を実施した。

2015/1/30
北海道
札幌市

漏えい
一般住宅

木造
9:45 雪害

落雪及び積雪による配管継
手部の損傷

一般住宅において、消費者から「ガスが出ない」との連絡を受けた際、マ
イコンメーターがC表示（合計・増加流量遮断）で遮断し、復帰しないことを
確認したため、販売事業者が出動し屋外配管周りを除雪したところ、雪に
埋まっていた横引き配管継ぎ手部分の損傷を確認した。
原因は、屋根からの落雪及び積雪の荷重により、屋外露出横引き配管の
継手部分が損傷し、ガスが漏えいしたもの。

配管 不明 不明
伊藤忠エネクス
ホームライフ北海
道（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・市は、販売事業者に対し、雪害による事故再発防止対策を
再検討及び強化するよう指示するとともに、供給する消費者へ
雪害事故防止の周知を行うよう口頭で指導した。
・販売事業者は、屋外露出配管を積雪荷重のかからない場所
に移設するとともに、雪害注意文書の再交付及び周知を実施
した。また、配送員及び検針員と情報を共有し、屋外に露出し
た横引き配管の危険箇所を調査した。
・道協会は、会員に対し、注意喚起文書（「爆弾低気圧による
ガス事故防止について」、「ガス事故防止について」）を送付し
た

2015/1/30
福島県
福島市

漏えい
その他店舗

鉄筋コンクリート造2階建
15:30 一般消費者等 除雪作業ミス

自動車販売店において、従業員より「除雪のため、フォークリフトにバケッ
トを装着して使用した際、ガス漏れが発生した」との連絡を受け、販売事
業者が出動したところ、ガスの供給管が損傷していることを確認した。
原因は、従業員が除雪の際に、不注意によりバケットを上げ過ぎたため、
供給管側のガスメーター継手付近を接触により損傷し、ガスが漏えいした
もの。

供給管 不明 不明
ジェイエイ新ふくし
ま燃料（株）

･ガス警報器なし
･マイコンE4あり
･ヒューズガス栓なし
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、検査結果のヒヤリングを行った、ま
た、県協会等に事故事例を情報提供し、注意喚起を行うことと
した。
・販売事業者は、状況確認後、設備の修復を行い、今後の事
故防止対策を依頼した。

2015/2/1
北海道
札幌市

漏えい
一般住宅
木造2階建

23:45 雪害
積雪によるガスメーターと配

管継手部の損傷

一般住宅において、消費者より「ガス漏れ警報器が鳴動し、ガス臭がす
る」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、マイコンメーターがAC
表示（継続使用時間遮断）で遮断しており、調整器付近の供給管が傾き、
メーター出口側と配管の継手部分が損傷していることを確認した。
原因は、供給設備に堆積した雪の荷重により、メーター出口と配管を接続
する継手が損傷したためガスが漏えいしたもの。

配管 不明 不明 （株）羽幌燃料商会

･ガス警報器あり（鳴動あり）
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・市は、販売事業者に対し、事故調査及び事故届の報告を指
示するとともに、各消費者先を点検し、落氷雪等により損傷す
るおそれがあるものについて雪害防止対策を行うよう口頭で
指導した。
・販売事業者は、雪解け後に供給設備を雪害の影響が少ない
位置に移設予定。
・道協会は、会員に対し、注意喚起文書（「爆弾低気圧による
ガス事故防止について」、「ガス事故防止について」）を送付し

2015/2/2
長野県

北安曇郡
漏えい

共同住宅
鉄筋造2階建

7:00 その他（雪害）
落雪による供給管（メーター

継手部）の損傷

共同住宅において、消費者より「ガス臭がする」との連絡を受け、販売事
業者が調査したところ、供給管が損傷していることを確認した。
原因は、当該住宅の屋根からの落雪により、当該供給管のメーター継手
部が損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。

（バルク貯槽498kg×1基）

供給管
（露出部）

不明 不明 （株）サイサン

・ガス放出防止器設置なし
・マイコンSあり(作動あり）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・業務用換気警器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、当該住宅の管理者に対し、屋根の雪の状況
を報告し改善を依頼するとともに、他の消費者に対し、同様の
住宅について巡回及び点検し、雪害リーフレットの配布による
周知を行った。
・県は、販売事業者に対し、当該事故の報告が遅れていたた
め、今後は遅滞なく届け出るよう口頭で指導した。

2015/2/2
福島県

南相馬市
漏えい

共同住宅
鉄筋コンクリート造3階建及び5階建

11:00
その他（震災と経年劣

化）
震災及びその後の微振動、

経年による劣化等

共同住宅において、保安機関より「容器交換時等供給設備点検時に、流
量検知式切替型漏えい検知装置にB表示を確認した」との連絡を受け、
販売事業者が漏えい試験を実施したところ、圧力低下によりガスの漏え
いが確認された。その後、ガス検知器による検査を露出部分において実
施したが、反応が無いことから埋設部からのガス漏えいを疑い、１０箇所
のボーリング調査を実施したが漏えい箇所を特定できず、ガス臭もないた
め供給を再開した。３日後に販売事業者が福島県に相談したところ、ガス
の供給を即時停止するよう指示されたため全面停止し、漏えいの無い露
出配管を利用し仮供給を再開した。
原因は、敷設後２０年程の経過による劣化に加え、東日本大震災の影響
及びその後の微振動により埋設供給管が損傷したものと推定される

供給管（埋設
部）

不明 不明
東北アストモスガス
（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・県は、販売事業者に対し、ガス漏れ確認後もガス使用を継続
していたことからガス供給を即時停止するよう指示するととも
に、消費者がガスを使用できない期間を 小限にするよう指
示した。また、速やかな事故報告を行うよう指導した。
・販売事業者は、ガス臭がなかったため、ボーリング調査にて
漏えい箇所を調査したが特定できず、県からの指示によりガス
供給を全面停止した。また、埋設供給管を利用しない新規供
給管を敷設した。

2015/2/3
山形県
長井市

漏えい
一般住宅
木造1階建

21:40 雪害
積雪荷重による高圧ホース

連結管の損傷

一般住宅において、販売事業者が出動したところ、２０ｋｇ容器と連結用高
圧ホースの接続部が損傷し、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、積雪の荷重により容器が押されたため、連結用高圧ホースの接
続部が損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。

液封防止型
連結用高圧
ホース

（株）桂精機製
作所

EH-1S
（2013年9月
製造）

（株）西方商店

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、積雪及び落雪による漏えい事故が
発生しないよう、他の消費者も含めて容器設置場所の検討並
びに雪囲いを行うよう口頭で指導した。
・販売事業者は、消費者に対し、事故当日にガス検知器により
安全を確認し、事故翌日に容器設置場所の移設工事を実施し
た。

2015/2/7
高知県
高知市

漏えい爆発
軽傷2名

一般住宅
鉄筋コンクリート造2階建

16:54 販売事業者

ビルトインこんろと燃焼器用
ホースの接続不良

＜法令違反＞
液石法施行規則第44条第1

号イ

一般住宅において、消費者がビルトインこんろに点火した際、炎が上が
り、消費者2名が髪の毛を焦がし、当該こんろ及び下部のキャビネットを損
傷した。
原因は、事故の約1時間前に販売事業者がビルトインこんろを設置してい
たが、燃焼器用低圧ホースの器具側が締め込み不足であったため、接続
部からガスが漏えいした状態となり、消費者がビルトインこんろを点火した
際、点火時の火に引火したものと推定される。

燃焼器用
ホース

不明 不明
（有）ライフショップ
ヤマサキ

･ガス警報器なし
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓なし
･CO警報器なし
･集中監視システムあり

・県は、販売事業者に対し、聞き取りを行うとともに、保安教育
の徹底及び機器交換時の点検方法マニュアル作成等による
再発防止について文書により通知した。
・販売事業者は、従業員に対し、保安教育を再徹底するととも
に、機器交換時のマニュアル化により、締め付け確認を徹底し
た。

2015/2/9
東京都
小平市

漏えい
飲食店

鉄骨造1階建
8:45 一般消費者等

食器洗浄機用ケースの接
触による金属フレキシブル

ホースの損傷

飲食店において、従業員より「食器洗浄機の接続管である金属フレキシブ
ルホースに亀裂があり、ガス臭がするため末端ガス栓を閉止した」との連
絡があり、販売事業者が調査したところ、食器洗浄機に接続された金属フ
レキシブルホースの一部が損傷していることを確認した。
原因は、当該金属フレキシブルホースは、食器洗浄機のケース置き場の
下に施工されており、ケースの出し入れを行う度に蛇腹部に接触していた
ため、亀裂が生じガスが漏えいしたものと推定される。

金属フレキシ
ブルホース

吉野川電線
（株）

MS-1
（2013年7月
製造）

日商ガス販売（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器あり
・集中監視システムなし

・都は、販売事業者に対し、金属フレキシブルホースの上部に
物が置かれても支障のないようカバーすることを口頭で指導し
た。
・販売事業者は、金属フレキシブルホースの交換及び位置変
更を実施するとともに、金属フレキシブルホースの上部にカ
バーを施工した。



年月日 発生場所
現象

被害状況
建物用途

構造
発生
時間

原因者
事故原因

法違反の有無
事故概要 機種 メーカー 型式 販売事業者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

2015/2/11
山形県
米沢市

漏えい
一般住宅
木造2階建

4:30 雪害 落雪による調整器の損傷

一般住宅において、自動切替式調整器が損傷していることを販売事業者
が確認した。
原因は、屋根からの落雪により、雪囲いとして設置していたコンパネ板が
押され調整器の根元に接触したため、調整器が損傷しガスが漏えいした
ものと推定される。

自動切替式
調整器

富士工器（株）
RH8N
（2008年12月
製造）

福島日石（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、積雪及び落雪による漏えい事故が
発生しないよう、他の消費者も含めて容器設置場所の検討並
びに雪囲いを行うよう口頭で指導した。
・販売事業者は、調整器を縦型に変更した。

2015/2/12
大阪府
大阪市

漏えい火災 その他店舗（物販販売店舗） 14:15 販売事業者 作業終了後の点検ミス

その他店舗において、店員が店頭に設置した業務用焼き芋器にライター
で点火したところ、火災が発生し、店員の衣服等の一部が焼損した。
原因は、事故の２０～３０分程前に、販売事業者が８ｋｇ容器の交換を行っ
ており、当該焼き芋器の器具栓を開いた状態で、容器のバルブを開放し
て作業を終了したため、機器内部及び周囲にガスが漏えいし、その状態
で店員がライターで点火したため、引火し、火災に至ったものと推定され
る。

（質量販売 ８kg×１本）

業務用オー
ブン（焼き芋
器）

（株）コイズミデ
ザイン

D001-05PL
（2010年2月
製造）

杉本商店

・ガス警報器なし
・マイコン不明
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・市は、販売事業者に対し、事故発生状況の調査、消費者へ
の注意喚起、事故届の提出指示及び再発防止に努めるよう口
頭で指導した。

2015/2/14
愛知県
豊田市

漏えい火災
共同住宅

鉄骨造2階建
7:45 一般消費者等

未接続末端ガス栓の誤開
放

共同住宅において、消費者より「こんろに着火したところ火が出た」との連
絡を受け、消防及び販売事業者が出動したところ、消費者により、こんろ
周辺の火は消火されており、換気扇フィルターが焦げていることを確認し
た。
原因は、消費者が二口ヒューズガス栓（ホースエンド）の未使用側を誤っ
て開放したが、ガス栓の先端に、こんろのホースエンドに付いていた異物
混入防止用のキャップを取り付けていたため、キャップの隙間から過流出
安全機構が作動しない程度の流量でガスが漏えいし、その状態で、使用
側のガス栓を開放し点火操作を行ったため、点火時の火に引火したもの

2口ヒューズ
ガス栓

（株）桂精機製
作所

KC-31
（2000年1月
製造）

三河商事（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、顧客全員を対象に、消費設備使用
上の注意事項、ガス漏れ等の緊急時対応について周知徹底
を図るよう指示した。
・販売事業者は、2口ヒューズガス栓を新品のオン・オフ式（2
口）に取り替え、ゴムキャップを設置するとともに、消費者に対
し、器具使用上の注意、緊急時対応について指導を行った。

2015/2/15
新潟県
妙高市

漏えい爆発
（液化石油ガス
との因果関係

は不明）

旅館
鉄骨造（一部木造）2階建

11:50 不明 不明

ペンションで何らかの爆発があり、当該ペンションが全焼した。警察・消防
が原因を調査したところ、火災の前後に爆発音が聞こえた旨の話を聞き
取ったが、液化石油ガスの設備も含め建物が全焼したため、液化石油ガ
スと火災の因果関係は不明と判断された。

不明 不明 不明 新潟サンリン（株）

・ガス警報器あり（鳴動不明）
・マイコンＳ
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムあり

調査中。

2015/2/16
山形県
米沢市

漏えい
一般住宅
木造2階建

6:30 雪害
積雪荷重による調整器の損

傷

一般住宅において、消費者より「ガス漏れ警報器が鳴動している」との連
絡を受け、消防及び販売事業者が出動したところ、５０ｋｇ容器と単段式調
整器の接続部が損傷していることを確認した。
原因は、積雪の荷重により雪囲いが押され、容器と調整器の接続部に接
触し、ガスが漏えいしたものと推定される。

単段式調整
器

富士工器（株）
RSA5
（2007年1月
製造）

福島日石（株）

・ガス警報器あり（鳴動あり）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、積雪及び落雪による漏えい事故が
発生しないよう、他の消費者も含めて、容器設置場所の検討
並びに雪囲いを行うよう口頭指導した。
・販売事業者は、雪解け後に容器設置箇所を移動した。

2015/2/16
岩手県

西和賀町
漏えい爆発・火

災
工場

木造2階建
15:25 雪害

積雪荷重による供給管接合
部の損傷

工場において、消費者が建物内で使用していたストーブの火を消したとこ
ろ、室内に青い火花の様なものが走り、その後少し時間が経過して突如
爆発し、建物の一部が焼損壊した。
原因は、積雪の荷重により供給管継手部に亀裂が生じガスが漏えいした
が、積雪の高さが約３．５ｍ程あったため、漏えいしたガスが屋外に放出
されず、当該建物内の板敷きの下に滞留し、そこに何らかの要因により
発生した火花が走り爆発に至ったものと推定される。

供給管 不明 不明 佐々木燃焼店

・ガス警報器あり（鳴動不明）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、再発防止策の検討及び設備の点
検を行うよう、口頭で指導した。
・販売事業者は、積雪を除去するとともに、損傷した配管を交
換し、漏えいがないことを確認した。

2015/2/16
北海道
帯広市

漏えい
一般住宅
木造1階建

20:30 雪害
落雪による容器と調整器接

続部の損傷

一般住宅において、消費者が屋外へ出た際、ガス臭に気付き、その後も
ガス臭を継続して感じたため、消費者自身で容器のバルブを閉めた後、
消防に通報、通報を受けた消防及び販売事業者が出動したところ、２０ｋｇ
容器と単段式調整器の接続部が損傷していた。
原因は、屋根からの落雪により、容器と調整器の接続部分が損傷し、ガ
スが漏えいしたもの。
なお、直近の容器交換時等供給設備点検や検針時に供給設備の異常は
無かった。

単段式調整
器

富士工器（株）
RSA5-NS
（2007年8月
製造）

ひまわり産業（株）

･ガス警報器なし
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・道は、講習会及び立入検査等の機会を利用し、事故防止の
啓発を行うこととした。
・販売事業者は、容器設置場所を落雪の影響のない場所へ移
設し、復旧した。
・道協会は、講習会等の機会を捉え、保安意識の向上及び法
令遵守について教育を実施することとした。また、事故情報の
収集を行った。

2015/2/17
福島県
棚倉町

漏えい火災
一般住宅
木造2階建

14:00 一般消費者等

瞬間湯沸器と金属フレキシ
ブルホース接続の不完全な

施工

一般住宅において、消費者より「湯沸器の調子が悪いので見て欲しい」と
の連絡を受け、販売事業者が調査したところ、小型湯沸器の電池ケース
に焦げがあることを確認した。
原因は、消費者が当該湯沸器を新たに購入し、自ら取り付けを行った際、
当該湯沸器と金属フレキシブルホースの接続部分にシール材を塗布して
いなかったため、気密が保たれずガスが漏えいし、点火時の火に引火し
たものと推定される。

金属フレキシ
ブルホース

不明 不明
東西しらかわ農業
協同組合ガスセン
ター

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムあり

・販売事業者は、消費者に対し、瞬間湯沸器の設置には資格
が必要であることを説明するとともに、瞬間湯沸器の設置工事
を実施した。

2015/2/17
青森県
黒石市

漏えい
一般住宅
木造2階建

20:40 雪害
落雪による調整器の損傷

一般住宅において、消費者より「ガス警報器が鳴動した」との連絡を受
け、消防及び販売事業者が出動したところ、ガス警報器の鳴動及び２０ｋ
ｇ容器と単段式調整器の接続部が損傷していることを確認した。
原因は、屋根から雪の塊が落下し調整器を直撃したため、容器と調整器
の接続部が損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。

単段式調整
器

（株）穂高製作
所

HS-50
（2009年9月
製造）

津軽みらい農業協
同組合

・ガス警報器あり（鳴動あり）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、応急措置として容器及び調整器の上に、積
雪荷重による損傷を防止するために木製の防護カバーを設置
した。また、今年の降雪期までに容器設置場所を移動する。

2015/2/17
兵庫県
洲本市

漏えい火災
一般住宅
木造2階建

23:00
販売事業者
器具メーカー

経年による燃焼器具の劣化

一般住宅において、消費者が風呂釜で追い焚きをしていたところ、風呂釜
より出火したため、容器元弁を閉止するとともに、浴室の窓からシャワー
の水を放水し消火した。
当該風呂釜は、バーナーに不具合があり、メーカーが２００７年４月にリ
コール対象製品として、情報を提供している型式である。
原因は、リコールの内容と同じく、バーナーの不具合により亀裂が入り、
ガスが漏えいし、引火したもの。
なお、販売事業者は、当該風呂釜がリコール製品であることを認識してい
なかった。
また、保安機関は定期消費設備調査において、当該風呂釜はリコール対
象製品であることを把握していたが、販売事業者に対して情報を伝えてい
なかった。

風呂釜（RF
式）

（株）オカキン

OK-AR型-
LE
（1998年8月
製造）

山中ガス

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故届の提出、当該風呂釜につい
て器具メーカーと連携し交換・修理を行うこと、他の消費先に
ついてリコール品の有無について調査するとともに万が一リ
コール品があった場合にはリコール品への適切な対策を講じ
ること、卸売業者と連携しリコール品への適切な対策を検討す
ることを指示した。また、関係団体の広報誌に情報を掲載し、
リコール品対策の徹底を促すこととした。
・販売事業者は、当該風呂釜についてメーカーによる取替を
行った。その後、県の指示に基づき、保安台帳から消費機器
にリコール品がないか調査したところ、型式不明品３台が発見
されたため、現地調査を実施した。その結果、当該３台がリ
コール品と判明したため、メーカーから交換部品を取り寄せ、
修理を行った。今後、保安機関である卸売業者と連携し、リ
コール情報の共有を図り リコール品対策を実施することとし

2015/2/18
北海道
北見市

漏えい
飲食店

木造1階建
8:39 雪害

落雪及び積雪による配管継
手部の損傷

飲食店において、従業員より「ガス臭い」との連絡を受け、販売事業者が
出動したところ、雪に埋もれた配管が変形し、ガスが漏えいしていることを
確認した。
原因は、積雪と落雪の荷重により配管継手部が損傷し、ガスが漏えいし
たもの。

配管 不明 不明
北海道アストモス
ガス（株）

･ガス警報器なし
･マイコンSBあり
･ヒューズガス栓なし
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・道は、販売事業者に対し、事故の状況及び落雪が発生した
消費先について聞き取りを行うとともに、現場の写真を提出す
るよう指導した。
・販売事業者は、損傷防止のため配管横引き部分を落雪の当
たらない高さに変更した。

2015/2/18
福島県

猪苗代町
漏えい

共同住宅
その他（コンクリートブロック造）1階建

20:45 雪害 落雪による調整器の損傷

共同住宅において、隣人より「隣の部屋でガス漏れ警報器が鳴っている」
との通報を受け、警察、消防及び販売事業者が出動したところ、２０ｋｇ容
器と単段式調整器の接続部が損傷していることを確認した。
原因は、落雪の衝撃により容器と調整器の接続部が損傷し、ガスが漏え
いしたものと推定される。 単段式調整

器
富士工器（株）

RSA5-NS
（2012年8月
製造）

福島日石（株）

・ガス警報器あり（鳴動あり）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故発生付近、復旧方法等が分
かる資料（写真）を添付するよう依頼するとともに、第１報は事
故発生から直ちに実施するよう指導した。
・販売事業者は、単段式調整器から雪害に強い縦型調整器へ
交換するとともに、単段式調整器を設置している他の消費者を
対象に容器周辺の点検を実施し、縦型調整器への変更を検
討することとした。また、容器バルブから調整器接続部を雪害
から防護するようなセーフティカップの導入を検討することとし
た。



年月日 発生場所
現象

被害状況
建物用途

構造
発生
時間

原因者
事故原因

法違反の有無
事故概要 機種 メーカー 型式 販売事業者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

2015/2/19
山形県

大石田町
漏えい

一般住宅
木造1階建

6:40 雪害 落雪による調整器の損傷

一般住宅において、消費者より「ガスが出ない」との連絡を受け、販売事
業者が出動したところ、５０ｋｇ容器と単段式調整器の接続部が折損して
おり、容器が空になっていることを確認した。
原因は、屋根からの落雪により容器と調整器との接続部が衝撃を受け折
損し、ガスが漏えいしたものと推定される。
なお、消費者宅は雪害予防対策がなされていなかった。

単段式調整
器

富士工器（株）
RSA5
（2010年5月
製造）

ENEOSグローブエ
ナジー（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、消費者へ除雪及び雪囲い等の必
要性を周知するよう指導した。
・販売事業者は、消費者に対し、容器周囲における除雪の必
要性を周知するとともに、再発防止のため調整器設置位置を
変更した。

2015/2/19
千葉県
富里市

一酸化炭素中
毒

<B級事故>
軽症7名

その他（公共施設）
鉄筋コンクリート造2階建

11:00 一般消費者等
換気扇の不使用による排気

の滞留

公共施設において、消費者７名が味噌作りのため３台の鋳物こんろを使
用中、作業が一段落したため隣室で休憩していたところ、全員が一酸化
炭素中毒と思われる症状となり消防へ通報、救急搬送された先で中度の
一酸化炭素中毒と診断された。
原因は、消費者が鋳物こんろを使用中、換気扇を作動させていなかった
ため換気不良となり、一酸化炭素を含む排気ガスが室内に滞留、中毒に
至ったものと推定される。
なお、消防の調査によると、調理場付近の一酸化炭素濃度は２０５ppmを
示していた。

業務用こんろ 不明 不明
イワタニ関東（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSBあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、県内全市町村施設管理者及び販売事業者に対し、CO
中毒防止に係る注意喚起の文書を通知した。また、施設管理
者である市担当者に対し、CO中毒事故の再発防止について
口頭指導した。
・市は、燃焼器付近及び換気扇スイッチ付近へCO中毒事故防
止について注意喚起の表示を行うとともに、CO中毒事故の当
事者及び他センター利用者に対し、CO中毒事故防止について
注意喚起の通知を行った。
・販売事業者は、燃焼器の燃焼状態の点検を行いCOが基準
値内であることを確認し、業務用換気警報器を設置するととも
に、施設管理者に対し、CO中毒事故防止について注意喚起を
実施した。また、施設管理者から施設利用者へCO中毒事故防
止について注意喚起してもらうよう依頼した センター内にCO

2015/2/20
沖縄県

嘉手納町
漏えい爆発・火

災
飲食店

鉄筋コンクリート造4階建
8:00 一般消費者等

未使用末端ガス栓の誤開
放

飲食店において、消費者がこんろの種火を点火後、流し台で作業をして
いたところ、こんろ付近で爆発が発生し床から１ｍ炎が上ったため消防に
連絡、消防及び販売事業者が出動したところ、火は消えており、窓ガラス
の網戸、ポリバケツ等の一部焼損を確認した。
原因は、消費者が事故前夜にスクリーンバーナーを鋳物こんろへ取替え
た際、低圧ホースからスクリーンバーナーのみを取り外し、鋳物こんろとゴ
ムホースを別のガス栓に取り付けたため、低圧ホースが器具と接続され
ていないままの状態となり、その状態で末端ガス栓を誤って開放したため
ガスが漏えい、滞留したガスに、こんろの種火が引火したもの。

低圧ホース 不明 不明 比謝川ガス（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSBあり
･ヒューズガス栓なし
･CO警報器あり
･集中監視システムなし

・県は、現場確認を行い、事故状況について販売事業者及び
飲食店従業員から事情聴取を行うとともに、法令違反がなかっ
たかを確認した。聞き取り内容は、保安監督事務所へ連絡し
た。
・県協会は、県とともに現場確認を実施した。

2015/2/20
長野県
大町市

漏えい
共同住宅
木造2階建

11:52 その他（雪害）
氷塊の落下によるメーター

ガス栓の損傷

共同住宅において、消費者より「アパートで大きな音がしてガスが使用で
きなくなった」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、メーターガ
ス栓が損傷し、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該住宅の屋根から落雪したことにより、氷塊が跳ね当該ガス
栓に直撃し、損傷したものと推定される。

（バルク貯槽498kg×1基）

メーターガス
栓

不明 不明 （株）サイサン

・ガス放出防止器設置なし
・マイコンSあり(作動あり）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり（作動なし）
・CO警報器なし
・業務用換気警器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、当該事故の報告が遅滞していたた
め、今後は遅滞なく届け出るよう口頭で指導した。
・販売事業者は、当該住宅の管理者に対し、屋根雪の状況を
報告し改善を依頼するとともに、他の消費者に対し、同様の住
宅について巡回及び点検し、雪害リーフレットの配布による周
知を行った。

2015/2/20
愛知県
豊明市

一酸化炭素中
毒

軽症1名

その他（保育園）
鉄筋コンクリート造 16:00

一般消費者等
販売事業者

燃焼器使用中の換気不足
及び燃焼器の経年劣化

保育園の調理室において、従業員がCF式給湯器を使用中、一酸化炭素
中毒となり病院へ搬送された。
原因は、当該給湯器は排気筒を接続せずレンジフード受けの状態で使用
されていたが、従業員がレンジフードを作動させず、窓を閉め切った状態
で当該給湯器を使用していたため、換気不良となり、室内に一酸化炭素
を含む排気ガスが滞留し、一酸化炭素中毒に至ったものと推定される。
なお、当該給湯器はバーナーの経年劣化により、不完全燃焼が起こり、
一酸化炭素を含む排気ガスが発生していたことに加え、熱交換器の不具
合もあった。

瞬間湯沸器
（CF式）

（株）パロマ
PH-161M
（2002年12月
製造）

（株）カネコ

・ガス警報器あり
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・販売事業者は、CO濃度を測定後当該給湯器を使用禁止と
し、新たな給湯器を設置後、使用方法の説明と周知を実施し
た。また、CO警報器を設置した。

2015/2/21
東京都
日野市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
10:09

他工事業者（水道工事
業者）

水道工事業者の作業ミス

共同住宅において、水道工事業者より「水道埋設管の差し替え工事中に
ラッシュハンマーでコンクリートを掘削した際、ガス供給管に穴をあけ、ガ
スが漏えいした」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、供給管
が損傷していることを確認した。
原因は、水道工事業者が、埋設されていた供給管に誤ってラッシュハン
マーで穴を開けたため、供給管よりガスが漏えいしたものと推定される。

供給管（埋設
部）

不明 不明
全国農業協同組合
連合会

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、水道工事業者より連絡を受けた際、直ちに容
器バルブを閉止しLPガスの供給を停止するよう要請した。ま
た、現場の状況確認を行い、容器バルブ閉止によりLPガスの
漏えいが止まっていることを確認した後、供給管を補修して措
置完了とした。

2015/2/21
長野県
長野市

漏えい
一般住宅
木造2階建

12:10 雪害
積雪及び落雪による高圧

ホース継手部の損傷

一般住宅において、消費者より「ガスこんろが使えず、積雪でメーターも確
認できない」との連絡を受け、保安機関が出動したところ、容器と高圧
ホースの接続部が損傷していることを確認した。
原因は、屋根からの落雪及び大量の積雪による荷重のため、容器と高圧
ホースの接続部が損傷しガスが漏えいしたものと推定される。

高圧ホース 不明 不明 堀川産業（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故届書、緊急時対応の記録、直
近の容器交換時保安点検記録の提出を指示した。
・販売事業者は、消費者に対し、チラシによりLPガス供給設備
の周りを定期的に除雪するよう周知した。

2015/2/24
青森県
青森市

漏えい
一般住宅
木造1階建

20:00 雪害
積雪荷重による調整器の損

傷

一般住宅において、消費者宅の近隣住人より「ガス臭がする」との通報を
受け、消防及び保安機関が出動したところ、２０ｋｇ容器と単段式調整器
の接続部が損傷していることを確認した。
原因は、積雪により雪囲いの木箱が損傷し、容器と調整器との接続部が
衝撃を受け損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。
なお、消費者は高齢のため除雪ができず、雪囲いの木箱が雪を支えられ
る許容重量を超えていた。

単段式調整
器

（株）穂高製作
所

HS-50
（2010年6月
製造）

（株）奥田プロパン

・ガス警報器なし
・マイコンHあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、当該消費者については高齢であり除雪がで
きる状況に無く、毎月のガスの消費量もほぼゼロのため、当該
消費者と話し合いの上、容器を撤去した。

2015/2/26
山形県
南陽市

漏えい火災
飲食店

鉄骨造1階建
8:40 一般消費者等

経年劣化による低圧ホース
（ガスコード）継手部の損傷

飲食店において、従業員が作業を行っていたところ、低圧ホース（ガス
コード）継手部からガスが漏えい引火し、低圧ホース（ガスコード）接続部
（プラスチック）が溶解した。
原因は、経年劣化により低圧ホース（ガスコード）継手部に亀裂が入り、
亀裂部分からガスが漏えいし、滞留したガスに燃焼器の火が引火したも
のと推定される。
なお、当該飲食店には、ガス警報器が設置されていたが、漏えい源から
離れていたため、鳴動しなかったものと推定される。

低圧ホース
（ガスコード）

不明
不明
（2002年11月
製造）

伊藤忠エネクス
ホームライフ東北
（株）

･ガス警報器あり（鳴動なし）
･マイコンSBあり
･ヒューズガス栓あり
･業務用換気警報器あり
･集中監視システムなし

・県は、ガス栓の位置変更など、再発防止策の検討と消費者
への周知徹底を口頭指導した。
・販売事業者は、ガス検知器による残留ガス、漏えい検査を実
施、ガス漏れがないことを確認した。また、消費設備に異常が
ないことを確認し、焼損した迅速継手付き低圧ホースを取り替
えた。翌日にガス栓の位置を150mm下げる変更及びもう片一
方の炊飯器の低圧ホースの交換を行った。
・販売事業者は、東北管内にある系列店舗について、末端ガ
ス栓の位置、ガスコード等を点検することとした。
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2015/2/26
山口県

山陽小野田
市

漏えい
工場

鉄筋コンクリート造2階建
16:30

他工事業者（設備解体
業者）

設備解体業者の作業ミス

屎尿処理施設において、設備解体業者が、洗浄塔の解体中に塔の一部
を落下させたため、露出ガス配管を損傷しガスが漏えいした。
原因は、設備解体業者が作業の際、何らかの要因により解体した設備を
落下させたため、露出ガス配管を損傷、ガスが漏えいしたものと推定され
る。
なお、ガスが漏えいしたが、マイコンメーターにて自動遮断したため、負傷
者及び火災は無かった。

配管 不明 不明
伊藤忠エネクス
ホームライフ西日
本（株）

･ガス警報器なし
･マイコンSあり
･ヒューズガス栓あり
･CO警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、ガス設備近辺で工事等を行う際に
は、消費者と確実に連絡を取り合うよう指導した。
・販売事業者は、施設管理者対し、ガス設備近辺で工事等を
行う際には、事前に連絡するよう要請した。

2015/3/5
北海道
網走市

漏えい
一般住宅
木造2階建

8:00 雪害
落雪による配管継手部の損

傷

一般住宅において、消費者より「ガスこんろが点火しない」との連絡を受
け、販売事業者が出動したところ、マイコンメーターがAC表示（継続使用
時間遮断）で遮断しており、横引き配管と継手部が損傷しているところを
確認した。
原因は、落雪により、横引き配管と継手部が損傷したため、ガスが漏えい
したもの。

配管 不明 不明
北海道アストモス
ガス（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・道は、販売事業者に対し、事故の状況、落雪が発生した消費
先について聞き取りをおこなうよう指示するとともに、現場の写
真を提出するよう指導した。
・販売事業者は横引き配管を落雪の当たらない高さとした。

2015/3/5
長野県
松本市

漏えい
飲食店
鉄骨造

11:15 その他（雪害） 積雪による配管の損傷

飲食店において、従業員より「ガス臭いので見に来て欲しい」との連絡を
受け、販売事業者が調査したところ、屋外配管よりガスが漏えいしている
ことを確認した。
原因は、積雪により当該配管に圧力がかかり継手部よりガスが漏えいし
たもの。

配管
(継手部）

不明 不明 （株）サイサン

・ガス放出防止器設置あり(作動なし）
・マイコンなし
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報
器連動、対震）あり(作動なし）
・ヒューズガス栓あり（作動なし）
・CO警報器あり（作動なし）
・業務用換気警器あり(作動なし）
・集中監視システム（片方向）あり

・県は、販売事業者に対し、当該事故の報告が遅滞していたた
め、今後は遅滞なく届け出るよう口頭で指導した。
・販売事業者は、当該住宅に対し雪の影響を受けない軒下に
ガス配管を新設した。
また、従業員に対し、同様の配管をした施設を点検巡回すると
共に、消費者に対し、雪害リーフレットを配布し注意喚起を実
施するよう指示した。

2015/3/6
北海道
下川町

漏えい
共同住宅
その他

10:00 雪害
屋根からの落雪氷によるガ
スメーターユニオン部（配管

側）の損傷

共同住宅において、消費者より「ガスが出ない」との連絡を受け、販売事
業者が出動したところ、ガスメータ上部のユニオンが損傷、５０ｋｇ容器2本
が空になっていることを確認した。
原因は、屋根からの落氷雪がガスメーター下部に直撃したことにより、
メーター下部が壁側に押され、メーター上部のユニオンに負荷がかかった
ため、パッキン部からガスが漏えいしたもの。

配管 不明 不明 （有）丹羽商店

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・道は、販売事業者に対し、再発防止に努めるよう指示した。
・販売事業者は、事故発生現場の除雪を実施するとともに、屋
根の積雪を除去した。また、降雪量が多いため、冬期間はコン
パネ等の立て掛け等により、落氷雪からの被害防止措置を検
討した。

2015/3/6
佐賀県
佐賀市

漏えい
その他店舗
木造1階建

不明
他工事業者（改装工事

業者）

改装工事業者の作業ミス
＜法令違反＞

液石法施行規則第44条第1
号ラ

一般住宅に併設された店舗において、店舗改装工事業者が作業の妨げ
になることから末端ガス栓を外したところ、ガスが漏えいし、マイコンメー
ターが遮断した。その後、住宅内の燃焼器を使用した消費者より「ガスが
使用出来ない」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、マイコン
メーターが遮断していたため、復帰ボタンを操作した際、ガスの漏えい音
がした。
原因は、店舗改装工事業者がガスの供給を止めることなく末端ガス栓を
外した際、ガスが漏えいし、マイコンメーターが遮断したもの。その後、消
費者から連絡を受けた販売事業者がマイコンメーターを復帰させたため、
再度ガスが漏えいしたもの

配管 不明 不明 （有）モトマツ

・ガス警報器不明
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

調査中。

2015/3/7
北海道
北見市

漏えい
一般住宅
木造2階建

20:24 雪害
屋根からの落雪による配管

接続部の損傷

一般住宅において、消費者より「屋根から雪が落ち、ガスメーター付近の
配管が破損し、ガスが漏えいしているため、容器バルブを閉めた」との連
絡を受け、販売事業者が出動したところ、メーター付近の配管継手部が
損傷していることを確認した。
原因は、落雪による荷重のため、ガスメーター付近の継手部が損傷し、ガ
スが漏えいしたもの。

配管 不明 不明
（株）リョーユウ石
油

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・道は、販売事業者に対し、事故の状況、落雪が発生した消費
先について聞き取りを行うとともに、現場の写真を提出するよ
う指導した。また、事故が発生した時には、早急に報告するよ
う指導した。
・販売事業者は、損傷防止のため、ガスメーターを落雪の当た
らない場所に設置することとした。

2015/3/9
北海道
釧路市

漏えい
共同住宅
木造2階建

10:00 雪害
積雪荷重及び落雪による供

給管継手部の損傷

共同住宅において、2階の住人より「ガス臭がする」との連絡を受け、販売
事業者が調査したところ、全ての居室でガスを検知したため、滞留したガ
スの除去を行うとともに、漏えい箇所を探したところ、メーター周辺のガス
栓のハンドル付け根部分が損傷していることを確認した。
原因は、例年より積雪が多かったためガスメーターの周囲が雪で埋まって
いたことに加え、屋根からの落雪により荷重がかかり、メーター周辺のガ
ス栓のハンドル付け根部分が損傷し、漏えいしたガスが雪の影響で共同
住宅の換気口から室内へ流入したものと推定される。

（質量販売 20kg×2本）

供給管 不明 不明 阿寒共同燃焼（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・道は、販売事業者に対し、事故の原因を解明するとともに、
再発防止対策を取るよう指示した。また、事故届書を作成し提
出するよう指示した。
・販売事業者は、漏えい箇所の部品を交換するとともに、屋外
配管周辺の排雪を実施した。また、今後は、積雪量に注意しな
がら、大家と連絡を取り排雪を実施することとした。ガスメー
ター付近に雪囲い等を設置し、雪害対策を施すこととした。

2015/3/12
埼玉県
熊谷市

漏えい爆発
一般住宅
木造2階建

7:00 一般消費者等
消費者による器具の点火ミ

ス

一般住宅において、消費者より「風呂釜の点検をして欲しい」との連絡を
受け、販売事業者が調査したところ、ＢＦ式風呂釜が変形していることを
確認した。
原因は、消費者が当該風呂釜の点火操作をした際、何らかの要因により
種火が消え、その事に気付いた消費者が点火操作を繰り返したため、機
器内に未燃ガスが滞留、点火時の火に引火、爆発したものと推定される。

風呂釜（BF
式）

（株）ノーリツ
GBSQ-805
（2000年5月
製造）

堀川産業（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、原因調査の実施及び事故報告書
の提出を指示するとともに、風呂釜メーカーに製品調査を依頼
するよう指示した。
・販売事業者は、屋内設置型の風呂釜を使用している消費者
に対し、屋外設置式の風呂釜への入れ替えの促進を図るとと
もに、再点火時の注意点等の周知を徹底することとした。ま
た、風呂釜メーカーに対し、製品調査を依頼し、メーカーからの
報告書を受領した。

2015/3/13
神奈川県
座間市

漏えい爆発
一般住宅
木造2階建

17:15 一般消費者等
消費者による器具の点火ミ

ス

一般住宅において、消費者がBF式風呂釜に点火したところ、異常着火し
た。
原因は、当該風呂釜は製造から17年以上経過しており、消費者は「点火
しづらかった」と証言していることから、老朽化により点火し難い状態に
あった風呂釜の点火操作を繰り返したため、機器内部に未燃ガスが滞
留、点火時の火が引火、爆発したものと推定される。

風呂釜（BF
式）

（株）ノーリツ
不明
（1997年11月
製造）

中央液化ガス（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、屋外式給湯付風呂釜へ変更するまでの間、
当該BF式風呂釜の使用を禁止した。

2015/3/15
秋田県
鹿角市

漏えい
一般住宅
木造1階建

16:07 雪害
屋根からの落雪による容器

と調整器接続部の損傷

一般住宅において、消費者より「台所のガス警報器が鳴動してガス臭が
あり、供給設備も雪で埋まっていたため、容器を掘り起こしバルブを閉じ
た」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、２０ｋｇ容器に直付けさ
れた自動切替式調整器の容器との接続部に亀裂があることを確認した。
原因は、屋根からの落雪により、容器と調整器の接続部が損傷し、ガス
が漏えいしたもの。

自動切替式
調整器

（株）桂精機製
作所

CA-SP5
（2008年10月
製造）

（有）奈良ガス店

・ガス警報器あり（鳴動あり）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、ガスメーター及び容器の位置を落雪の影響
がない場所へ今年の降雪期までに移動することとした。

2015/3/17
愛媛県
松山市

漏えい
一般住宅
木造2階建

11:52 販売事業者 埋設配管の腐食劣化

一般住宅において、検針員より「マイコンメーターの確認をしたところ、微
少漏えい警告が表示されていた」との連絡を受け、販売事業者が調査し
たところ、消費側の埋設配管（白管）からガスが漏えいしていることを確認
した。
原因は、配管(白管）が長期間埋設されていたことにより外面が腐食し、腐
食部よりガスが漏えいしたものと推定される。
なお、当該事故は、愛媛県職員が販売事業者の帳簿を確認した際、緊急
時対応の記録として「埋設配管(白管)腐食による微少漏えい」との記載が
あったことから、販売事業者に対し聞き取り調査を行ったところ、発覚した
もの。

配管（埋設
部）

不明 不明 福泉（株）

・ガス警報器不明
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者の緊急時対応の記録を確認したところ、当
該事故に関する記載があったため、事故の概要、原因等につ
いて聞き取り調査を実施した。
県は、販売事業者に対し、当該事故の報告が遅れたことにつ
いて顛末書の提出を指示し、今後同様の事例を起こさないよう
口頭にて厳重に注意した。
･販売事業者は、事故発生時に、応急処置として、金属フレキ
シブル管による配管の引き直し工事を実施後、他の供給先に
ついて類似案件の有無を調査し、同様の事例は特に見つから
ず異常が無いことを確認した。
また、事故報告が遅れたことに対しては、行政の指示に従い
顛末書を提出し、今回の事故については従業員に保安教育を
実施した
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2015/3/20
埼玉県
八潮市

漏えい火災
飲食店

鉄骨造2階建
9:30 一般消費者等 器具栓のグリス切れ

飲食店において、3月20日に消費者が業務用一口こんろ（スーパージャン
ボバーナー）を使用していところ、ガスが漏えいし器具栓周辺から出火し
ていたため末端ガス栓を閉め消火、他の業務用一口こんろ（スーパージャ
ンボバーナー）と交換して再び使用した。３月27日に飲食店の本店より
「漏えい火災があった」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、当
該こんろの器具栓のグリスが切れていることを確認した。
原因は、消費者が当該こんろを使用中、器具栓のグリスが切れガスが漏
えいしたため、バーナーの火に引火したものと推定される。

（バルク貯槽 980kg×1基）

業務用こんろ マルゼン（株）
MG-12J
（製造年月不
明）

日商ガス販売（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器あり
・集中監視システムあり

・県は、情報収集を行うとともに、販売事業者に対し、原因調査
の実施及び事故報告書を提出するよう指示した。
・販売事業者は、使用中である業務用こんろ及び取り外した業
務用こんろの安全点検を実施した。

2015/3/21
福井県
高浜町

漏えい火災
一般住宅
木造2階建

21:00 一般消費者等
塩害及び経年による燃焼器

具の劣化

一般住宅において、消費者が台所でお湯を使用中、屋外から大きな音を
2度聞き、給湯器から火が出ていたため、通報を受けた販売事業者、警察
及び消防が出動したところ、当該給湯器の火は消えていたが、給湯器の
下部と排水管の焼損を確認した。
原因は、当該給湯器内下部の電磁比例弁及び制御基盤周辺の焼損が
著しいことから、塩害及び経年劣化により、ガス導管接合部のパッキン等
からガスが漏えい、機器内部に未燃ガスが滞留し、電装系の漏電が点火
源となり引火したものと推定される。
なお、消防が到着する前に火が消えていたことについては、事故当時、出
火した炎の熱により、当該給湯器の排水管が損傷し、水が噴出したため
と推定される

瞬間湯沸器
（RF式）

（株）リンナイ

RUK-
V1611W-E
（2002年9月
製造）

丹後瓦斯（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムあり

・県は、今回の事故と同様、海岸近くで屋外設置型燃焼器具を
使用しており、塩害による腐食・劣化が懸念される消費者に対
し、保安点検の実施を行うよう口頭で指導した。
・販売事業者は、取り外した瞬間湯沸器のガス配管及び給水
配管を末端処理し、同様に腐食の認められた調整器を交換し
た。また、閉栓していたガスメーターを復帰し、配管の漏えい検
査及びビルトインこんろの燃焼試験を行った。配管及びビルト
インこんろに異常がないことを確認し、消費者にその旨を伝え
た。

2015/3/27
三重県
津市

漏えい火災
軽傷1名

その他（食堂）
6:00

一般消費者等
販売事業者

経年による燃焼器具の劣化

事務所の食堂の厨房において、消費者が厨房の回転釜に火を点けようと
したところ、漏えいしたガスに引火し消費者1名が顔面に火傷を負い、受
診した。
原因は、隣接した3台の回転釜のうち1台の回転釜のガス接続金具が経
年劣化により脱落していたため、中間ガス栓を開けた際にガスが漏えい、
その状態で消費者が隣接する回転釜の点火用トーチに点火しようとした
ところ、漏えいしたガスに引火したもの。
なお、消費者は当該回転釜に点火する際、ガス臭を感じていたが、漏え
い確認を実施せず点火操作を行った。

業務用煮炊
釜

（株）AIHO
RKG-360
（製造年月不
明）

東邦液化ガス（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、業務用煮炊釜にガスを供給する配管の中間
ガス栓出口側でプラグ止めし、使用禁止にするとともに、他1台
の煮炊釜にも同様の劣化が懸念されるため、同様に使用禁止
とした。また、ガス警報器3台が期限切れであるため、新しい警
報器に取り替えた。更に、その他5カ所の施設についても、ガス
警報器及び業務用換気警報器の点検及び確認を実施した。

2015/3/28
北海道
札幌市

漏えい爆発・火
災

重傷1名
軽傷1名

一般住宅
木造3階建

21:49

不明
（消費者から聞き取りが
できなかったこと及びガ
スメーターの調査結果
等から責任の所在を特
定することができなかっ

たため。）

不明
（消費者から聞き取りができ
なかったこと及びガスメー

ターの調査結果等から原因
を特定することができなかっ

たため。）
<法令違反>

液石法第19条第3項（業務
主任者に講習を受けさせる

こと）
液石法施行規則第23条第2
項（業務主任者に講習を受
けさせなければならない）

液石法第27条第1項第1号、
第2号、第3号（保安業務を

行う義務）
液石法施行規則第36条第1
項第1号（供給設備の点検

の方法）
液石法施行規則第37条第1
号（消費設備の調査の方

法）
液石法施行規則第38条（周

知の方法）
液石法第81条第1項（帳簿

の記載）
液 法施行規則第 条第

一般住宅において、消費者より「ガスを使用したところ、使えない」との連
絡を受け、販売事業者が出動したところ、マイコンメーターがAC表示で遮
断しており、遮断の理由は不明であったが復帰ボタンにより復旧したた
め、消費者から依頼されたこんろの点火確認を行い、リコール対象製品で
あった調整器を交換した後、高圧部のガス漏えいが無いことを確認した。
その後、同日12:00頃、消費者の同居人が１階車庫でガス臭に気付き、
17:00頃、3階でもガス臭を感じたため21:29頃、販売事業者に連絡、21時
49分頃、消費者２名が1階の湯沸器から異常音を感じたため、湯沸器給
水口につながる蛇口を開き、点火ボタンに触れた直後に爆発、火災が発
生し、家屋を半焼、消費者2名が救急隊により病院へ搬送された。
なお、消費者のうち１名が死亡(5日以上経過）したため、聞き取り調査が
出来ず､事故当日の12時頃から21時台に合計流量遮断されるまでの間、
メーターによりガスを遮断した記録が無いことから原因を特定することは
出来なかった。
また、北海道警察科学捜査研究所が、当該湯沸器の鑑定を実施したが、
事故原因となる異常は無かった。

不明 不明 不明 札燃油機（株）

・ガス警報器なし
・マイコンHあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・市は、販売事業者に対し、事故の調査、市への事故届及び
産業保安監督部への報告を指示するとともに、当該火災に伴
う対応状況の詳細及び保安業務の実施状況等の聞き取り調
査を行った。また、販売事業者に対し、札幌市液化石油ガス保
安要綱に規定する法違反の再発防止を図るよう厳重注意書を
交付した。さらに、以下について口頭指導した。
　1.委託保安機関との契約書に一般消費者の氏名等を記載す
ること。
　2.販売事業報告及び保安業務実施報告を行うこと。
　3.調整器交換後に漏えい試験等を実施すること。
　4.販売事業者として把握していない燃焼器等を確認した際は
調査を行い、帳簿へ記載すること。
・販売事業者は、現場においてガスメーターから3階こんろまで
の漏えい検査を、事故翌日、ガスメーターから1階瞬間湯沸器
手前の配管残存部分までの漏えい検査を実施し、異状のない
ことを確認した。また、緊急的に、全消費者に対し、定期供給
設備点検及び定期消費設備調査の実施、5号瞬間湯沸器を設
置している消費者宅に対する設置状況の点検、全消費者へ消
費設備等の維持管理方法等について面会又は文書にて注意
喚起を実施した。
・販売事業者は、法第14条に基づく書面を全消費者へ再交付
した。また、ガスメーターの遮断履歴の調査をメーカーに依頼
した。
・販売事業者は、法令違反の再発防止対策を策定した。

2015/3/30
福岡県

久留米市
漏えい

その他店舗（雑居ビル）
鉄筋コンクリート造3階建

12:00
他工事業者（建設工事

業者） 建設工事業者の作業ミス

その他店舗において、建設工事業者が玄関扉の取替え工事中に、床の
はつり作業を実施していたところ、埋設配管を損傷、マイコンメーターによ
り遮断しガスが停止した。
原因は、建設工事業者が施工前に埋設配管の位置を確認していなかっ
た為、誤って埋設管を損傷しガスが漏えいしたもの。

配管（埋設
部）

不明 不明 サンダーガス（株）

・ガス警報器なし
・マイコンIあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事情聴取するとともに、再発防止
策を検討するよう要請した。
・販売事業者は、ガス配管を取り替えるとともに、ビル管理者
に対し、埋設ガス配管が存在する旨を伝え、改修工事等に対
する注意喚起を実施することとした。

2015/4/6
広島県
府中町

漏えい爆発
共同住宅

木造
21:00 一般消費者等

消費者による器具の点火ミ
ス

共同住宅において、消費者がこんろのグリルを使用中、居眠りをしている
間に魚が焦げ台所に煙が充満したため、グリルの火を消し窓を開け換気
したが、その後再び眠っていた。約1時間後にガス臭を感じて目が覚め、
誤ってこんろを点火したところ爆発した。
原因は、消費者がグリル排気口付近にゴム管を設置していたため、グリ
ル使用時に熱の影響を受け損傷し、ヒューズ機構が作動しない程度の流
量でガスが漏えいし続け、点火時の火が引火したものと推定される。
なお、当該こんろは、型式が古く、排気口に炎が上がらないための安全装
置が搭載されていなかった。
また、消費者宅には、ガス警報器が設置されていたがコンセントは外れて
いた

ゴム管 不明 不明
日通エネルギー中
国（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、町消防本部への事故報告を行う際に、ガスこ
んろがリコール対象でないことも併せて報告した。また、当該
消費先のこんろをグリルタイマー付きガスこんろへ交換し、ガ
ス警報器を取り外さないよう周知徹底した。

2015/4/7
神奈川県
横須賀市

漏えい爆発
一般住宅
木造2階建

19:00

不明
（点火操作に問題は無
く、機器調査の結果、異

常がないため。）

不明
（埃によるパイロットバー

ナーノズルの詰まりの可能
性あり。）

一般住宅において、消費者より連絡を受け、販売事業者が風呂釜を調査
したところ、ＢＦ式風呂釜の前面パネルが変形していることを確認した。
原因は、メーカーによると、当該風呂釜の点火操作時、パイロットバー
ナーに経年による埃が付着し点火不良の状態であったため、消費者が点
火操作を繰り返したことで機器内に未燃ガスが滞留し、点火時の火に引
火したものと推定される。

風呂釜（BF
式）

リンナイ（株）
RBF-80S2N
（1999年4月
製造）

日本瓦斯（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、メーターガス栓から燃焼機器までの漏えい検
査を実施し、異常のないことを確認するとともに、風呂釜を即
日使用禁止とし、器具メーカーへの調査を依頼した。後日、風
呂釜の交換を実施した。

2015/4/8
東京都
調布市

漏えい火災
共同住宅
木造2階建

6:25 一般消費者等
消費者による未使用末端ガ

ス栓の誤開放

共同住宅において、消費者がこんろを使用中、末端ガス栓付近より出火
し、消防に通報、連絡を受け販売事業者が出動したところ、二口ガス栓及
びゴム管の一部が溶解していることを確認した。
原因は、消費者がこんろを使用する際、二口ガス栓の未使用側を誤開放
したが半開状態であったため、ヒューズ機構が作動せずガスが漏えいし、
こんろの火が引火したものと推定される。
なお、当該ガス栓はON・OFF式ではなかった。

2口ヒューズ
ガス栓

富士工器（株）
CB50R
（1989年5月
製造）

日本瓦斯（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・都は、販売事業者に対し、消費者へ未使用末端ガス栓の危
険性を説明しゴムキャップとガス栓カバーの取付を推奨するよ
う指導した。
・販売事業者は、焼損したガス栓をON・OFF式1口ヒューズガス
栓に交換した。また、定期消費設備調査やお客様宅を訪問す
る際、未使用末端ガス栓の危険性を説明しゴムキャップとガス
栓カバーの取付を推奨することとした。



年月日 発生場所
現象

被害状況
建物用途

構造
発生
時間

原因者
事故原因

法違反の有無
事故概要 機種 メーカー 型式 販売事業者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

2015/4/9
京都府
京都市

漏えい爆発
軽傷1名

一般住宅
木造2階建

21:05

一般消費者等
販売事業者

設備工事業者
保安機関

他工事業者（電気工事
業者）

電気工事業者の工事ミス
保安機関による消費設備調

査不備
消費者がガス警報器のコン

セントを抜いていたこと
<法令違反>

液石法施行規則第37条（消
費設備の調査の方法）

液石法告示第11条（燃焼器
と接続されないで設置され
ている末端ガス栓の設置方

法）

一般住宅において、消費者がシステムキッチンの近くに設置していたガス
ファンヒーターを点火しようとしたところ爆発し、消費者1名が軽度の火傷
を負った。
原因は、事故の４年前に実施されたビルトインこんろからIHクッキングヒー
ターへの取替え工事の際に、工事を実施した電気工事業者がキャビネッ
ト内に残したねじガス栓にプラグ止めの措置を行っていなかったことによ
る。このため、キャビネット内で調理器具等がねじガス栓のつまみに接触
したため半開の状態となり、キャビネット外に漏えいしたガスにファンヒー
ター点火時の火が引火したものと推定される。
なお、電気工事業者は、液化石油ガス設備士の資格を取得していなかっ
た。

末端ガス栓
（ねじガス栓）

不明 不明 （株）キョウプロ

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システムなし

・府は、保安機関に対し、プラグ止めされていない未使用末端
ガス栓についての調査漏れ防止対策を指示した。
・保安機関は、全支店に対し、プラグ止めされていない未使用
末端ガス栓についての調査漏れがないよう注意喚起文書を送
付した。
・販売事業者は、IHこんろ販売業者に対し、ビルトインこんろか
らIHクッキングヒーターへ交換した販売先のリストを提出するよ
う要求した。

2015/4/14
埼玉県
鴻巣市

漏えい火災
軽傷1名

一般住宅
木造1階建

7:00 一般消費者等
経年による金属フレキシブ

ルホースの劣化

一般住宅において、消費者より「金属フレキシブルホースからガスが漏え
いして引火し火傷を負った」との連絡を受け、販売事業者が出動したとこ
ろ、ガス栓とＢＦ式風呂釜を繋ぐ金属フレキシブルホースに亀裂が発生し
ており、消費者は前頭部と両手足の甲に火傷を負っていることを確認し
た。
原因は、浴室内の湿気、石鹸及びシャンプー等が付着した状態で風呂釜
の振動が長期に渡り繰り返されたため、金属フレキシブルホースに腐食
による亀裂が生じガスが漏えい、その後、消費者が漏えい箇所を探すた
めに布切れを充てたため、布切れからの静電気により引火したものと推
定される。
なお 消費者は 事故3～4日前からガス臭及びガス警報器の鳴動に気付

金属フレキシ
ブルホース

（株）協成
キーロンPI
（1996年9月
製造）

日本瓦斯（株）

・ガス警報器あり（鳴動あり）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故原因調査の実施及び事故届
書の提出を指示した。
・販売事業者は、使用中の金属フレキシブルホースの撤去及
び風呂釜の使用禁止措置を講じた。また、RF式風呂釜への交
換、ガス警報器が鳴動した場合等の緊急措置について再周知
を実施した。
・販売事業者は、器具メーカーに対し、当該金属フレキシブル
ホースの調査を依頼した。また、県に事故届書を提出した。

2015/4/19
東京都
日野市

漏えい爆発
共同住宅
木造2階建

15:00 一般消費者等
消費者による器具の点火ミ

ス

共同住宅において、当該建物のオーナーより「消費者宅の一室で、昨日、
風呂釜の異常着火があったため、点検をして欲しい」との連絡を受け、販
売事業者が調査したところ、ＢＦ式風呂釜本体前面パネルの右下が変形
していることを確認した。
原因は、消費者が当該風呂釜を使用の際、種火を点火しようとしたが点
火せず機器内に未燃ガスが滞留し、時間を空けずに再点火したため、未
燃ガスに点火時の火が引火したものと推定される。

風呂釜（BF
式）

（株）ガスター

SR-S
（1996年1月
製造）

日本瓦斯（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・都は、販売事業者に対し、器具メーカーから報告書が提出さ
れ次第、報告するよう指示した。
・販売事業者は、屋外設置型給湯器への交換工事を完了し
た。また、器具メーカーに対し、回収した風呂釜の製品調査を
依頼した。

2015/4/28
茨城県
水戸市

漏えい爆発
重傷1名

学校
鉄骨造1階建

13:10 一般消費者等
消費者による器具の点火ミ

ス

専門学校において、職員が畜産加工室の燻製室内で、ソーセージを作る
ため10kgのガス容器に鋳物こんろ（三重こんろ）を接続し使用していたが、
火が消えていたため、再点火をしたところ爆発し、顔と手に全治1ヶ月の火
傷を負った。
原因は、職員が密閉性の高いレンガ製の燻製室内でこんろを使用したこ
とにより、酸素不足等の要因による立消えが起こったため、ガスが燻製室
内に滞留し、再点火時の火が引火し爆発したものと推定される。

（質量販売 10kg×1本）

業務用1口こ
んろ

伊藤産業（株） 不明 宮崎石油店

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、保安講習会や広報誌を通じ、質量販売時に消費者へ
の周知を徹底するよう、注意喚起を行った。

2015/4/28
北海道
札幌市

漏えい爆発
軽傷1名

共同住宅
鉄骨造4階建

17:04 一般消費者等
消費者による器具の点火ミ

ス

共同住宅において、17:04分頃消費者より「ガス爆発があり、顔に火傷を
負った」との通報を受け、消防が出動し容器バルブのハンドル閉止等を実
施し、消費者を病院へ搬送した。マイコンメーターは圧力低下遮断してお
り、網戸、窓ガラス及び収納物の一部が損傷していることを確認した。
17:21頃集中監視通信センターにて圧力低下遮断を受信した販売事業者
が現場へ出動し、発災室の末端ガス栓までの漏えい試験を実施し、異常
がないことを確認した。
原因は、消費者が魚を焼くため二口こんろを使用中、来客があり火を着
けた状態で約1時間程その場を離れたため、台所に煙が充満しＣＯ警報
器が鳴動、グリルの横から炎が上がっていたため消費者自身で消火した
が、何らかの要因でガスが漏えいし続けており、清掃後、その状態で点火
操作を行ったため、点火時の火が引火したものと推定される。
なお ガス警報器は設置されていたが 電源は外れていた

家庭用3口こ
んろ

リンナイ（株）

RBG-
31B8S-R
（2006年4月
製造）

マルハ産業（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムあり

・市は、販売事業者に対し、事故に係る調査の実施、市への事
故届の提出及び調査結果に応じて産業保安監督部への報告
を指示した。また、高齢の消費者に対し、燃焼器具の正しい使
用方法やガス警報器鳴動時等異常が発生した場合は販売事
業者へ連絡する等の注意喚起を強化し、事故防止に努めるよ
う口頭指導した。
・販売事業者は、事故発生箇所が特定消費設備であったた
め、産業保安監督部へ報告した。また、当該消費者との協議
の上、ガスの供給を停止（当該建物は発災室以外は空室）し
た。
・販売事業者は、事故に係る調査を実施した。また、周知の機
会を捉え、高齢の消費者に面会し、燃焼器具の使用方法等に
ついて注意喚起を行うこととした

2015/4/29
滋賀県
甲賀市

漏えい その他（宅地） 15:04
他工事業者（水道工事

業者）
水道工事業者の作業ミス

宅地において、水道管工事を行っていた水道工事業者が、ユンボで掘削
中、埋設されていたガス供給管を誤って損傷し、ガスが漏えいした。当該
事業者からの通報を受け、販売事業者が現場に急行し、漏えい箇所を補
修の上、供給管を埋め戻した。
原因は、水道工事業者による作業ミス。
なお、当該埋設供給管は、戸建て住宅の建築を予定している宅地におい
て、集団供給先の１軒として供給するため、敷設されていたものであり、
先端はプラグ止めされていた。また、工事日より約2ヶ月前に、販売事業
者と水道工事業者は、埋設管の位置等について現地確認を実施していた
が、当該宅地に埋設管の表示は無かった。

供給管（埋設
部）

不明 不明 エルピー（株）

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故届を提出するとともに、LPガ
ス埋設供給管が敷設されていることを明示するよう口頭指導し
た。
・販売事業者は、水道工事業者から連絡を受け、直ちに現地
に向かい、破損した供給管を補修した。

2015/4/29
神奈川県
横浜市

漏えい
共同住宅

鉄筋コンクリート造4階建
17:00 器具メーカー

検圧プラグ閉止機構の不具
合

共同住宅において、消費者より「居室入口付近でガス臭がする」との連絡
を受け、販売事業者が調査したところ、パイプシャフト内のガスメーター下
流側に設置された検圧プラグよりガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、検圧プラグ内部にあるチャッキ弁部分に、何らかの要因で不具
合が発生したものと推定される。
なお、販売事業者は、電気式自記圧力計を当該検圧プラグに接続し、圧
力を計測していたため、検査液をかけるまで漏えいに気付かなかった。
また、検圧プラグについてはメーカーにて調査中。

検圧プラグ 光陽産業（株）
GKP-1
（1996年2月
製造）

レモンガス（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システム不明

・県は、販売事業者に対し、器具メーカーへ当該製品の不具合
について調査を依頼するとともに、他の消費者宅で同型のプラ
グを発見次第、台帳に記録し、管理するよう指示した。
・販売事業者は、社内の直売責任者に対し、事故の発生と防
止対策として検知液等による検査口の漏えい検査と、漏えい
の疑いのある場合は検査プラグの交換を行うようメールにより
指示した。また、社内フォーラムにより詳細な事故報告と対応
を投稿した。

2015/5/3
宮城県
仙台市

漏えい火災
軽傷1名

飲食店
鉄筋コンクリート造地上4階建、地下1

階建
10:07 一般消費者等

消費者による器具の点火ミ
ス

飲食店において、従業員がめんゆで器に点火しようとしたところ、漏えいし
たガスに引火し、1名が軽度の火傷を負った。
原因は、何らかの要因により、当該めんゆで器にある複数の器具栓の1ｹ
所が開いていたため、機器内に未燃ガスが滞留し、充分に換気しないま
ま点火操作を行ったことにより、引火したものと推定される。

業務用めん
ゆで器

（株）マルゼン
MGS-DTLB
（製造年月不
明）

イワタニ東北（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器あり
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・市消防局は、消費者及び販売事業者への聞取調査を行うと
ともに、消費者に対し、消費設備の取扱い、換気の徹底につい
て口頭指導した。
・販売事業者は、事故の調査及び消費機器の点検により異常
のないことを確認するとともに、消費者に対し、事故防止対策
の説明を実施した。

2015/5/7
三重県
桑名市

漏えい
一般住宅
木造2階建

22:00

不明
（高圧ホース容器接続
口を緩めた者が特定で

きないため）

人為的による高圧ホース容
器接続口の緩み

一般住宅において、通行人より「ガスが漏れている音がする」との通報を
受け、消防及び販売事業者が調査したところ、５０ｋｇ容器と高圧ホースの
接続部からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、何らかの要因により、人為的に５０ｋｇ容器と高圧ホースの接続
部が緩められていたため、ガスが漏えいしたもの。

高圧ホース 不明 不明 三重品川産業（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者に対し、報告を迅速に行うよう口頭で指導
した。
･販売事業者は、容器と高圧ホースの接続部を金属の囲いで
覆い、さらにチェーンを巻いて鍵を掛け、人が簡単に触らない
よう措置を施した。

2015/5/10
東京都

あきる野市
漏えい

一般住宅
木造

6:10 一般消費者等
消費者による埋設配管の損

傷

一般住宅において、消費者より「外でガス臭がする」との連絡を受け、販
売事業者が調査したところ、メーターと給湯器との間の地面に埋設され
た、配管用フレキ管のさや管及び内部のフレキ管に穴が開き、ガスが漏
えいしていることを確認した。
原因は、消費者自身が、外溝工事を行った際、下地シート固定用の杭
が、配管用フレキ管のさや管を貫通し内部のフレキ管に穴が開いたた
め、損傷部からガスが漏えいしていたものと推定される。

配管（埋設
部）

不明 不明 エネックス（株）

・ガス警報器なし
・マイコン不明
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

調査中。



年月日 発生場所
現象

被害状況
建物用途

構造
発生
時間

原因者
事故原因

法違反の有無
事故概要 機種 メーカー 型式 販売事業者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

2015/5/13
北海道
札幌市

漏えい
飲食店

木造2階建
22:54

配送センター
不明（保安機関は容器
交換時等供給設備点
検を実施している。）

容器バルブと高圧ホースの
接続不良

飲食店において、従業員より「屋外に設置された容器からガス臭があり、
周囲が揺らめいている」との連絡を受け、消防及び販売事業者が出動し
たところ、20kg容器と高圧ホースの接続部が緩みガスが漏えいしているこ
とを確認した。
原因は、何らかの要因により、容器と高圧ホースの接続部が緩み、ガス
が漏えいしたものと推定される。
なお、販売事業者は、事故当日の5月13日の午前11時頃に容器交換を実
施し、交換後漏えい検知液で漏えいのないことを確認していた。

高圧ホース 富士工器（株）
LYA66-S
（製造年月不
明）

羽鳥燃料店

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・市は、販売事業者に対し、事故届の提出を指導するととも
に、事故原因の調査を依頼した。また、法定点検実施者氏名、
消費設備型式等、保安台帳記載内容の不備を口頭指導した。
・市は、2号業務受託の保安機関に対し、点検作業を的確に実
施後、配送伝票の点検結果を正確に記録し、販売事業者に報
告するよう口頭指導した。
・販売事業者は、調整器と高圧ホースを交換し、供給設備を移
設した。
・2号業務受託の保安機関は、作業実施者に対し、作業マニュ
アルの再確認と注意喚起を実施した。

2015/5/19
香川県
三豊市

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
木造1階建

9:00 一般消費者等
消費者による器具の点火ミ

ス

飲食店において、従業員がめんゆで器の点火時に、メインバーナーの器
具栓が斜めになっていることに気付いたが、その状態で点火棒に火を着
け、燃焼室内に差し込んだところ爆発し、従業員の前髪が焼け、手の甲
が腫れる程度の火傷を負った。
原因は、従業員が末端ガス栓を開いた際、何らかの要因により既にメイン
バーナーの器具栓が開いていたため機器内に未燃ガスが滞留し、その状
態で点火したため、点火時の火が引火したものと推定される。
なお、メインバーナーの器具栓が開いていた要因は、前日の終業時に器
具栓を閉めずに、末端ガス栓を閉めることで消火していたことが推定され
る。

業務用めん
ゆで器

マルゼン（株） 不明 （株）吉田石油店

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムあり

・県は、県LP協会から事故発生についての連絡を受けた。ま
た、販売事業者に対し、事故発生時の状況を確認し、産業保
安監督部へ報告した。
・販売事業者は、業務用めんゆで器の燃焼状態の点検、埋設
立上がり部からのガス配管、末端ガス栓、接続管、各接続部、
バーナー器具栓周辺についてガス漏れの有無を点検したが、
ガス漏れ等の異常は無かった。また、事故発生時に鳴動のな
かったガス警報器の機能試験も行ったが、ガス警報器は正常
であった。
・県LPガス協会は、販売事業者から連絡を受け、県及び産業
保安監督部へ報告するとともに、販売事業者に対し、事故調
査を行うよう依頼した。事故翌日、販売事業者から事故発生の
報告があったため 産業保安監督部及び県へFAXした

2015/5/25
栃木県

上三川町
漏えい火災

一般住宅
木造1階建

7:00 一般消費者等
消費者による未使用末端ガ

ス栓の誤開放

一般住宅において、消費者より火災の連絡を受け、消防及び販売事業者
が出動したところ、こんろ後方のステンレス板に焦げ跡があることを確認
した。
原因は、消費者が二口ガス栓の未使用側を誤って開放した際、何らかの
要因でヒューズ機構が作動しなかったためガスが漏えいし、点火時の火
が引火したものと推定される。
なお、当該ガス栓は、メーカーにて調査中。
また、消費者によると、消火後にガス栓を確認すると、つまみが半開状態
であったとのこと。

2口ヒューズ
ガス栓

矢崎エナジーシ
ステム（株）

不明
（2004年3月
製造）

日本瓦斯（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故の状況を調査し、速やかに県
へ報告するよう依頼した。
・販売事業者は、現場を訪問し、火災状況の確認と配管漏えい
検査を実施するとともに、末端ガス栓を1口のガス栓に交換し
た。今後の対策として、定期消費設備調査等でお客様宅を訪
問した際に、未使用末端ガス栓を確認した場合は、未使用末
端ガス栓の危険性を説明し、未使用末端ガス栓の交換や取り
外し、ガス栓カバーの取り付けを推奨していくこととした。

2015/5/27
北海道
札幌市

漏えい爆発・火
災

共同住宅
鉄筋コンクリート造4階建

16:15 一般消費者等
消費者による未使用末端ガ

ス栓の誤開放

共同住宅において、消費者より「ガスこんろの元栓から火が出た」との通
報を受け、消防及び販売事業者が出動したところ、台所付近の炎上を確
認し消火した。
原因は、消費者が二口ヒューズガス栓の未使用側を半開したことにより、
ヒューズ機構が作動せず、ガスが漏えいし点火時の火が引火したものと
推定される。

2口ヒューズ
ガス栓

（株）桂精機製
作所

KC-31
（2001年12月
製造）

西出興業（株）

・ガス警報器あり（鳴動不明）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・市は、販売事業者に対し、事故届を提出するとともに、事故
防止対策について検討するよう指導した。
・市は、販売事業者に対し、消費者が使用する全ての燃焼器
具を保安台帳に記載するよう口頭指導した。また、事故再発防
止対策としてガス栓カバー設置の推進等を強化するよう口頭
指導した。
・販売事業者は、当該建物に設置している2口ヒューズガス栓
の作動確認を実施した。また、供給先の消費者に対し、事故再
発防止対策としてLPガス協会発行周知パンフレット及びガス栓
点検・確認パンフレットを手渡し説明することとした

2015/5/28
神奈川県
葉山町

漏えい
一般住宅
木造2階建

19:00
販売事業者
器具メーカー

経年による高圧ホースの劣
化

高圧ホース製造時のニップ
ル部Oリングへの潤滑剤塗

布不足

一般住宅において、消費者より「容器付近でガス臭があり、近隣の方が消
防に通報した」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、張力式ガ
ス放出防止機能付高圧ホースの金属部分よりガスが漏えいしていること
を確認した。
原因は、何らかの要因により高圧ホース先端のOリングが切れたため、気
密が保たれず、ガスが漏えいしたものと推定される。
なお、当該高圧ホースには塗布されている湿潤剤が殆ど残っていなかっ
たことから、規定量の湿潤材が塗布されていなかった可能性、若しくは、
使用開始から７年が経過していることから、劣化の可能性が推定される。

張力式ガス
放出防止機
能付高圧
ホース

ITO（株）
TIH-6-6S
（2008年製
造）

熊谷化学（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムあり

・販売事業者は、ガス漏れのあった高圧ホースを新品へ交換し
た。

2015/5/29
鳥取県
倉吉市

漏えい
飲食店

鉄筋コンクリート造1階建
5:20

販売事業者
設備工事業者

保安機関

設備工事業者の工事ミス
供給設備の点検ミス

<法令違反>
液石法第16条の2第1項（供
給設備の基準適合義務）

液石法施行規則第18条第7
号（集合装置の材料はその
使用条件等に照らし適切な

ものであること。）

飲食店において、従業員より「LPガス容器庫でガス臭を感じる」との連絡
を受け、警察、消防及び販売事業者が調査したところ、フランジ部からガ
スが漏えいしていることを確認した。
原因は、ストレーナーとバルブのフランジ接合部分のボルトが、経年劣化
や振動等により緩んだためガスが漏えいしたものと推定される。
なお、フランジ部に使用されていたボルト4本中2本は通常より短いものが
使用されており、ナットに対して2山ほどしか掛っていなかった。

ヘッダー 不明 不明 鳥取瓦斯産業（株）

・ガス警報器なし
・マイコン不明
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・県は、販売事業者に対し、消費者の営業に支障なく不適切な
ボルトを交換するよう口頭指導した。また、連絡体制の確認及
び供給設備の点検を行うよう指示した。
・県は、業務主任者講習において、供給設備点検時の注意喚
起を行った。
・県は、産業保安監督部に事故状況を連絡した。
・販売事業者は、応急措置としてヘッダーのフランジ部ボルトを
増し締めした後、ボルトを交換するとともに、漏えい検査にて安
全確認を行った。また、自社が管理している供給設備の緊急
点検を実施した。
・県協会は 保安員を派遣し 事故状況の調査を実施した

2015/5/29
岐阜県

八百津町
漏えい

その他店舗（商業施設）
鉄骨造

13:00 販売事業者

不明
（液取出バルブ及び樹脂製
プラグの開いた要因が不明

なため。）

その他店舗において、販売事業者が、バルク貯槽から気化器の間の液配
管に設置されているメンテナンス用液取出バルブ及び樹脂製プラグから
液が漏えいしていることを確認した。
原因は、何らかの要因により、メンテナンス用液取出バルブが開き、樹脂
製プラグが緩んでいたため、液が漏えいしたものと推定される。

（バルク貯槽 980kg×1基）

バルク貯槽 中国工業（株）
14東8683
（2002年9月
製造）

美濃加茂ガス（株）

・ガス警報器なし
・マイコンIあり
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・県消防は、警戒区域を設定するとともに、付近住民へ避難勧
告を行った。
・販売事業者は、ガス放出弁を容易に開放できないよう、道具
を使用し2工程で開ける構造にするとともに、バルク貯槽用の
警報器を設置した。

2015/5/29
福岡県
福岡市

漏えい爆発･火
災

<B級事故>
軽傷7名

飲食店
仮設コンテナ1階建

18:00 販売事業者 容器交換時の作業ミス

飲食店(仮設コンテナ）において、販売事業者の従業員2名が、20kg容器2
本×2系列の容器を交換していたところ、1本の容器側の高圧ホースから
ガスが漏えいし火災となり、7名が火傷等の軽傷を負い、壁が一部焼損壊
した。
原因は、販売事業者の従業員1名が1本の容器交換を終了後、連結用高
圧ホースに逆止弁が付いていると思い込みバルブを開いたが、もう1名の
従業員が容器交換の途中で高圧ホースが未接続であったため、高圧
ホースからガスが漏えいし、何らかの火が引火したものと推定される。
なお、容器と調整器の接続には、逆止弁が内蔵されていない連結用高圧
ホースが使用されていた。
また、販売事業者の社内基準では、容器交換が終了しなければ開栓は
出来ない事と決められていたが、従業員は、その手順を守っていなかっ
た。

（質量販売 20kg×2本、２系統）

高圧ホース 不明 不明 博多瓦斯化学（有）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコン不明
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・県は、事故発生翌日、現地にて聞き取り調査を実施した。そ
の後、販売事業者及び消防局に対し、事故詳細及び原因につ
いて聞き取り調査を実施した。
・県は、販売事業者に対し、文書にて改善報告の提出を指示し
た。
・県は、県協会に対し、会員販売事業者へ注意喚起を行うよう
依頼するとともに、非協会員販売事業者に対し、県より注意喚
起の文書を発出した。また、県内の全販売事業者に対し、講習
会を通じて注意喚起を実施することとした。
・販売事業者は、イベント会場内の他販売先容器を緊急点検
し、連結用高圧ホース逆止弁の有無を確認した。また、屋外で
移動して消費する場合の質量販売を自粛することとした。
・販売事業者は、全社員に対し、勉強会を実施した。
・県協会は、協会員に対し、文書及び講習にて容器交換時に
おける作業手順の再確認を行うとともに、質量販売において消
費者が容器交換を行う場合の注意喚起を徹底するよう依頼し

2015/5/31
北海道
札幌市

漏えい
共同住宅
木造2階建

20:25 販売事業者
経年による末端ガス栓Oリ

ングの劣化

共同住宅において、消費者より「5分程前からガス臭がする」との連絡を受
け、消防及び販売事業者が調査したところ、二口ヒューズガス栓のホース
エンド接続口根元からガスの漏えいを確認した。
原因は、メーカーによると、ガス栓のホースエンド可動部Ｏリング側面に、
経年劣化等の要因により亀裂が生じ、気密を保てなくなったため、ガスが
漏えいしたものと推定される。

2口ヒューズ
ガス栓

（株）桂精機製
作所

KC-31
（1988年2月
製造）

富士ホームエナ
ジー（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・市は、販売事業者に対し、事故届を提出するとともに、事故
防止策について検討するよう指導した。
・市は、販売事業者に対し、長期使用のガス栓等消費設備の
経年劣化対策を強化し、交換が必要な設備等は消費者の理
解を得ながら交換を勧めること、当該ヒューズガス栓と同機器
は製造事業者が保証する製造後15年を目安に交換するよう自
主保安対策に努めることを口頭指導した。
・販売事業者は、器具メーカーに対し、当該2口ヒューズガス栓
の調査を依頼した。
・販売事業者は、消費設備の点検方法について検討した。



年月日 発生場所
現象

被害状況
建物用途

構造
発生
時間

原因者
事故原因

法違反の有無
事故概要 機種 メーカー 型式 販売事業者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

2015/6/1
香川県

多度津町
漏えい爆発

共同住宅
木造2階建

10:50 一般消費者等
消費者による器具の取扱い

ミス

共同住宅において、消費者がガスこんろを使用しようとしたところ、ガス臭
を感じ、点火時に爆発音を聞いた。
原因は、当該ゴム管の端に切り込みが入っていたこと及びホースバンド
がホースエンドにかかっていなかったことから、ガス栓とゴム管の接続不
良によりヒューズ機構が作動しない程度の流量でガスが漏えいし、こんろ
点火時の火が引火したものと推定される。

（バルク貯槽500ｋｇ×1基）

ゴム管 不明 不明
伊藤忠エネクス
ホームライフ西日
本（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故状況を聞き取り、報告書の提
出を依頼した。また、産業保安監督部及び県LPガス協会へ連
絡した。
・販売事業者は、消費者から事故発生の連絡を受け、ガス栓
を閉止するよう指示し、現場へ出動した。現場にて、ゴム管の
取替及び漏えい試験を行い、ガスの漏えいがないことを確認し
た後、ガスの供給を再開した。

2015/6/5
神奈川県
横須賀市

一酸化炭素中
毒

軽症3名
その他（公衆浴場）

鉄筋コンクリート造3階建
10:50

一般消費者等
設備工事業者

施設の維持管理不足及び
換気不良

公衆浴場において、窯風呂(サウナ）付近で一酸化炭素中毒により、2名
が救急搬送された。販売事業者が調査したところ、窯風呂の床（バーナー
火口頂上）付近で、 大濃度0.112%の一酸化炭素が検出し、来客2名は
搬送先の病院で一酸化炭素中毒と診断され、その他1名が当該浴場で休
息後帰宅したことを確認した。
原因は、当該窯風呂（サウナ）は、バーナーを燃焼させた熱を床下から室
内に送る仕組みとなっており、床下は耐火レンガを積み上げて煙道をつく
る構造であったが、メンテナンス不足により煙道が劣化し排気不良となっ
たことで、不完全燃焼が起こり一酸化炭素を含む排気ガスが発生、さらに
何らかの要因により床にヒビや亀裂が生じていたため、損傷部から、床下
煙道に滞留していた一酸化炭素を含む排気ガスが、サウナ室内に流入し
たものと推定される。

業務用バー
ナー

北島製作所
GS5S
（2003年10月
製造）

（株）トーエル

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムあり

・販売事業者は、当該サウナを使用禁止とし、プラグ止めを実
施した。また、公衆浴場で使用していたサウナの設備をLPガス
燃焼方式から電気ヒーター式に変更した。

2015/6/7
山口県
岩国市

漏えい火災
軽傷1名

一般住宅
木造1階建

8:55 一般消費者等
消費者による器具の点火ミ

ス

一般住宅において、消費者が二口こんろを使用した際、点火不良であっ
たため、点火操作を繰り返したところ、点火時の火に引火し、髪の毛に燃
え移り軽度(全治2～3週間）の火傷を負った。
原因は、当該こんろのバーナーヘッドに調理中の煮こぼれ等が詰まった
ため点火不良となり、その状態で点火操作を繰り返したことにより、こんろ
のバーナー周辺に未燃ガスが滞留し、点火時の火が引火したもの。
なお、事故発生時ガス警報器は鳴動しなかった。

家庭用2口こ
んろ

（株）パロマ
PA-39P-L
（2010年9月
製造）

岩洋商事（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、当該こんろの修繕を直ちに行うよ
う指導するとともに、事故通報が遅れたことについて、口頭で
注意を行った。
・販売事業者は、2口こんろのバーナーを新品に交換した。

2015/6/13
埼玉県
川口市

漏えい
一般住宅
木造2階建

19:00 一般消費者等
消費者による露出配管の損

傷

一般住宅において、隣人より「ガス臭い」との通報を受け、消防及び販売
事業者が調査したところ、配管に設置された金属フレキシブルホースが損
傷し、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、消費者が当該住宅の草刈りを行った際、当該金属フレキシブル
ホースに、草刈り機の刃を誤って当てたことで損傷し、ガスが漏えいしたも
のと推定される。

配管 不明 不明 堀川産業（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、当該消費者に対し、草刈り機などの使用時に
は、ガス配管に注意するよう現場確認をしながら説明した。ま
た、他の消費者に対しても、今後も保安点検調査や周知の機
会などを利用し、ガス設備を損傷しないよう注意喚起を実施す
ることとした。

2015/6/17
長崎県
長崎市

漏えい爆発
一般住宅
木造2階建

16:30 一般消費者等
消費者による器具の不適切

な取扱い

一般住宅において、消費者が二口こんろを使用中、もう片方のバーナー
を使用するため点火操作を繰り返したが、点火不良のため、電池を入替
え、再度点火操作をしたところ、漏えいしたガスに引火した。
原因は、販売事業者が消費機器の漏えい検査を行った結果、圧力低下
を確認（供給設備の漏えい無し）したため、消費機器を持ち帰り、販売事
業者とメーカーで調査を行ったところ、多量の煮こぼれを頻繁に起こし器
具内に進入、グリル保炎導管が腐食し穴が開いたもの。

ビルトインこ
んろ

（株）パロマ

PD-
D733NWGAV
（2004年1月
製造）

（株）チョープロ

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･多量の煮こぼれが付着したままで放置すると金属部分が腐
食するため、多量の煮こぼれがあった際には販売店に点検の
依頼を行うよう消費者に周知。

2015/6/23
大阪府
大東市

漏えい
一般住宅
木造2階建

11:00
他工事業者（解体工事

業者） 解体工事業者の作業ミス

一般住宅（戸建て住宅：空家）の解体作業を行っていた解体工事業者が、
基礎撤去作業のため掘削した際、敷地内に残されていた埋設供給管の
立ち上がり管を重機で誤って引き抜き、埋設供給管及び供給管継手部分
を破損した。解体工事業者は、ガスの漏えいに気付かず作業を終了した
が、翌日未明、近隣住宅においてガス警報器が鳴動した。 初に出動要
請を受けた都市ガス供給事業者が調査したところ、屋外の下水管におい
てLPガスの滞留を検知したため、ガスの漏えいが判明、消防及びLPガス
販売事業者に通報した。
原因は、解体工事業者による作業ミスによるもの。当該住宅は、元々、集
団供給により、LPガスの供給を受けていたが、数年以上前に都市ガス供
給に転換していた。都市ガスへの切替時に、ガスメーターのみを撤去し、
埋設供給管は、立ち上がり管の先端をプラグ止めして残されていた。解体
工事業者は 埋設供給管等に注意が至らなかったものと推定される

供給管（埋設
部）

不明 不明 南都住設（株）

・ガス警報器不明
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・市消防は、販売事業者から状況聴取を行い、関係機関へ連
絡した。また、ガス検知による漏えい箇所の特定及びLPガスを
送排風機で吸い上げ、安全な場所へ拡散した。
・市消防は、販売事業者によるLPガスの一時供給停止を確認
した。
・販売事業者は、ガス供給を停止し、破損部分をプラグ止めし
た。また、その他にガスの漏えいがないか気密試験を行い、ガ
スの漏えいがないことを確認した。

2015/6/23
大阪府
河南町

漏えい爆発・火
災

重傷1名

一般住宅
木造2階建

11:48
他工事業者（外構工事

業者） 外構工事業者の作業ミス

一般住宅（戸建て住宅）の敷地内において、外構工事業者が、ガレージ部
分のコンクリート張り替えのため、重機を用いてコンクリートを引き剥がし
たところ、誤って埋設供給管をコンクリートと一緒に持ち上げて破損し、ガ
スが漏えいした。当該工事業者が応急措置を実施するため、電動工具
（電動式削岩機）を用いて、供給管とコンクリートを引き離そうとしたとこ
ろ、漏えいしていたガスに引火し、火災が発生した。火災により、当該工
事業者1名が重傷を負い、住宅の一部を焼損した。
原因は、外構工事業者の作業ミスによるもの。当該住宅は、元々、集団
供給により、LPガスの供給を受けていたが、平成18年11月にオール電化
に転換していた。転換する際、ガスメーターのみを撤去し、埋設供給管
は、立ち上がり管の先端をプラグ止めして残されていた。外構工事業者
は 埋設供給管等に対する認識及び事前の調査が不足していたものと推

供給管（埋設
部）

不明 不明 日米礦油（株）

・ガス警報器不明
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・市消防本部は、消火活動を行うとともに、LPガスの一時供給
停止を確認し、配管を応急的に閉栓した。
・販売事業者は、配管を応急的に閉栓した。

2015/6/25
鹿児島県
鹿児島市

漏えい
飲食店

木造1階建
10:00

容器メーカー
（容器溶接不良）

容器溶接不良箇所のブロー
ホールによるもの

飲食店において、消費者より「ガス臭が有る」との連絡を受け、販売事業
者が調査したところ、20kg容器6本のうち1本の容器よりガスが漏えいして
いることを確認した。
原因は、溶接不良によってブローホールが生成されていたと考えられ、そ
の後、約14年間にわたる流通中の他容器との接触、及び再検査時の
ショットブラスト研削効果等による溶接ビード外面の摩耗によって空洞上
面を覆っていた溶接金属部分では内圧を保持することができなくなりガス
漏えいに至ったものと推定。

容器
（株）関東高圧
容器製作所

不明 末吉ガス（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故原因の把握と事故届書の提
出を、早急に行うよう依頼した。
・販売事業者は、充てん事業者に対し、ピンホールのある容器
を取り外し、緊急防災工具のゴムシートによるガス漏えい停止
措置を施すよう指示した。
・配送社員は、現場において、ピンホールのある容器を取り外
した後、ガス漏えい停止措置を施し容器検査会社へ搬入した。
・容器メーカーに対し、溶接不良に伴うブローホールの再発防
止対策を講じるよう指導した。
・容器メーカーから再発防止策の報告あり

2015/6/29
埼玉県
朝霞市

漏えい
一般住宅

木造１階建
19:33 販売事業者

販売事業者による自動切替
式調整器と高圧ホースの接

続作業ミス

一般住宅において、通行中の近隣住民より「ガス臭を感じた」との通報を
受け、消防及び販売事業者が調査したところ、２０ｋｇ容器に接続された自
動切替式調整器と高圧ホースの接続部から、ガスが漏えいしていることを
確認した。
原因は、販売事業者が供給開始時点検調査時に、調整器と高圧ホース
を交換した際、高圧ホースの締め付けが緩い状態にあり、その20日後の
容器交換時に、更に締め付けが緩んだため、以降、調整器と高圧ホース
の接続部から徐々にガスの漏えいが始まったものと推定される。

①自動切替
式調整器

②高圧ホー
ス

①ITO（株）

②不明

①AXS-8B
（2015年6月
製造）

②不明（製造
年月不明）

伊藤忠エネクス
ホームライフ関東
(株)

・ガス警報器なし
・マイコンHあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･販売事業者は、自動切替式調整器及び高圧ホースねじ込み
部を締め直し、予備側を含む漏えい部の修理を行うとともに、
高圧部から屋内の設備を含む低圧部の漏えい検査を行いガ
ス漏えい等異常のないことを確認した。
･販売事業者は、作業員に対し、締め付け力及びガス漏えいの
有無等、作業終了後の確認を徹底するとともに、再発防止の
ための教育を実施することとした。

2015/7/2
宮城県
仙台市

漏えい
その他店舗
木造2階建

7:30 販売事業者
経年による露出配管立上り

部の劣化

その他店舗において、「ガス臭がする」との連絡を受け、販売事業者が調
査したところ、敷地内の露出配管において、地表と埋設部との境界付近
からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該配管において、地表と埋設部との境界付近が経年劣化によ
り腐食しており、腐食部にピンホール程度の穴が開いたため、ガスが漏え
いしたものと推定される。
なお、当該配管は昭和57年に設置された白管で、33年経過していること
から、販売事業者の配管腐食劣化に対する認識の甘さも事故要因であっ
たものと考えられる。

配管 不明 不明 (有）嶺岸石油

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・市は、販売事業者に対し、聞取調査等の情報収集活動を行
うとともに、原因を調査し、再発防止策を講じるよう指示した。
また、今後、配管部分の点検・調査を行う際には、配管図と照
合しながら確認し、腐食等が見られた場合は早急に対処する
よう口頭指導した。
・販売事業者は、他の供給先に類似の事例がないか調査を
行った結果、類似の事例がないことを確認した。



年月日 発生場所
現象

被害状況
建物用途

構造
発生
時間

原因者
事故原因

法違反の有無
事故概要 機種 メーカー 型式 販売事業者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

2015/7/2
静岡県
焼津市

漏えい爆発
飲食店

木造1階建
11:00

その他（修理メンテナン
ス業者）

修理メンテナンス業者の作
業ミス

飲食店において、食器洗浄機の温度が上がらないためメンテナンス会社
に修理依頼をしたが、作業員による部品交換後の試運転時に異音がして
爆発し、湯を沸かすブースターを全損させた。
原因は、メンテナンス会社によると、当該食器洗浄機の部品交換時に、作
業員がガス電磁弁のパッキンを付け忘れたため、機器内でガスが漏えい
し、滞留したガスに点火時の火が引火したもの。
なお、作業員は試運転前に漏えい検査を実施していなかったため、ガス
の漏えいに気付かなかった。

（バルク貯槽 980kg×1基）

業務用食器
洗浄機

三洋電機(株)

DW-
DR53UG3
（2007年1月
製造）

イワタニ静岡（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムあり

・県は、販売事業者に対し、修理メンテナンス業者へ作業マ
ニュアルの徹底、特に、作業時のガス漏えい確認を徹底するこ
とを伝えるよう依頼した。
・販売事業者は、修理メンテナンス業者に対し、作業マニュア
ルの徹底、特にガス経路の部品交換後にはガス漏えいの確認
を徹底するよう要請した。

2015/7/8
秋田県
秋田市

漏えい爆発
軽傷1名

医・病院
鉄筋コンクリート造3階建

9:30 一般消費者等
消費者による燃焼器の取扱

いミス

病院の厨房室において、調理員が回転釜に点火したところ、漏えいしてい
たガスに引火し、右腕肘に1度の火傷を負った。
原因は、当該回転釜に接続されている被覆鋼管と白管継手の接続部が
経年劣化により腐食しており、腐食部からガスが漏えいする状態であった
ことから、腐食部から漏えいしたガスに点火時の火が引火したものと推定
される。
なお、調理員は、ガス臭に気付いていたにも関わらず、ライターによる点
火操作を行っていた。

（バルク貯槽 980kg×1基）

配管 不明
20A PLV
（製造年月不
明）

東部液化石油（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムあり

・販売事業者は、当該消費先の配管を交換するとともに、他の
回転釜に接続されている配管についても交換することとした。
・販売事業者は、消費者と協議し、定期供給設備点検及び定
期消費設備調査を1年に1回実施し保安の確保を図ることとし
た。
・販売事業者は、ガス臭がする場合の保安対応に関する周知
マグネットをガス使用場所に貼付することにより、従業員に対
する保安啓発活動を実施し、再発防止を図ることとした。

2015/7/21
北海道
札幌市

漏えい

飲食店
その他店舗

事務所
その他（ウィークリーマンション、岩盤

浴場）
鉄骨造8階建

5:40 販売事業者
経年による気化装置内ダイ

ヤフラムの劣化

飲食店の供給設備において、充てん作業員より「シューという異音がして
おり、気化装置付近からのガス漏えいを確認したためバルブを閉止した」
との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、気化装置本体からガスが
漏えいしていることを確認した。
原因は、当該気化装置内部のガバナに使用されているダイヤフラムが、
長期間の経年使用により劣化したため気密が保てず、気化圧力調整弁
のカバーとダイヤフラムケース接合部からガスが漏えいしたもの。

（バルク貯槽 148kg×4基）

気化装置 ITO（株）
SMV-30A
（2002年6月
製造）

ユニオン石油ガス
（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・業務用換気警報器あり
・集中監視システムあり

・市は、販売事業者に対し、事故届の遅滞について確認し、事
故・災害時の対応や監督官庁への連絡方法について保安教
育するよう指導し、改善計画書の提出を指示した。
・市は、当該供給設備の技術上の基準の再確認を指導し、均
圧ラインの設置を確認するとともに技術上の基準の再確認を
行った旨報告を受けた。また、気化装置は、製造事業者の推
奨する維持管理を実施し、保安上問題がある場合には、交換
することを指導した。
・販売事業者は、当該気化装置の製造事業者に対し、漏えい
原因を調査するよう依頼し、結果を市に報告した。
・販売事業者は、他の同型気化装置の設置状況を調査し、設
置されていた１か所について 交換を行い 市に報告した

2015/7/22
茨城県
神栖市

漏えい火災
共同住宅
木造2階建

7:37

不明
（出火原因が未確定で

あるため）
（ガス栓ツマミ部分から
のガスの漏えい要因が

不明なため）

経年によるガス栓ツマミ部
分の劣化

共同住宅において、消費者より「こんろに点火したところ、ガス栓付近から
火が噴き出した。」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、ヒュー
ズガス栓の焼損を確認した。
原因は、当該ガス栓の経年使用など何らかの要因により、ツマミ部分の
気密が保たれずガスが漏えいし、点火時の火が引火したものと推定され
る。
なお、7月18日の供給開始点検調査時には、異常は発見されなかった
が、7月20日、消費者より「ガス警報器が鳴動する」との連絡を受け、販売
事業者が調査した際、漏えい等の異常は無かったものの、当該ガス栓の
作動確認において、こんろの火を着けたままガス栓を開閉すると、火が消
える時と消えない時とあったため、ガス栓の交換をする予定であった。

2口ヒューズ
ガス栓

（株）藤井合金
製作所

不明 （株）エルピオ

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、業務主任者及び各保安資格者に対し、ヒュー
ズガス栓に関する事故発生の周知と注意喚起を行うとともに、
原因の検証及び再発防止のため会議を行い、各人の意識啓
発を徹底することとした。
・県は、保安講習会やラジオを通じ、販売事業者や消費者に対
し、古いガス機器の交換を呼びかけた。

2015/7/22
長野県
長野市

漏えい火災
その他店舗
鉄骨造1階建

12:05 一般消費者等 消費者の器具の取扱いミス

スーパーマーケットの社員食堂において、従業員より「湯沸し室のこんろ
を点火した際に、こんろ裏側より出火した」との連絡を受け、販売事業者
が調査したところ、こんろ裏側の壁の一部が焼損していることを確認した。
原因は、事故後、当該こんろを少し動かしたところ、迅速継手がはまる音
がしたことから、迅速継手の差し込み不足により、接続部から過流出安全
機構が作動しない程度の流量でガスが漏えいし、こんろ点火時の火が引
火したもの。

（バルク貯槽 498kg×1基）

①ガス栓（迅
速継手）

②ゴム管（片
側迅速継手）

①矢崎総業
（株）

②（株）ターダ

①G015AZ-
12P
（製造年月不
明）

②不明

岡谷酸素（株）

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故に関する情報を収集し、事故
報告書を作成するよう指示した。
・販売事業者は、末端ガス栓（ホースエンド）を交換した。

2015/7/22
北海道
札幌市

漏えい
共同住宅

鉄筋コンクリート造7階建
15:16 販売事業者

漏えい検知装置バイパスガ
ス流路の固定不十分

<法令違反>
液石法施行規則第36条第1
号イ（供給設備の点検の方

法）
液石法施行規則第131条第
4項第1号（法第14条第1項

の書面交付に係る事項を帳
簿に記載すること）

共同住宅において、隣接する事務所の従業員より「容器付近からガス臭
がする」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、漏えい検知装置
のガスメーター出口側とバイパスガス流路（供給管）の継手部分でガスが
漏えいしていることを確認した。
原因は、漏えい検知装置のバイパス流路（供給管）の固定が不十分で
あったため、漏えい検知装置のガスメーター出口側とバイパスガス流路
（供給管）の継手部分に力が加わり緩んだことでガスが漏えいしたものと
推定される。
なお、7月7日に販売事業者が、漏えい検知装置の検知部、調整器及び高
圧ホースの交換を実施した際、漏えいを確認したが異常は確認されな
かった。

ガスメーター
（漏えい検知
装置用）

矢崎総業（株）
EY25MTP
（2015年4月
製造）

伊藤忠エネクス
ホームライフ北海
道（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムなし

・市は、販売事業者に対し、供給開始時点検調査を実施する
際には、供給設備側の点検を確実に実施するとともに、設備
工事を実施した際には工事範囲外も点検調査するよう指導し
た。また、調整器等を交換した際には漏えい試験を実施し、異
常の有無を確認するよう指導した。
・市は、販売事業者に対し、機器交換作業のマニュアル等を整
備するとともに、保安教育を充実させるよう指導した。
・市は、販売事業者に対し、当該共同住宅の中で１４条書面を
保存していない１つの消費先について、書面の所在を確認で
きないときは再交付するよう指示した。
・販売事業者は、漏えい箇所を増し締めするとともに、漏えい
検知装置のバイパスガス流路の固定が不十分であったため、
固定具を追加した。

2015/7/22
富山県
射水市

一酸化炭素中
毒

重症1名

その他（し尿処理施設）
鉄筋コンクリート造2階建

17:15 一般消費者等
器具の維持管理不良及び

換気不足

し尿処理施設の分析室内において、職員1名が、排水水質測定（蒸留操
作）のため13時頃からガスバーナーを使用していたところ、意識を失い倒
れ、17時15分頃他の職員に発見され、搬送先の病院で一酸化炭素中毒
（全治1ヶ月）と診断された。
原因は、消防による分析室内の測定において、一酸化炭素濃度が９０
ppm以上検出されたこと、また、販売事業者による測定において、当該ガ
スバーナーから発生した一酸化炭素濃度が1250ppm以上であったことか
ら、維持管理不良等の要因により、ガスバーナーが不完全燃焼し、換気
扇を作動させていなかったため、室内に一酸化炭素を含む排気が室内に
滞留したものと推定される。
この他、分析試料の空だきにより一酸化炭素が発生した可能性も考えら
れるが、特定には至っていない。
なお、事故発生時、気温が高かったことから、職員は部屋を閉め切った状
態でエアコンを使用しており 換気扇を作動させていなかった

5連トーチ
バーナー（開
放式）

（有）桐山製作
所

不明
（1987年9月
製造）

いずみ野農業協同
組合

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、消費者に対し、一酸化炭素濃度測定により異常と判定
されたガスバーナーを使用禁止とし、交換するよう口頭指導し
た。
・県は、消費者に対し、ガスバーナーを使用するときは換気扇
を稼働させる等、十分に換気するよう指導するとともに、換気
に配慮したガスバーナー設置位置の変更や業務用換気警報
器の設置について検討するよう助言した。
・販売事業者は、消費者に対し、ガスバーナー使用の際には
十分な換気を行い、炎の状態を確認するよう注意喚起し、水質
試験室に業務用換気警報器を設置した。
・販売事業者は、他の業務用厨房施設等の消費者に対し、充
分な換気を行い、消費設備の異常の有無を確認すること等に
ついて注意喚起した。

2015/7/23
愛媛

松山市
漏えい

一般住宅
木造1階建

13:00 販売事業者
経年による埋設配管の腐食

劣化

一般住宅において、設備工事業者より「液化石油ガス設備工事後、漏え
い試験をしたところ、屋外埋設配管（白管）からガスが漏えいしている」と
の連絡を受け、販売事業者が調査したところ、屋外埋設配管よりガスが
漏えいしていることを確認した。
原因は、当該宅の屋外埋設配管（白管）は、地中で長期に渡り設置されて
いたため、外面が腐食しガスが漏えいしたもの。

配管（埋設
部）

不明 不明 川本浩志

・ガス漏れ警報器設置不明
・マイコンSあり(作動不明）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり

・県は、当該販売事業者から、液化石油ガス法施行規則第132
条に基づく保安業務実施状況報告の記載方法（緊急時対応の
件数等）について問い合わせがあり、内容を聞き取りしていた
ところ消費者宅の埋設配管の腐食によるガス漏えいがあった
ことが確認され、本事故が発覚したことから、当該販売事業者
に対し、事故報告が半年以上遅れたことを、口頭で厳重に注
意するとともに顛末書の提出を指示した。
・販売事業者は、設備工事業者に対し、漏えいした埋設配管の
撤去及びプラグ止め、並びに露出での配管の引き直しを依頼
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2015/7/26
岐阜県
高山市

漏えい
一般住宅

木造
不明 器具メーカー 器具メーカーの製作ミス

一般住宅において、隣人より「ガス臭がする」との連絡を受け、販売事業
者が調査したところ、自動切替式調整器に取り付けてある張力式高圧
ホースの容器側かしめ部からホースが抜けガスが漏えいしていることを確
認した。
原因は、高圧ホースメーカーによると、当該ホースは製造過程において、
容器側接続POL金具との圧着が不完全であったため､使用中にホース部
が抜け、そこからガスが漏えいしたもの。
なお、当該ホースが不良品であったにも関わらず、合格品として出荷され
た要因は、作業員の確認ミスによるもの。

高圧ホース
（株）桂精機製
作所

BH-5
（2012年2月
製造）

イワタニ東海（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・高圧ホースメーカーは、同ロットの高圧ホースの状態を確認
した。
・販売事業者においては、同ロットの高圧ホースが２２本あった
ため、状態を確認した。
・県はＬＰガス協会主催の講習会において、販売店・保安機関
等に対し、事例紹介するとともに、供給設備の点検を依頼し
た。

2015/7/30
神奈川県
伊勢原市

漏えい
一般住宅
木造2階建

6:50 設備工事業者
設備工事業者による工事ミ

ス

一般住宅において、消費者よりガス漏れ警報器が作動しているとの連絡
を受け、販売事業者が現場に出動したところ、ガスメーター周辺で異音が
しており、漏えい検査によってメーターユニオン（入口側）からの漏えいを
確認した。
原因は、事故前日に、設備工事業者によりガスメーターの交換を行ったも
のの、メーターユニオンの締め付けが不足していたため、ガス漏えいが発
生したもの。

供給管（メー
ターユニオ
ン）

不明 不明 日本瓦斯(株)

・ガス放出防止装置あり（作動なし）
・マイコンSあり（作動なし）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故扱いとなる可能性がある事例
が発生した場合は速やかに報告するよう指示した。
・販売事業者は、当該作業者がメーター交換を行った現場す
べての調査を実施し、異常がないことを確認し、当該設備業者
に対し厳重注意をし、再発防止を徹底させた。

2015/8/1
佐賀県
佐賀市

漏えい その他（私道） 10:10
他工事業者（下水道工

事業者）
下水道工事業者の作業ミス

私道において、水道工事業者より「埋設供給管を損傷した」との連絡を受
け、販売事業者が調査したところ、埋設供給管が損傷し、ガスが漏えいし
ていることを確認した。
原因は、水道工事業者がパワーショベルを埋設供給管に引っかけたため
損傷し、そこからガスが漏えいしたもの。
なお、当該埋設管の先にある住宅は、オール電化住宅でありガスを使用
していなかった。

供給管（埋設
部）

不明
不明
（2000年頃埋
設）

（株）エネサンス九
州

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、復旧作業時に当該集団供給先(10戸)に対
し、他工事による事故について周知した。
・販売事業者は、当該集団供給先の戸数が減少しているた
め、供給設備を50kg容器18本立てに縮小するとともに、埋設配
管位置が判るよう、団地内の道路に「ガス管埋設管の表示ピ
ン」を敷設することとした。

2015/8/2
広島県
呉市

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
木造1階建

10:45 一般消費者等
消費者による器具栓の不完

全閉止

飲食店において、従業員が中華レンジに点火したところ、炎が上がり、手
の甲に軽度の火傷を負った。
原因は、事故前日、従業員が中華レンジの器具栓を半開の状態にして末
端ガス栓を閉止していたが、翌日、器具栓の確認を行わず末端ガス栓を
開いたため、レンジ内にガスが滞留し、点火時の火が引火したもの。
なお、従業員はガス臭を感じていたにもかかわらず、中華レンジに点火し
た。

業務用中華
レンジ

タニコー（株）
不明
（2006年6月
製造）

広島ガスプロパン
（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・業務用換気警報器あり
・集中監視システムあり

・販売事業者は、消費者に対し、開店・閉店時には、器具栓及
びガス栓の開閉状態の確認を徹底するとともに、ガス臭がある
場合は火気の使用を禁止するよう依頼した。

2015/8/6
佐賀県
嬉野市

漏えい
飲食店

木造2階建
7:43 販売事業者

調整器ダイヤフラム安全弁
シート部への異物付着

飲食店において、周辺住民より「ガスの臭いがする」との通報があり、警
察から連絡を受け販売事業者が調査したところ、20kg容器2本が設置され
た自動切替調整器本体からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、調整器メーカーによると、当該飲食店は、改装前に販売事業者
が調整器及びガスメーター等を一時的に取り外し、改装後に再設置して
いたことから、調整器の保管中に異物が付着し、安全弁シートとダイヤフ
ラムの間に噛み混んだため、通気口からガスが漏えいしたものと推定さ
れる。

自動切替式
調整器

（株）桂精機製
作所

CH-H5Z
（2012年9月
製造）

（有）中原商会

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・県は、事故に関する情報収集を行った。
・販売事業者は、県に対し、調整器の調査結果報告書を提出
した。

2015/8/11
宮崎県
都城市

漏えい
その他（福祉施設）
鉄筋コンクリート造

16:10 不明
気化装置調整器の圧力変
動及び設備設計時の配慮

不足による液移動

福祉施設において、消費者よりガス漏れの通報を受け、消防及び販売事
業者が調査したところ、９７４ｋｇのバルク貯槽２基のうち１基のプロテク
ターの隙間より、ガスが白煙を上げて漏えいしており、漏えい箇所は２段
式調整器であることを確認した。
原因は、当該施設では、同系列の９７４ｋｇのバルク貯槽２基により、気化
装置を通してガスを供給していたが、高圧部に均圧ラインを設けておら
ず、また、バルク貯槽側調整圧よりも気化装置の出口調整圧が大きくなる
よう低圧部で差圧をとっていたが、気化装置側の調整器の圧力変動によ
り供給圧力が下がっていたことに加え、片側のバルク貯槽に西日があた
ることで当該バルク側調整圧が上がっていたため、もう１基のバルク貯槽
との間に差圧が発生し、液移動が起こったことで片側のバルク貯槽の圧
力が過剰に上がり、調整器よりガスが漏えいしたものと推定される。

（バルク貯槽 974kg ２基のうち1基）

バルク貯槽
用2段2次調
整器

矢崎エナジーシ
ステム（株）

RMLBF-50
（V）
（2010年11月
製造）

富士燃料（株）

・ガス警報器なし
・マイコン不明
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・県は、現地調査を行い、消費者及び販売事業者から事故状
況を聴取するとともに、販売事業者に対し、事故の原因究明及
び再発防止策について報告するよう指導した。
・販売事業者は、器具メーカーに対し、調整器の調査を依頼す
るとともに、充てん事業者等関連事業者から聴取を行い、事故
報告書を提出した。
・販売事業者は、当該供給設備についてバルク貯槽2基のうち
1基を撤去した。今後は、特定供給設備について複数基を設置
せず、貯蔵量のより大きなバルク貯槽1基を設置することとし
た。

2015/8/13
栃木県
栃木市

漏えい
一般住宅
木造2階建

13:16 一般消費者等 消費者の取扱い不備

一般住宅において、近隣住民より「ガス臭い」との通報を受けた消防が出
動したところ、５０ｋｇ容器と高圧ホースの接続部よりガスが漏えいしている
ことを確認した。
原因は、ガスの残量を心配した消費者が、屋外に設置された５０ｋｇ容器
を揺らしても残量が判らなかったことから、容器を計量しようとして、本来
外すべきではない手締めの高圧ホースを、容器バルブを閉止せずに容器
から取り外したため、高圧ホースの接続部からガスが漏えいしたもの。

高圧ホース 不明 不明 北日本ガス（株）

・ガス警報器あり（鳴動不明）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

・販売事業者は、消防からの依頼により、容器の接続及び漏え
い検査を実施し、ガス漏えいがないことを確認した。
・販売事業者は、手締めの高圧ホースでは容器から容易に取
り外すことができるため、スパナ掛けの高圧ホースに取り替え
た。

2015/8/19
東京都
足立区

漏えい その他（私道） 10:20
他工事業者（水道工事

業者）
水道工事業者の作業ミス

道路において、水道工事業者が給水管交換工事に伴い掘削作業中、埋
設供給管（PE管２５A)に重機を接触し、埋設供給管よりガスが漏えいし
た。
原因は、当該水道工事業者が掘削作業を実施する以前に、販売事業者
による埋設供給管の配管図面の提供及び現場での供給管のルートの説
明が行われていたが、当該水道工事業者内での打合せ不足により供給
管の位置を把握していなかった、若しくは作業員の不注意により、掘削作
業時に重機が埋設供給管に接触させたものと推定される。

供給管（埋設
部）

不明 不明 河原実業（株）

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、工事業者に対し、図面及び配管ルート等をこ
れまで通り事前に説明するとともに、埋設管付近の掘削作業
は必ず手堀りにより注意しながら作業とすることについて説明
を徹底していくこととした。

2015/8/21
京都府

宇治田原町
漏えい

その他（屋外）
7:11 販売事業者

地下水による埋設供給管の
腐食

<法令違反>
液石法施行規則第36条第1
項第1号イ（2）（埋設供給管
（白管）の漏えい試験は1年

に1回以上行うこと）

戸建て住宅へ集団供給（全15戸）を行っているボンベ庫の周辺からガス
臭がしている旨、住民から販売事業者に連絡があり、調査の結果、埋設
供給管からガスが漏えいしていることが判明した。当該埋設供給管（白
管）は、設置後33年経過しているものであった。
埋設管周辺を掘り返したものの、漏えい箇所の特定には至らず、埋設管
周辺の地下水位が高いことにより、腐食が進行しやすい環境にあったこと
が影響したものと推定される。
なお、当該埋設管は白管であったため、1年に1回以上の漏えい試験が必
要なところ、4年に1回しか漏えい試験が実施されていなかった。

供給管（埋設
部）

不明 不明
京都やましろ農業
協同組合

・集中監視システムあり

・府は、販売事業者に対し、事故概要について聴取し、行政機
関への事故通報の遅滞及び緊急時対応の遅滞について口頭
で指導した。また、埋設管については、1年に1回以上の漏えい
試験が実施されていなかったことと併せて、今後の改善策を改
善報告書として提出するよう指導した。
・販売事業者は、漏えい箇所特定のための調査を実施した
が、 終的に特定できなかった。
・販売事業者は、ボンベ庫からの供給を停止し、全戸個別供給
に切り替えた。

2015/8/24
香川県
綾歌郡

漏えい 一般住宅 19:10 一般消費者等
経年による埋設配管の腐食

劣化

一般住宅において、消費者より「ガスが出ないため、マイコンメーターの確
認をしたところＣ（合計・増加流量遮断）が表示されている」との連絡を受
け、販売事業者が出動したところ、消費側の埋設配管（白管）からガスが
漏えいしていることを確認した。
夜間のため修理作業が困難であったこと、また消費者の了解が得られた
ことから容器バルブ及びメーターガス栓を閉止し、翌日再調査することとし
た。
翌日の調査で、配管(白管）のエルボねじ込み部に2㎜程度の腐食孔があ
ることを確認した。

配管（埋設
部）

不明 不明 (株)藤田商店

・ガス警報器なし
・マイコンＳあり
・ヒューズガス栓あり（作動無し）
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故届書の提出の遅滞について
口頭で指導した。
・販売事業者は、埋設配管を露出配管に変更した。
・販売事業者は、社員に対して、保安教育により、事故概要、
原因及びその対応の確認並びにマイコンメーターＳの機能、表
示の確認を行った。また、事故届書の提出の遅滞があったこと
から、ガス事故の分類、報告の要領について、全社員に周知
した。

2015/8/28
広島県
広島市

漏えい
学校

鉄筋コンクリート造3階建
15:00 販売事業者 ガス管有無の確認不十分

学校において、建設工事業者が職員寮の解体作業中に、既設ガス供給
管を切断し、継手部よりガスが漏えいした。
原因は、当該建物を解体するため、建設業者は販売事業者にガス管の
有無を確認したが、販売事業者は配管図面及び工事履歴資料を確認し
た上で、現地調査を実施したものの、活きたガス配管は無いと誤った解答
をしたため、建設工事業者は解体作業を実施し、誤って供給管を切断し
たもの。

供給管 不明 不明
広島ガス西中国
（株）

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムあり

・販売事業者は、損傷した供給管にプラグ止めを施した。
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建物用途

構造
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事故原因

法違反の有無
事故概要 機種 メーカー 型式 販売事業者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

2015/8/29
広島県
広島市

漏えい火災
工場

鉄筋コンクリート造3階建
10:00 一般消費者等

経年による低圧ホースの劣
化

工場において、従業員が回転釜を使用したところ、回転釜に接続されてい
る強化ガスホースから火が出た。
原因は、当該強化ガスホースの経年劣化により、ガス栓の開栓時にガス
が漏えいする状態となっていたが、従業員はその状態に気付いておら
ず、点火棒にて点火した際、漏えいしたガスに点火時の火が引火したも
の。

低圧ホース 不明 不明 広島県西中国（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・業務用換気警報器あり
・集中監視システム不明

調査中。

2015/8/30
新潟県

新発田市
漏えい爆発

軽傷1名
飲食店

鉄筋コンクリート造2階建
8:30 一般消費者等 消費者による点火ミス

飲食店の従業員が海外製の圧力フライヤーに点火しようとしたところ、何
らかの要因により点火せず、未燃焼ガスが滞留した状態で再度点火操作
を行っため、炎が噴出したものと推定される。従業員1名が顔に１度の火
傷を負い、病院へ搬送された。

業務用フライ
ヤー

HENNYPENNY
SMS
（製造年月不
明）

（株）丸新

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

調査中。

2015/9/4
神奈川県
横浜市

漏えい爆発
一般住宅
木造2階建

19:20 一般消費者等 消費者による点火ミス

一般住宅において、消費者がＢＦ式風呂釜の使用の際、点火せず、再度
点火操作を行ったところ、大きな音がして、当該風呂釜の側面が変形し
た。
原因は、消費者が、当該風呂釜の点火操作をした際、何らかの要因によ
り点火不良となり、機器内に未燃ガスが滞留し、再点火時の火が引火し
たものと推定される。

風呂釜（BF
式）

リンナイ（株）

RBF-
133SDX-FR-
R-T
（2000年11月
製造）

日本瓦斯（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、風呂釜を即日使用禁止とし、メーカーへの調
査を依頼した。また、消費者に対し、ＲＦ式風呂釜に交換した。

2015/9/5
長野県
長野市

漏えい 一般住宅 18:20 一般消費者等

消費者による配管の損傷
＜法令違反＞

高圧ガス保安法第63条
（事故届）

一般住宅において、ガスメーターに警告が表示されていたため、販売事
業者が現場を確認したところ、配管が損傷していることを確認した。
原因は、消費者が草刈りを行った際に草刈り機にて配管を損傷したことに
よるもの。

配管（配管用
フレキ管）

不明 不明 （株）セリタ

・ガス放出防止装置なし
・マイコンSあり
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、事故の状況に関する情報収集を行った。

2015/9/7
愛知県

名古屋市
漏えい爆発

軽傷2名
その他（給食センター）

鉄骨造2階建
10:30 一般消費者等

経年による業務用オーブン
電磁弁とフレキ管接続部分

の劣化

給食センターの厨房内において、従業員がスチームコンベクションオーブ
ンを使用の際、バーナーに点火したところ爆発し、当該オーブン及び電線
を焼損、当該従業員及び別の従業員、計2名が火傷を負った。
原因は、当該オーブンのアルミ製ガスケット（アルミ電磁弁とフレキ管の接
続部）に、経年劣化によるヒビ割れがあったことから、損傷部より漏えいし
たがガスが厨房内に滞留し、オーブン点火時の火が引火したものと推定
される。
なお、事故直前に、別の従業員が、厨房内に漏えいしていたガス臭に気
付きガス栓を閉めていたが、当該従業員は、オーブン使用のためガス栓
を開き点火に至った。
また、当該センターの従業員の誰かが、床面の清掃時に支障となるた
め、適正位置に設置されたガス警報器を10～20cm程度引き上げていた
ため、厨房内に滞留していたガスを探知出来ず、ガス警報器は鳴動しな
かった。

業務用オー
ブン

(株)AIHO
ACO-20GS
（2006年製
造）

(株)名港液化ガス

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムあり

･販売事業者は、ガス警報器に防水カバーを取り付け、作動確
認後、適正位置に設置し直すとともに、当該企業の工場長及
び従業員に対し、機器の取り扱いや安全対策等についても改
めて周知を実施した。

2015/9/7
茨城県
土浦市

漏えい
一般住宅

木造、鉄筋コンクリート造 12:46 販売事業者
経年による埋設供給管の腐

食

集団供給を行っている一般住宅において、他事業者より「ガスの臭気が
する」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ供給管の埋設部から
漏えいしていることを確認した。
原因は、当該供給管は設置より30年以上経過した被覆鋼管であり、老朽
化により埋設部の腐食が進んだものと推定される。

供給管
（埋設部）

不明 不明 (株)サイサン ・切替型漏えい検知装置あり

・販売事業者は、消費者の了承を得て、集団供給から個別供
給へ変更した。

2015/9/7
埼玉県
朝霞市

漏えい爆発・火
災

一般住宅
木造2階建

19:02 一般消費者等
経年による家庭用オーブン
と金属フレキシブルホース

接続部分の劣化

一般住宅において、消費者より「ガス警報器が鳴った」との連絡を受け、
販売事業者は、消費者に対し火気使用禁止等の案内を行った上で出動し
たが、オーブン庫内で爆発、ビルトインこんろ及びオーブンが損傷、オー
ブンと金属フレキシブルホースの接続部からガスが漏えいしていることを
確認した。
原因は、当該オーブンと金属フレキシブルホースの接続部が経年劣化し
ていたため、接続部よりガスが漏えいしオーブン庫内に滞留した状態とな
り、何らかの着火源によりオーブン庫内で爆発したものと推定される。

金属フレキシ
ブルホース

不明 不明 日本瓦斯（株）

・ガス警報器あり（鳴動あり）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者か当該事故に関する情報収集を行った。
･県は、販売事業者に対し、当該事故の原因となった燃焼機器
(オーブン）調査の実施及び事故報告書の提出を指示した。
･販売事業者は、事故当日ガス栓のプラグ止めを実施後、ビル
トインこんろ、オーブン、金属フレキシブルホースを撤去し、翌
日、メーカーに対して燃焼器具の調査依頼を行った。
･販売事業者は、消費者に対し、ガス警報器が作動したり、ガ
ス臭を感知した場合は、販売事業者が到着するまでガス及び
火気の使用禁止をするよう注意喚起を行った。
･販売事業者は、県に対し、追加の報告書を提出した。

2015/9/10
熊本県
熊本市

漏えい
一般住宅
木造1階建

17:24
保安機関

（配送センター）

容器交換時の作業ミス又は
経年による調整器角リング

の劣化

一般住宅において、消費者より「自宅の容器付近がガス臭い」との連絡を
受け、販売事業者が調査したところ、５０ｋｇ容器と単段式調整器の接続
部から音をたててガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、調整器メーカーによると、当該調整器の角リング劣化により気密
が保たれず、ガスが漏えいしたものと推定されるが、事故直後に容器の
接続部を締め直した時点で漏えいが止まったことから、配送センターが容
器を交換した際、接続不良があった可能性も否定出来ない。
なお、配送センターの作業マニュアルには容器交換時点検の作業手順な
ど詳細についての記載がなく、調整器及び高圧ホースの角リング（Oリン
グ）の点検や劣化した場合の措置、交換作業後の漏えい検知液での検査
等の指導が配送員に徹底されていなかった。

単段式調整
器

矢崎エナジーシ
ステム（株）

R54-HF
（2007年12月
製造）

（株）ツバメ商会

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンIあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者から事故届出書を徴収し、事故内容につ
いて聞き取りを行った。
・県は、現場の状況を確認するとともに、販売事業者及び通報
を行った一般消費者に対し、事情聴取を行った。また、調整器
の角リングを回収し、販売事業者に対し、機器メーカーに回収
した調整器角リングを調査依頼するよう指示した。
・販売事業者は、機器メーカーに対し、調整器の調査を依頼
し、結果を県に報告した。
・事故再発防止策として、50kg容器1本立てから20kg容器2本
立てに、手締め方式の単段式調整器からスパナ掛け方式の
自動切替式調整器へ変更した。

2015/9/14
東京都
羽村市

漏えい爆発
一般住宅
木造2階建

8:00 一般消費者等
消費者による器具の点火ミ

ス

一般住宅において、消費者より「今朝、風呂釜が点火できず何度か点火
を繰り返していたところ、風呂釜内部から音がした」との連絡を受け、販売
事業者が調査したところ、ＢＦ式風呂釜のケーシングの一部が変形してい
ることを確認した。
原因は、メーカーによると、当該風呂釜は、一時的なゴミ付着等何らかの
要因で口火が点火し難い状態にあり、その状態で操作ツマミを口火の位
置で保持し続けられたことで機器内部に未燃ガスが滞留し、消費者が時
間を空けずに点火操作を行ったため、点火時の火が滞留したガスに引火

風呂釜（BF
式）

（株）ノーリツ
GBSQ-606-e
（2010年7月
製造）

（株）オージーサー
ビス

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

販売事業者は、当該風呂釜を使用禁止とし、当該消費者に対
して、異常着火防止等の安全機能を搭載したＢＦ風呂釜への
交換を勧めた。また、当該消費者に対して、ガス機器の安全な
使用方法及び日常管理について、リーフレット等を活用し周知
した。

2015/9/14
熊本県
宇城市

漏えい
一般住宅
木造1階建

19:42
容器メーカー

（容器溶接不良）
容器溶接不良箇所のブロー

ホールによるもの

一般住宅において、消費者より「自宅の容器付近がガス臭い」との連絡を
受け、販売事業者が調査したところ、５０ｋｇ容器の溶接部からガスが漏え
いしていることを確認した。
原因は、溶接不良によってブローホールが生じ、容器運搬時の接触及び
再検査時のショットブラストによって容器溶接部外面が摩耗し、空洞上面
を覆っていた溶接金属部分では内圧を保持することができなくなりガス漏
えいに至ったものと推定。

容器
神鋼機器工業
（株）

HXX61030
（2005年3月
製造）

熊本宇城農業協同
組合プロパンセン
ター

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンIあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムあり

・県は、販売事業者から事故届出書を徴収し、事故内容につ
いて聞き取りを行った後、産業保安監督部へ事故内容を報告
した。また、保安機関から事故詳細を聴取した。
・販売事業者は、容器メーカーに対し、回収した容器の調査を
依頼した。
・容器メーカーに対し、溶接不良に伴うブローホールの再発防
止対策を講じるよう指導した。
・欠陥が発生するメカニズムの解明に努め、溶接条件の見直
しを進めている。

2015/9/18
愛媛県
松山市

漏えい
一般住宅
木造1階建

10:30 販売事業者
経年による配管立上り部の

腐食

一般住宅において、販売事業者がガスメーターの検針時、マイコンメー
ターのB表示（流量式微少漏えい警告）に気付き、漏えい検査をしたとこ
ろ、配管（白管）埋設部のメーター立ち上がり箇所からガスが漏えいしてい
ることを確認した。
原因は、当該住宅は、長期不在であり、何らかの要因で配管（白管）が地
表と接触する状態となったため、外面の腐食が進行し、ガスが漏えいした
ものと推定される。

配管 不明 不明 （有）二宮ガス

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故の概要、原因等について聞き
取り調査を行うとともに、事故報告が遅れたことについて口頭
指導した。
・販売事業者は、他の供給先に類似案件がないか調査したと
ころ、問題はなかった。
・販売事業者は、今回の事故について保安教育を実施した。

2015/9/18
青森県
黒石市

漏えい爆発
<B級事故>
死亡１名
重傷３名
軽傷４名

学校
鉄筋コンクリート造2階建

15:04
不明

（現在調査中）
不明

（現在調査中）

学校において、厨房付近で爆発が発生し、調理員1名が死亡し、重傷３
名、軽傷４名の7名が負傷した。
原因は、ガスの漏えいに起因する事故か否かも含め、現在詳細調査中で
ある。

不明 不明 不明 （有）大丸松井商店

・ガス警報器あり（鳴動不明）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故状況の聴取及び報告書作成
を指示した。
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2015/9/24
大阪府
熊取町

漏えい火災
学校

鉄骨造1階建
11:30

不明
（金属フレキシブルホー
スが可動し金属疲労に
至った原因が不明であ

るため）

経年による金属フレキシブ
ルホースの損傷

学校給食棟内において、調理員がガス回転釜4台中3台を使用していたと
ころ、ガス警報器2台中1台が鳴動した。調理員から異常を確認出来な
かった旨の報告を受け、当該学校は販売事業者に調査を依頼した。その
後、窓を開放し調理を続けていたところ、もう1台のガス警報器が鳴動し、
使用していた1台の回転釜配管付近から出火し、立水栓を焼損した。
原因は、当該ガス回転釜に接続されている金属フレキシブルホースが、
回転釜の回転に伴い、上下運動を繰り返したことにより亀裂を生じ、漏え
いしたガスに使用中の火が引火したものと推定される。

金属フレキシ
ブルホース

不明 不明 阪口米穀店

・ガス警報器あり（鳴動あり）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・消防組合は、販売事業者に対し、事故届及び定期消費設備
調査結果報告書を提出するとともに、他のガス回転釜につい
ても点検するよう指示した。
・消防組合は、消費者に対し、事故再発防止の指導を行った。
・販売事業者は、他のガス回転釜について漏えい試験を行い、
同様の事象がないか確認した。

2015/9/24
愛知県
豊橋市

漏えい火災
軽傷1名

一般住宅
木造2階建

16:30 一般消費者等
グリル排熱によるゴム管の

損傷

一般住宅において、近隣の幼稚園より出火の通報を受け、消防及び販売
事業者が出動したところ、火は鎮火しており、当該住宅の台所の一部及
びこんろが焼損し、消費者が軽度の火傷を負っていることを確認した。
原因は、消費者が調理スペースを確保するため当該こんろを壁側に寄せ
て使用したことで、当該ゴム管はグリル排気部周辺に設置されることとな
り、排気熱の影響を受けゴム管が劣化した状態となり、ガスが漏えい、点
火時の火が引火したものと推定される。

ゴム管 不明 不明 鈴与商事（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、当該住宅へのガス警報器の設置及び末端ガ
ス栓の位置の変更を実施し、安全性を高めることとした。

2015/9/25
北海道
北斗市

漏えい
共同住宅

鉄筋コンクリート造1階建
9:30 その他（建物管理者） 経年による供給管の腐食

共同住宅において、販売事業者が検針した際、マイコンメーターのBR表
示（微少漏えい警告）に気付き、一旦リセットし1ヶ月間様子を見たが、1ヶ
月後の検針時に再度BR表示が出たため、漏えい検査をしたところ、埋設
供給管（白管）からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該埋設管を掘り起こさず露出管に変更したため、漏えい箇所
は確認出来ないが、経年により腐食しガスが漏えいされたものと推定され
る。
なお、当該埋設供給管は、被覆の無い白管であるため、昭和57年12月以
降は、埋設することが禁じられているが、平成2年4月に埋設されていた。

供給管（埋設
部）

不明 不明 （有）中村米穀店

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・道は、販売事業者に対し、事故発覚後速やかに連絡するとと
もに、続報が入り次第、連絡するよう指示した。
・道は、販売事業者に対し、埋設管の工事終了後、再度報告
するとともに、事故の再発防止に努めるよう指示した。
・販売事業者は、当該共同住宅を管理する市に対し、埋設管
を露出管へ変更する工事を行うよう要請した。
・道協会は、販売事業者から事故に関する詳細な情報の把握
に努めた。また、事故発生時の報告方法についてマニュアル
を作成している。

2015/9/26
神奈川県
横浜市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
13:30 その他（地盤沈下）

地盤沈下による埋設配管の
損傷

共同住宅において、配送事業者より「配送指針と消費量に差異がある」と
の連絡を受け、販売事業者が調査したところ、埋設供給管からガスが漏
えいしていることを確認した。
原因は、当該建物が建てられている土地の傾き、下水枡のヒビ、損傷が
見られることから、地盤沈下による影響で、埋設供給管が損傷し、ガスが
漏えいしたものと推定される。

供給管（埋設
部）

不明 不明 日商ガス販売（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、当該供給管内及び地中に滞留しているガス
のパージを実施し、応急措置として個別供給に切り替えた。

2015/9/27
神奈川県
横浜市

漏えい爆発
軽傷1名

学校
鉄筋コンクリート造4階建

11:30 一般消費者等 消費者による点火ミス

学校において、地元自治会としての防災訓練を実施した際、消費者（参加
者の女性）が、かまどに点火しようとしたところ爆発し、右手にⅡ度の火傷
を負った。
原因は、かまどに接続されていたゴム管が長かったことから、ガスが燃焼
器に到達するまで時間がかかる状態であり、消費者は、点火の際、なか
なか点火しなかったため点火操作を繰り返しているうちに周辺にガスが滞
留し、点火時の火に引火、爆発に至ったものと推定される。
なお、消費者は、当該こんろの取り扱いについては一切説明を受けてい
なかったとのこと。
また、横浜市との防災協定により、防災訓練時には、担当の販売事業者
に連絡して訓練を実施することになっていたが、自治会の訓練運営委員
(自治会長）は 販売事業者に連絡をしていなかったとのこと

業務用その
他

オザキ（株）
OZスーパー
かまど

（公社）神奈川県
LPガス協会

・ガス警報器なし
・マイコンEBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・市は、防災訓練実施時に、各区役所防災担当・各校へ、担当
販売事業者の立ち会いについて周知の徹底を依頼した。
･販売事業者は、当該自治会の訓練運営委員(自治会長)に対
して、防災訓練時に担当販売事業所が立ち会うことについて
の周知を徹底した。

2015/9/28
神奈川県
横須賀市

漏えい爆発
一般住宅
木造2階建

14:50 一般消費者等 消費者による点火ミス

一般住宅において、消費者より「風呂釜の種火が着火しないので点検し
てほしい」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、ＢＦ式風呂釜前
面の変形を確認した。
原因は、消費者が点火操作した際、何らかの要因により点火不良となり、
繰り返し操作を行ったため、機器内に未燃ガスが滞留し、点火時の火が
引火したもの。

風呂釜（BF
式）

（株）ガスター

SR-S
（1998年8月
製造）

日本瓦斯（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･販売事業者は、風呂釜を即日使用禁止とし、メーカーへの調
査を依頼した。また、消費先に対し、ＲＦ式風呂釜の交換を実
施した。

2015/9/28
大阪府
熊取町

漏えい火災
寮・寄宿舎

鉄骨造3階建
18:12 一般消費者等

消費者による未使用末端ガ
ス栓の誤開放

大学合宿所の食堂において、消費者（入所者）がこんろを使用中、二口ガ
ス栓付近から出火し、ゴム管及び壁面の一部を焼損した。
原因は、消費者がこんろを使用する際に、誤って二口ガス栓の未使用側
も開放し、漏えいしたガスにこんろの火が引火したためためと推定され
る。なお未使用側には保護キャップが装着してあったが、何らかの要因に
より隙間があり、過流出安全機構が作動しない程度のガスが漏えいした
ものと推定される。

2口ヒューズ
ガス栓

松井機器工業
（株）

不明 辻川商事（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・消防組合は、消費者に対し、火気使用設備の使用方法及び
火災発生時の防火管理等、事故再発防止を指導した。
・消防組合は、販売事業者に対し、事故届及び定期消費設備
調査結果報告書を提出するとともに、他のガス燃焼器につい
ても点検するよう指示した。
・販売事業者は、事故発生箇所である末端ガス栓、ゴム管を
交換し、漏えい試験を行った後、ガスの供給を再開した。

2015/10/2
大阪府
守口市

漏えい火災
軽傷1名

一般住宅
木造2階建

14:34
その他（ガス供給契約
を解約した一般消費者

等）

消費者による露出供給管の
損傷

<法令違反>
液石法第38条の7（液化石
油ガス設備工事の作業に

関する制限）
液石法規則第108条第2号
（硬質管の取り外しのため
に硬質管を切断する作業）

一般住宅において、消費者が、ガスの供給契約の解約後に、自ら敷地内
のガスメーターを取り外し、電気工具（ディスクグラインダ）で埋設供給管
の立ち上がり部を切断した際、火災が発生した。火災により、当該消費者
1名が顔面に熱傷を負い、当該住宅の一部及び隣人宅周辺の物品、2階
の網戸が溶融した。
なお、当該供給管は、他の住宅とループ状に繋がっていたため、解約後
も管内にガスが充てんされていた。
原因は、当該消費者が当該供給管内にガスが充てんされていることを知
らず、立ち上がり部を電気工具で切断したため、切断部からガスが漏えい
し、電気工具の火花が引火したものと推定される。
また、当該消費者は、液化石油ガス設備士の資格を有しておらず、販売
事業者に無断で当該供給管を撤去しようとした。

供給管 不明 不明
大阪マルヰガス
（株）

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･消防組合は、消火活動及び近隣住民への避難指示を行っ
た。
･消防組合は、応急措置として、供給管の立ち上がり部の切断
箇所を粘土により閉塞した。
･消防組合は、液化石油ガス設備士の資格を有さない当該消
費者が、供給設備を撤去したことに対し、口頭で注意し、指導
した。
･販売事業者は、当該供給管にプラグ止めの措置を行い、当
該事故発生の原因について、近隣住民に周知し、注意喚起し
た。

2015/10/3
埼玉県
八潮市

漏えい火災
飲食店

鉄骨造2階建
不明 一般消費者等

消費者による業務用こんろ
器具栓つまみ部分の維持

管理不足

飲食店において、従業員より「3日前、業務用一口こんろ（ジャンボバー
ナー）を使用中、内炎の器具栓つまみ部分から小さな炎が出ていたので、
器具栓を閉じて外炎のみを使用していたが、今日、再び漏えいが発生し
た」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、業務用一口こんろの
内炎側器具栓のつまみ部分からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該こんろ内炎側の器具栓つまみ部分下部のナットが何らかの
要因により緩んでいたため、ガスが漏えいしていたものと推定される。
なお、販売事業者の周知不足により、消費者は燃焼器の扱い方（メンテナ
ンス）について理解しておらず、又、１度目の漏えいを通報していなかった
ことから、危機管理意識が低かったものと推定される。"

（バルク貯槽 980kg×1基）

業務用こんろ マルゼン（株）

MG-12J
（製造年月不
明）

日商ガス販売（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器あり
・集中監視システムあり

･県は、販売事業者に対して、定期消費設備調査の再実施を
指示した。
･県は、販売事業者に対して、メンテナンス方法について消費
者に指導、周知するよう指示した。
･販売事業者は、当該消費者に対して、燃焼機器のメンテナン
スについて指導、周知を実施した。また、当該消費者に対し
て、再度、定期供給設備点検及び定期消費設備調査を実施し
た。
･販売事業者は、消費者に対して、供給開始時から1年毎の定
期供給設備点検及び定期消費設備調査を今後も実施すること
とした。

2015/10/7
大阪府

岸和田市
漏えい

共同住宅
鉄骨造2階建

11:40 販売事業者
経年による露出供給管と壁

の接触部分の腐食

共同住宅において、所轄消防が管内調査を行っていたところ、ガス臭が
あり、1階4戸のうち3戸のマイコンメーターにガス漏れ表示が出ていたた
め、住人及び消防が販売事業者に連絡した。販売事業者が調査したとこ
ろ、当該住宅の2階への屋外供給管からガスが漏えいしていることを確認
した。
原因は、当該供給管は経年劣化しており、壁との接触部が腐食し、ガス
が漏えいに至ったものと推定される。
なお、2階は全て空室であった。

供給管 不明 不明 イワタニ近畿（株）

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･市消防は、販売事業者への緊急時連絡及び付近住民への
広報活動並びに消火器の準備をした。
･市消防は、販売事業者に対し、定期供給設備点検や定期消
費設備調査等の保安業務を強化するよう指導を行った。
･販売事業者は、従業員に対し、事故発生時の即時報告を徹
底するよう周知した。
･販売事業者は、従業員に対し、埋設白管からＰＥ管への入替
を促進するとともに、埋設白ガス管に対して年に1回の漏えい
検査を徹底するよう再周知した。



年月日 発生場所
現象

被害状況
建物用途

構造
発生
時間

原因者
事故原因

法違反の有無
事故概要 機種 メーカー 型式 販売事業者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

2015/10/10
福島県
郡山市

漏えい
飲食店
木造

9:34
保安機関（配送セン

ター）
容器交換作業時の作業ミス

飲食店において、消費者より「容器の接合部からガス臭と音がする」との
連絡を受け、販売事業者が調査したところ、容器バルブよりガスが漏えい
していることを確認した。
原因は、容器を交換した際、高圧ホースの締め付けが不足していたことに
よりガスが漏えいしたものと推定される。

高圧ホース 不明 不明 ミライフ東日本(株)

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンなし
・自動ガス遮断装置なし
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、配送時の安全確認、再発防止の
ための保安教育の充実及び事故時の対応策に関する教育の
実施を充実させるよう口頭で指導した。また、事後発生時に
は、速やかに関係機関に連絡をするよう指導した。

2015/10/13
埼玉県
所沢市

漏えい
一般住宅
木造2階建

15:30
他工事業者（解体工事

業者）
解体工事業者の作業ミス

解体工事中の一般住宅において、解体事業者より「パワーショベルで配
管をひっかけ傷つけてしまった。配管の先端を曲げて金具のようなもので
しばりつけている」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、配管が
損傷していることを確認した。
原因は、解体工事業者は、埋設供給管の有無を販売事業者へ確認して
いなかったため、誤って、解体工事中にパワーショベルで埋設供給管を損
傷させ、損傷部分からガスが漏えいしたものと推定される。

供給管（埋設
部）

不明 不明 エネックス（株）

・ガス警報器なし
・マイコン不明
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

･県は、販売事業者に対し、漏えいした箇所に安全な措置を講
じるよう指示した。
･県は、販売事業者に対し、解体工事の際は、集中導管のオー
ナー、管理会社にも周知を行うよう指示し、解体工事業者は販
売事業者の指示に従って動くよう指導した。
･販売事業者は、集中導管のオーナー、管理会社に周知を
行った。
･販売事業者は、解体工事業者に対して、緊急時の措置は自
らの方法ではなく、販売事業者の指示に従った方法で行うよう

2015/10/18
長野県
長野市

漏えい 共同住宅 12:00
販売事業者
保安機関

販売事業者による供給管継
手部の接続不良
＜法令違反＞

高圧ガス保安法第63条
（事故届）

共同住宅において、消費者からガスメーター付近で異音がする旨の連絡
を受けた販売事業者が現場へ出動したところ、供給管継手部からのガス
漏えいを確認した。
原因は、供給管継手部の接続が緩んでいたことによるもの。

配管（SGP
管）

不明 不明 （株）セリタ

・ガス放出防止装置なし
・マイコンSあり
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
･集中監視システムなし

・県は、事故の状況に関する情報収集を行った。
・販売事業者は、当該供給管継手を交換するとともに、他の部
屋についても当該箇所を点検し、必要に応じて増し締めを行っ
た。

2015/10/22
兵庫県

たつの市
漏えい

共同住宅
鉄骨造2階建

18:00 不明
経年による配管の腐食・劣

化

共同住宅において、消費者からガスが使用できないとの通報を受け、販
売事業者が出動したところ、マイコンメーターがAC表示（使用時間遮断）
で遮断していることを確認した。復帰操作を行ったところ、C表示（合計・増
加流量遮断）がされたため、漏えい試験を実施した。原因は、2階通路ス
ラブ内に設置されている配管の老朽化により、ガスが漏えいしたもの。

配管 不明 不明
ENEOSグローブエ
ナジー（株）

・マイコンSあり（作動あり） ・県は、事故報告が未届けであったことから、販売事業者に対
し、事故発生時の迅速な連絡及び報告書の提出を指導した。

2015/10/23
栃木県

宇都宮市
漏えい爆発

共同住宅
鉄筋コンクリート造3階建

23:32 一般消費者等 消費者による点火ミス

共同住宅において、消費者より「入浴のため、風呂釜の種火の点火操作
を実施した際に爆発音が鳴り、風呂釜ケーシングの変形を確認した」との
連絡を受け、販売事業者が調査したところ、ＢＦ式風呂釜ケーシングが変
形していることを確認した。
原因は、当該風呂釜は何らかの要因により種火の点火操作がしにくい状
態にあり、消費者が点火操作を繰り返し行ったことで、機器内に未燃ガス
が滞留し、点火時の火が引火したものと推定される。
なお、消費者によると、種火点火時に操作するレバーハンドルが 近固く
なっていたとのことで、現在メーカーにて製品調査中である。

（バルク貯槽 490kg×1基）

風呂釜（BF
式）

（株）ノーリツ
不明
（2001年3月
製造）

日本瓦斯（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･販売事業者は、従業員に対し、当該事故を周知した。また、
従業員に対し、ガスの供給開始時点検･調査及び定期消費設
備調査等で消費者宅を訪問した際は、消費者に対し、使用操
作説明等を充分に行い、同様の事故が起きないよう注意喚起
を徹底するよう指導した。

2015/10/28
埼玉県
八潮市

漏えい爆発
一般住宅
木造1階建

11:20 販売事業者
販売事業者による燃焼器具

の取扱いミス

一般住宅において、販売事業者が供給開始時点検･調査を行った際、ＢＦ
式風呂釜の燃焼試験中に爆発し、前面のカバーに歪みが生じた。
原因は、販売事業者が燃焼試験前にガスメーターと調整器を交換しエア
抜きをしたが、完全に抜け切っていなかったため、当該風呂釜は点火し難
い状態にあり、点火操作を繰り返したことで機器内にガスが滞留し点火時
の火が引火したものと推定される。

風呂釜（BF
式）

（株）ノーリツ
GBSQ-612
（2002年9月
製造）

日商ガス販売（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者に対し、当該事故と同様の事故を起こさな
いように社内で再発防止の教育を行うよう口頭で指示した。
･販売事業者は、従業員に対し、ＢＦ式風呂釜の取り扱い方法
について保安教育を実施した。
･販売事業者は、消費者に対し、ＢＦ式風呂釜から、より安全な
風呂釜に交換した。

2015/10/30
愛媛県

四国中央市
漏えい

飲食店
鉄筋コンクリート造6階建

7:55

一般消費者等
不明

（業務用フライヤー立ち
消え安全装置が作動し
なかった理由が特定で

きなかったため）

消費者による器具栓の閉止
し忘れ

及び不明
（業務用フライヤー立ち消え
安全装置が作動しなかった
理由が特定できなかったた

め）

飲食店において、従業員はAM1:00頃に閉店し帰宅したが、同日AM7:55
分に、店に設置されたガス警報器8基が鳴動し、集中監視センターからの
通報を受けた販売事業者が出動したところ、店内にガスが充満していた
が、メーター遮断機能によりガスの漏えいは停止していることを確認した。
原因は、従業員が、業務用フライヤーの器具栓を閉め忘れ、種火が着い
たままの状態となり、その後、酸素不足等の要因により火は消えたが、立
消え安全装置が何らかの要因により作動しなかったため、バーナー部か
らガスが流出し続けたことで店内にガスが充満したものと推定される。

（バルク貯槽 498kg×1基）

業務用フライ
ヤー

タニコー（株）
B-TGFL-45
（2006年5月
製造）

共同瓦斯（株）

・ガス警報器あり（鳴動あり）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムあり

･県は、販売事業者に対して、事情聴取を行った。
･県は、販売事業者に対して、報告が遅延したこと及び事故再
発防止の徹底について口頭で注意し、顛末書の提出を求め
た。
･販売事業者は、メーカーに対して、当該事故の原因となった
業務用フライヤーの点検を依頼した。
･販売事業者は、消費者に対し、燃焼器の火の消し忘れ防止
及び使用後の閉栓を徹底周知した。

2015/11/2
大阪府
大阪市

漏えい火災
その他店舗
木造2階建

9:30 一般消費者等
消費者による未使用末端ガ

ス栓の誤開放

その他店舗において、従業員が、袋入りの団子のたれをせいろに入れ
て、蒸し器で温めていたところ、異音が鳴り、蒸し器そばの二口末端ガス
栓付近から炎が立ち上がり、店舗の内壁と蒸し器を焼損した。
原因は、従業員が、当該蒸し器の使用開始時又は使用中に、当該二口
ガス栓の未使用側（ゴムキャップ等無し）を誤って開放したため、ガスが漏
えいし、点火時または使用中の火が引火したものと推定される。

2口フレキガ
ス栓

不明 不明 嶋田商店

・ガス警報器あり（鳴動不明）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムあり

･市消防は、販売事業者に対して、再発防止について指導し
た。
･販売事業者は、未使用側の末端ガス栓に金属プラグで閉止
措置を行うとともに、ガス警報器の増設を実施した。

2015/11/2
沖縄県
うるま市

漏えい
共同住宅

鉄筋コンクリート造3階建
10:15

販売事業者
保安機関

経年による供給管立ち上が
り部と供給管継手部の腐食

共同住宅において、住人より「ガスの臭いがする」との連絡を受け、販売
事業者が調査したところ、埋設配管立上り部と供給管の継手部分からガ
スが漏えいしていることを確認した。
原因は、埋設配管立上り部と供給管の継手部分のネジ山部分が経年劣
化により腐食し、腐食部からガスが漏えいしていたもの。
なお、当該供給管は、前回の配送時点検において腐食を確認しており、
工事計画を予定していたが、実施前にガス漏れが発生したとのこと。

供給管 不明 不明 （株）未来相互ガス

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者に対して、工事計画箇所については、状況
をこまめにチェックし、早期に工事を実施するよう口頭にて指
導した。
･県は、沖縄県高圧ガス保安協会に対して、定期供給設備点
検の際に確認した改善事項は、早期の対処を会員に周知する
よう、依頼文書を発送した。

2015/11/3
兵庫県
姫路市

漏えい火災 その他（野外） 8:45 一般消費者等
消費者によるゴム管と燃焼

器具の接続ミス

イベント時の店舗（野外）において、消費者が、菓子の実演販売の準備
中、業務用鋳物二重こんろに点火したところ、当該こんろとゴム管との接
続部分から出火し、イベント用テント及びゴム管の一部を焼損した。
原因は、消費者が、当該こんろに２０ｋｇ容器を接続する際、ゴム管とこん
ろの接続が不完全な状態であったため、接続部からガスが漏えいし、点
火時の火が引火し火災に至ったもの。
なお、イベント期間中（5日間）は、毎日、消費者自身が当該こんろと容器
の接続を行っていた。

（質量販売 20kg×1本）

ゴム管 不明 不明 （株）清野商店

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者に対して、消費者への燃焼器具等の取り
扱いの周知徹底について指導した。
･販売事業者は、当該消費者に対して、再度、燃焼器具等の取
り扱いについて周知を徹底した。また、当該事故と同様の質量
販売先の消費者に対しても、燃焼器具等の取り扱いについて
周知の徹底を実施することとした。

2015/11/5
岐阜県
岐阜市

漏えい火災
その他店舗（カルチャー教室）

鉄骨造2階建
9:50 一般消費者等

異物付着による末端ガス栓
と迅速継手付ゴム管の接続

不良

その他店舗において、消費者が、ガスストーブに点火し、その場を数分離
れ戻ったところ、一口ヒューズガス栓とゴム管の迅速継手部周辺から約１
０ｃｍの炎が上がっていた。
原因は、消費者が、事故以前に当該ガス栓とゴム管の着脱を行った際、
迅速継手のOリング部分に何らかの異物が噛み混まれたことにより、ガス
ストーブ使用時に接続不良となり、過流出安全機構が作動しない程度の
流量でガスが漏えいし、点火時の火が引火したものと推定される。

迅速継手付
ゴム管

不明 不明 新日本ガス（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･市消防は、販売事業者に対し、一般消費者へ接続具等の安
全な使い方の周知を実施するよう助言した。
･販売事業者は、一般消費者に対し、接続具等の安全な使い
方の周知を実施した。

2015/11/6
千葉県

八千代市
漏えい

一般住宅
木造2階建

9:35 販売事業者 容器交換時の作業ミス

一般住宅において、消費者より「容器付近からガス漏れしている」との連
絡を受け、販売事業者が調査したところ、容器と高圧ホースの接続部から
漏えいしていることを確認した。
原因は、2日前の容器交換時に行った配送員による容器と高圧ホース接
続部の締め付けが不足していたため、漏えいに至ったものと推定される。

高圧ホース 不明 不明 (株)サイサン

・ガス放出防止器設置あり
・マイコンSあり（作動なし）
・自動ガス遮断装置（対震）あり(作動
なし）

・販売事業者は、当該配送員に注意と指導を行うとともに、当
該事故について社内関係部署への周知を行った。
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安全器具等
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行政指導等
再発防止策

2015/11/6
福岡県
糟屋郡

漏えい 一般住宅 9:40 販売事業者
経年による埋設供給管の腐

食劣化

一般住宅において、消費者より「風向きにより、玄関周り、道路付近から
ガス臭がする。」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、ガスメー
ターの立ち上がり管（白管）の土中の継手部分が腐食し漏えいしているこ
とを確認した。
なお、当該住宅は集団供給を行っている戸建ての団地であり、供給管が
56戸に繋がっており、うち45戸に供給中であった。

供給管（埋設
部）

不明 不明 (株)明治産業

・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・集中監視システムあり（双方向）

・販売事業者は、腐食供給管を撤去しプラグ止めを行い、容器
による仮供給を行うこととし、後日（11月11日）に当該供給管の
工事を終えた。
・監督部は事故報告の提出遅延の注意を行った。

2015/11/7
富山県
南砺市

酸素欠乏
<B級事故>
死亡1名

その他（一般住宅用地）
9:20

他工事業者（下水道工
事業者）

下水道工事業者の作業ミス

一般住宅用地において、他工事業者の作業員が宅地下水道工事のた
め、公共枡直近を重機（バックホウ）で掘削した際に、埋設供給管を損傷
した。その後、当該作業員が応急措置のため掘削穴に入ったところ酸素
欠乏で意識を失い、同僚に発見され救急車で搬送されたが、約9時間後
に死亡した。
原因は、当該作業員が、埋設供給管の表示に気づかず、重機で誤って当
該供給管を損傷させたこと、また、損傷部よりガスが漏えいし、掘削穴に
はガスが滞留している状態であったが、応急措置（テープ巻）を行うため
慌てて掘削穴に入り、酸素欠乏となったことによるもの。
なお、当該他工事業者は、販売事業者に対して、ガス管の埋設の有無、
その配置及び使用状況についての確認作業を実施しておらず、工事の際
の立ち会いを依頼していなかったとのこと。

（バルク貯槽 980kg×1基）

供給管（埋設
部）

不明 不明 中越産業（株）

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、当該事故現場に職員を派遣し、現場調査を実施した。
･県は、販売事業者に対し、高圧ガス保安法に基づく事故届の
提出を指示した。
･販売事業者は、ガスの供給を緊急停止し、当該埋設管を補
修した。
･販売事業者は、住宅団地の管理者や仲介業者に対して、土
地の購入者や他工事業者に埋設供給管の有無を確実に伝え
るよう依頼した。
･販売事業者は、集中供給方式採用の全戸に対して、宅地内
にガス管が引き込まれていることを周知し、工事等で掘削する
場合は、販売事業者へ連絡をするよう依頼した。
･販売事業者は、設置済みの埋設供給管の表示杭を、社名及
び連絡先が明記してあるものに取替えるとともに、今後設置す
る表示杭についても同様に対応することとした。

2015/11/7
京都府
宇治市

漏えい その他（団地内集合供給管） 14:21
他工事業者（下水道工

事業者）
下水道工事業者の作業ミス

戸建住宅に集団供給（全29戸）を行っている団地内において、下水道工
事業者が掘削作業中に、埋設供給管を損傷させ、ガスが漏えいした。
原因は、当該工事業者の作業ミスにより、重機で当該供給管を損傷させ
たため、損傷部よりガスが漏えいしたもの。
なお、販売事業者は、当該工事の施工に当たり、当該工事業者の責任者
と事前打ち合わせを6回行い、図面での配管確認及び道路への配管位置
マーキングも行っていたが、現場の作業員が工事作業を慎重に進めてい
なかったことが考えられる。

供給管（埋設
部）

不明
25A PE管
（製造年月不
明）

伊藤忠エネクス
ホームライフ関西
（株）京滋営業所

・集中監視システムなし（公道上のた
め）

･販売事業者は、応急措置後のガス漏えいの有無を確認し、漏
えい箇所の復旧工事を実施した。
･販売事業者は、下水道工事業者に対して、導管図と注意喚
起文書にて安全のための周知を徹底し、工事期間中は定期的
に立ち会い及び巡回点検を実施した。

2015/11/8
愛知県

みよし市
漏えい火災

軽傷1名
その他（広場）

9:00 一般消費者等
消費者による器具の取扱い

ミス

屋外広場のイベント会場において、消費者が、ハソリでおでん鍋を煮てい
た際、ドラム缶で作った五徳から出火し、右手首と目の周りに軽度の火傷
を負った。
原因は、消費者が当該ハソリ鍋を使用中、何らかの要因により火が消
え、ドラム管内に未燃ガスが滞留した状態であったが、排気をしないまま
再点火をしたため、滞留していたガスに点火時の火が引火したもの。
なお、ドラム管で作った五徳は、滞留したガスが生じても、排出出来る様
な構造にはなっていなかったとのこと。

（質量販売 10kg×1本）

業務用こんろ 不明 不明 （有）近藤商会

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者に対し、消費者へ燃焼器具の安全な取り
扱いについての周知の徹底を図るよう指示した。
･販売事業者は、事故発生時に現場へ出動するとともに、事故
以後は消費者に代わって点火し、当該イベント終了時まで立ち
会いを実施した。

2015/11/9
鳥取県
米子市

漏えい
共同住宅

鉄筋コンクリート造1階建
8:00 販売事業者

植栽工事施工業者への周
知不備

共同住宅において、管理者より「ガス臭がする」との連絡を受け、販売事
業者が調査したところ、植栽工事業者が作業中に、埋設供給管を損傷
し、継手部からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、植栽工事業者が、当該供給管に絡みついた植栽の根を工事機
械で引っ張ったため、供給管の継手部が変形し、気密が保てずガスが漏
えいしたものと推定される。
なお、販売事業者によると、当該住宅の管理者が変更されていたことを知
らされていなかったため、管理者へ工事における注意等の周知が不十分
であったとのこと。

供給管（埋設
部）

不明 不明 山陰酸素工業（株）

・ガス警報器なし
・マイコンIあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムあり

･県は、販売事業者に対し、工事の際の住宅所有者等への注
意喚起を行うよう指示した。
･県は、講習会での注意喚起を実施することとした。
･販売事業者は、建物所有者（管理者）等へ、工事の際のリス
ク説明、供給設備点検を実施した。
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2015/11/9
愛媛県
西条市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
10:20 不明 不明

一般住宅において、配送員が容器交換時の点検として、石鹸水による漏
えい検査を行ったところ、自動切替式調整器の切替部分よりガスが漏え
いしていたため、調整器の交換を行った。
原因は、当該調整器をメーカーにて調査したところ、気密検査において圧
力降下は認められず、異常は確認出来なかったため不明。

自動切替式
調整器

I･T･0(株)

AX-10BHL-
R
(製造年
月:2015年6
月）

共同瓦斯（株）

・ガス放出防止器あり
・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり（作動なし）
・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置あり（ガス警報器
連動、対震、作動なし）
・CO警報器なし
・集中監視システムあり(双方向、作
動なし）

・県は、当該事故について、指導時（帳簿等審査会時）に判明
したことから、販売事業者に対し、届出及び顛末書の提出を求
めるとともに、今後の速やかな報告、同事例の再発防止につ
いて、口頭で注意した。

2015/11/10
宮城県
松島町

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
鉄骨造1階建

10:50 一般消費者等 消費者による点火ミス

飲食店において、従業員が、業務用こんろに点火したところ、軽度の火傷
を負った。
原因は、従業員が、業務用こんろの器具栓操作の際、誤って開度を大きく
とりすぎたことから、噴出するガスの風圧で火が吹き消されたためガスが
漏えいし、換気することなく再度点火操作を行ったことにより、当該こんろ
周辺に滞留していたガスに、点火時の火が引火したもの。
なお、従業員は、当該業務こんろの使用に対して慣れが生じていたことか
ら、点火の際、目視確認を行わず作業を行っていた。

業務用こんろ （株）マルゼン
MG-290B
（2010年10月
製造）

（株）鈴憲商店

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者に対し、当該事故の情報収集とともに、現
地確認を実施した。
･県は、販売事業者に対し、当該飲食店は季節営業の飲食施
設であり、一般消費者である従業員の入れ替わりが多いこと
から、毎営業開始時期には、消費設備の使用方法についての
説明を行う等、再発防止を検討･実施するよう指導した。
･販売事業者は、一般消費者である当該飲食店責任者及び従
業員に対し、人為的ミスを防止するための対策として、燃焼器
作業手順の提示、朝礼における注意喚起などの実施を指導し
た

2015/11/11
静岡県
伊東市

漏えい
一般住宅

木造
13:00 器具メーカー

器具メーカーによるガス放
出防止型高圧ホースの製

作ミス

一般住宅において、11月11日、消費者より「ガスが出ない」との連絡を受
け、販売事業者が調査したところ、ガスが切れており、配送センターによる
容器交換時、メーター指針と残ガス量に差異が有るとの連絡を受け、再
度販売事業者が調査を行ったものの、ガスの漏えいを発見出来なかった
ため、翌日（11月12日）、メーターの異常を疑いメーターの交換を実施、経
過観察を行うこととした。12月14日、再び配送員より、メーター指針と残ガ
ス量に差異が有るとの連絡を受け、販売事業者が調査したが、漏えい検
査ではガスの漏えいは発見出来なかったことから高圧部に原因があると
考え、調整器と高圧ホースを交換したところ、翌日（12月15日）の漏えい検
査でガスの漏えいは無く、12月24日及び28日の配送員による現場確認で
もメーター指針と残ガス量に差異はなかった。
このため、1月5日、回収した調整器と高圧ホースを調べたところ、高圧
ホースのガス放出防止器付近からガスが漏えいしていたことが判明した。
原因は、器具メーカーによると、高圧ホース（ガス放出防止型）のホース
ニップルに装着されたOリングが切れていたことにより、気密不良となり、
高圧ホース本体とホースニップルの隙間よりガスが漏えいしたもの。
なお、Oリングが切れていた要因は、Oリングに塗布する潤滑剤の塗布量
が規定値より少なかった可能性があるとのこと

張力式ガス
放出防止型
高圧ホース

ITO（株）
TIH-6-6S
（2014年4月
製造）

レモンガス（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･販売事業者は、当該事故の原因となった高圧ホースの調査
をメーカーに依頼した。

2015/11/12
長野県
芽野市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
8:37 販売事業者

経年による供給管エルボ継
手部の劣化

共同住宅において、住人より「ガス臭がする」との通報を受け、消防及び
販売事業者が調査したところ、ガスメータ周辺の供給管エルボ継手部より
ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該供給管のエルボ継手部は経年劣化により、気密が保たれ
ず、ガスが漏えいしたもの。

供給管 不明 不明 岡谷酸素（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

調査中。

2015/11/12
北海道
伊達市

漏えい
軽傷1名

医・病院
鉄筋コンクリート造

15:20 販売事業者
販売事業者によるバルク貯
槽安全弁交換時の作業ミス

病院において、販売事業者の作業員が、2.9tバルク貯槽に設置されてい
る安全弁の交換作業をする際、貯槽内のガスが漏えいし、手に凍傷を
負った。
原因は、作業員が、当該バルク貯槽の安全弁を交換する際、元バルブを
閉止せずに安全弁を緩めたため、ガスが噴出したもの。

（バルク貯槽 2,900kg×1基）

バルク貯槽
安全弁元弁

（株）宮入バル
ブ製作所

DBL-40
（2005年6月
製造）

（株）エネサンス北
海道

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコン不明
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システムあり

･道は、当該事故の原因究明を指示するとともに、漏えいの
あった箇所の復旧について指示した。
･道は、販売事業者に対し、立入検査を行うともに、事故発生
場所の立入検査を実施した。
･販売事業者は、安全弁交換作業者に対し、安全弁の交換マ
ニュアルの遵守を徹底した。また、安全弁取替えの注意喚起
ステッカーを作成、当該バルク貯槽の安全弁本体に貼り、注意
喚起を促すこととした。

2015/11/13
福島県
富岡町

漏えい
その他（空き地）

11:00

販売事業者
設備工事業者
除染事業者

除染事業者による作業ミス

空地（居住区制限区域内）において、除染事業者が作業中、油圧ショベル
を用いて表面の土を剥ぎ取っていたところ、埋設供給管からガスが漏えい
した。
原因は、除染作業者が、作業中に誤って油圧ショベルで埋設供給管末端
のキャップを損傷したため、損傷部よりガスが漏えいしたもの。
なお、当該空地に埋設供給管の表示は無かった。

供給管（埋設
部）

不明 不明 （株）富岡ガス

・ガス警報器なし
・マイコン不明
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

･県は、販売事業者に対し、事故報告の失念について、今後速
やかに報告を行うよう口頭で注意した。
･県は、今後、除染事業者への周知方法を検討することとし
た。
･販売事業者は、除染事業者に対する周知方法を、今後検討
することとした。

2015/11/13
山口県
山口市

漏えい
その他（集団供給の団地）

18:30 その他（市水道局）
サンドブラスト現象による埋

設供給管の損傷

集合供給の団地において、消費者より「ガスが出ない」との連絡を受け、
販売事業者が調査したところ、数戸のガスメーターが遮断しており、調整
器のドレン部から水の流出が確認された。
原因は、当該団地において、水道管からの漏水と砂によるサンドブラスト
現象が発生したことにより、埋設白ガス管が損傷したため、損傷部よりガ
スが漏えいしたものと推定される。

供給管（埋設
部）

不明 不明 （株）えびすや

・ガス警報器不明
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

･県は、販売事業者に対し、他の埋設ガス配管のある集合供
給の団地についても、当該事故と同様に供給管の腐食が考え
られるため、漏えい確認をするよう指示した。
･販売事業者は、当該団地において、集合供給から個別供給
に切替を実施した。

2015/11/14
北海道
札幌市

漏えい爆発・火
災

飲食店
鉄骨造1階建

15:05 設備工事業者
設備工事業者による工事ミ

ス

飲食店において、店長より「今回移動したグリドルの接続ホースに火が着
いた」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、フレキガス栓に接
続された金属フレキシブルホースが緩み、ガスが漏えいしていることを確
認した。
原因は、事故前日に、設備工事事業者によりガス栓の設置位置変更工
事を行った際、当該フレキガス栓と金属フレキシブルホース接続部の締め
付けが不足していたため、接続部よりガスが漏えいし、滞留したガスに当
該グリドルの火が引火したものと推定される。

金属フレキシ
ブルホース

三菱伸銅（株）
LMA5WB600
（2015年3月
製造）

日成（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムなし

･市は、販売事業者に対し、事故発生時の社内連絡体制の不
備を指導し、改善計画の提出を求め受理した。
･市は、販売事業者に対し、事故再発防止について検討するよ
う指導した。
･販売事業者は、当該供給先全てのガス機器接続部分の漏え
い試験を実施した。
･販売事業者は、設備工事業者に対し、保安上の教育を実施
するとともに、設備工事後の完了検査に立ち会うことを再発防
止対策とした。
･販売事業者は 社内連絡体制について再構築することを検

2015/11/15
岐阜県
可児市

漏えい
共同住宅

鉄筋コンクリート造4階建
12:00

不明
（液取出し弁が開いた
原因が不明のため）

何らかの要因による液取出
し弁及び樹脂製プラグの誤

開放

共同住宅において、住人より「ガス臭い」との連絡を受け、販売事業者が
調査したところ、バルク貯槽プロテクター内に設置されている液出し弁（バ
ルブ約10度開の状態）より、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、何らかの要因により、当該バルク貯槽プロテクター内に設置され
ている液出し弁及び樹脂製プラグが開いたため、バルク貯槽よりガスが
漏えいしたもの。

（バルク貯槽 490kg×1基）

バルク貯槽 中国工業（株）
12T広1220
（2000年12月
製造）

（有）大澤燃料店

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、当該事故において、警戒区域の設定をするとともに、
付近住民への避難勧告を実施した。
･県は、消防に対し、ガス拡散及び引火防止のため、消防車に
よる放水を指示した。
･販売事業者は、樹脂製のプラグを真鍮製に交換した。
･販売事業者は、バルク貯槽プロテクター下部の穴を天板で塞
ぎ外部と遮断した。
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2015/11/16
長野県
小諸市

漏えい火災
一般住宅
木造1階建

6:30 一般消費者等
消費者による末端ガス栓と
迅速継手付ゴム管の接続

不良

一般住宅において、消費者が、ガス炊飯器のスイッチを入れ、その場所
から離れたところ、約1分後に異音を聞き、さらに1分後に再び異音を確認
し、炊飯器周辺のカーテンから出火していた。
原因は、消費者が、末端ガス栓を開いた際、誤って迅速継手に手が触れ
たため、末端ガス栓と迅速継手部が接続不良となり、接続部からガスが
漏えいし、炊飯器点火時の火が引火したものと推定される。
なお、消費者によると、末端ガス栓を開ける際、末端ガス栓はガスこんろ
の油除けガードに隠れており、迅速継手が外れたことに気が付かなかっ
たとのこと。

迅速継手付
ゴム管 不明 不明 ミヤバラガス（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･販売事業者は、当該事故と同様な環境にある消費者に対し、
今後の再発防止策として、迅速継手の使用を控え、末端ガス
栓からゴム管へ直接接続する配管に順次変更していくこととし
た。

2015/11/19
大阪府
堺市

漏えい火災
共同住宅

木造
12:18 一般消費者等 消費者による接続不良

共同住宅において、消費者がこんろを使用して調理を開始し、約3分程経
過した後に二口ヒューズガス栓周辺から炎が上がった。火災により二口
ヒューズガス栓、ソケット、ゴム管一部、キッチンパネル前面が焼損した。
なお、こんろと二口ヒューズガス栓の接続に用いていたゴム管とゴム管用
ソケットは、別々の製品であり、消費者がそれぞれ購入し、自らゴム管に
ソケットを取り付けたものである。
また、当該二口ガス栓及びゴム管用ソケットについて、消防がメーカーに
調査を依頼した結果、問題はなかった。
原因は二口ガス栓とゴム管ソケットとの間の接続不良、又はゴム管とゴム
管用ソケットとの間の接続不良により、いずれか又は両方の接続部から
ガスが漏えいし、コンロの火に引火したものと推定される。
　

①ゴム管

②迅速継手

①不明

②NITTO

①不明

②不明
イワタニ近畿（株）

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･市消防は、二口ヒューズガス栓、ゴム管用ソケットのメーカー
に対し、当該製品の検査を依頼した。
･販売事業者は、当該消費者に対し、末端ガス栓とガス器具接
続管の劣化等の確認方法、ガス器具の定期交換及び取替時
の注意点について再周知した。

2015/11/26
福岡県
小郡市

漏えい その他（道路） 16:10
他工事業者（電柱工事

業者）
電柱工事業者による工事ミ

ス

道路において、電気工事業者より「電柱工事の際、道路掘削作業中に埋
設供給管を損傷した」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、埋
設供給管よりガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、電柱工事業者が施工前に埋設供給管の有無を確認していな
かったため、重機で誤って埋設供給管を損傷させ、損傷部からガスが漏
えいしたもの。

供給管（埋設
部）

不明 不明 新中九州瓦斯（株）

・ガス警報器不明
・マイコン不明
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

･県は、販売事業者に対し、当該事故において事情聴取を実
施した。
･販売事業者は、損傷した埋設供給管の取替えを実施した。

2015/12/2
福岡県
うきは市

漏えい爆発・火
災

軽傷1名

飲食店
鉄筋コンクリート造3階建

20:35
一般消費者等
販売事業者

経年によるゴム管の損傷

飲食店において、従業員が閉店作業中、ガスフライヤー付近から出火し、
その周辺、出入り口のドア、窓ガラスを焼損、当該従業員は頭部、両手に
火傷を負い、救急車で病院に搬送された。
原因は、消防によると、当該フライヤーに接続されたゴム管には、経年劣
化による亀裂が生じていたため、亀裂部からガスが漏えいし、点火時の
火が引火したものと推定される。
なお、従業員によると閉店後には毎回当該ガスフライヤーの清掃のため
下部オイル缶を引き出す作業を行っているがその際にオイル缶がゴム管
に引っかかったことで、末端ガス栓のホースエンドに接続されていたゴム
管がずれて、接続部からガスが漏えいした可能性も推定されるが、詳細
は不明。
また、ガス警報器は電源が抜かれた状態で床に落ちており、事故当時作
動したかどうかは不明であるが、定期消費設備調査の際、期限切れ及び
機能不良が指摘されていたため、電源が入ってたとしても正常に作動して
いなかったものと推定される

ゴム管 不明 不明 一木商店

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者に対し、事情聴取を実施した。また、販売
事業者に対し、再発防止策を指示した。
･販売事業者は、当該事故において、原因究明とともに、定期
供給設備点検・定期消費設備調査における要改善事項に対
する対応を継続実施中である。
･販売事業者は、消費者に対し、ガス警報器の交換を無償にて
随時実施し、期限管理を徹底することとした。
また、保安機関に対し、定期消費設備調査時に、不適なゴム
管は、その場で交換するよう委託内容の変更を実施した。

2015/12/8
神奈川県
横浜市

漏えい
共同住宅

鉄筋コンクリート造3階建
16:10 その他（地盤沈下）

地盤沈下による露出供給管
の損傷

共同住宅において、住人より「容器置場付近でガス臭がする」との連絡を
受け、販売事業者が調査したところ、容器置場（ブロック製）の外側に露出
している供給管の継手部からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、周辺の状況から、地盤沈下によりガスが漏えいしたものと推定さ
れる。

供給管 不明 不明 日商ガス販売（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･販売事業者は、ガスの供給停止後、当該住宅の住人に対し、
火気使用禁止の周知を行った。また、応急措置を行い、後日、
復旧工事を実施した。

2015/12/9
千葉県
館山市

漏えい火災
一般住宅
木造1階建

9:46
他工事業者（リフォーム

工事業者）
リフォーム工事業者による

作業ミス

一般住宅において、リフォーム工事業者が、敷地内表層のコンクリートを
電動サンダーで削る作業をしていたところ、埋設供給管からガスが漏えい
し、ブロック塀の一部を損傷、排水管の一部を熔解した。
原因は、リフォーム工事業者が、敷地内に埋設供給管が残されていたこ
とを認識しておらず、電動サンダーによる作業中に、誤って埋設供給管を
切断したため、ガスが漏えいして着火し、電動サンダーの火花が引火した
もの。
なお、ガス供給切替時の新旧販売事業者間の協議により、切替前の供給
管を露出部分で閉栓処理を行っていたため、埋設供給管は敷地内に残さ
れたままになっていた

供給管（埋設
部）

不明 不明 房州瓦斯（株）

・ガス警報器なし
・マイコン不明
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

･県は、当該事故の翌日、県産業保安課職員2名を現地に派
遣した。また、当該事故に関わる新旧の販売事業者及び消防
本部から事情聴取を実施した。
･販売事業者は、他工事業者及び消費者に対し、当該住宅と
同様に、敷地内に埋設供給管が残る物件について、「ガス管
注意」「現在ガスが通っています」等のステッカーを貼付し、注
意喚起を実施した。

2015/12/10
埼玉県
新座市

漏えい その他（更地） 9:15

販売事業者
他工事業者（外構工事

業者）
外構工事業者による作業ミ

ス

更地において、外溝工事業者より「工事をしている際、ガス臭がする」との
連絡を受け、販売事業者が調査したところ、埋設供給管継手部からガス
が漏えいしていることを確認した。
原因は、外溝工事業者が土地を整地する際、誤って埋設供給管を損傷さ
せたため、継手部よりガスが漏えいしたものと推定される。
なお、漏えい検知装置にB表示が出ていたため、当該供給管は入替え工
事手配中であった。

供給管（埋設
部）

不明 不明 日商ガス販売（株）

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者から情報収集を行うとともに、原因調査の
実施及び事故報告書の提出を指示した。
･販売事業者は、当該供給管において歪みのある部分を撤去
し、プラグ止めの措置を実施した。
･販売事業者は、当該更地において、埋設供給管の表示杭を
打った。

2015/12/10
京都府

京丹後市
酸素欠乏
軽症2名

一般住宅
木造2階建

21:00
一般消費者等
販売事業者

設備の設置ミス及び消費設
備不適合通知に係る再調

査の未実施
<法令違反>

液石法第27条第1項第2号
（保安業務を行う義務）

液石法規則第37条第2号
（消費設備の再調査の未実

施）

一般住宅において、住人4人が順次入浴し3人目が浴室の窓を開け、給
湯しながら入浴を始めたところ、頭痛がして気分が悪くなり、浴室を出て休
息した。その後、4人目が入浴し、シャワーを浴びるうち気分が悪くなった
ため、2名は救急車により病院に搬送され、軽度の中毒症状（一酸化炭素
中毒でない）と診断された。
　なお、当該浴室の窓の外側は、隣接するガレージの建屋内となってお
り、給湯器（CF式瞬間湯沸器）は、ガレージ内に設置されていた。また、当
該給湯器には、排気を屋外に排出するための排気筒が設置されていな
かった。
原因は、当該湯沸器には排気筒が設置されていなかったため、排気がガ
レージ内に排出され、開放した窓から浴室内に流入したものと推定され
る。また、給湯器の給気口には、埃が付着しており、給排気不良により不
完全燃焼を起こし、排気が浴室内に流入した可能性がある。なお、保安
機関は、定期消費設備調査の結果消費者及び販売事業者に対し、給湯
器に排気筒を設置していないため 不適合通知をしていたが 消費者は

瞬間湯沸器
（CF式）

パロマ工業
（株）

PH-20CWL
（1995年3月
製造）

マル信商店

・ガス警報器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･府は、販売事業者に対し、事故報告の遅延、不適切な場所へ
の給湯器の設置及び再調査の未実施について改善指導をし
た。
･販売事業者は、当該給湯器を取り外し、新たに屋外に設置し
た。

2015/12/11
香川県
丸亀市

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
鉄骨造1階建

10:00 一般消費者等

消費者による点火ミス
<法令違反>

液石法第27条第1号、第2号
（保安業務を行う義務）

液石法施行規則第36条第1
号（定期供給設備点検の未

実施）
液石法施行規則第37条第1
号（定期消費設備調査の未

実施）

飲食店において、従業員が、めんゆで器に点火しようとした際、爆発が発
生し、右手と顔に火傷を負った。
原因は、当該めんゆで器に設置されている2台のバーナーの内、1台（左
側）のバーナーが何らかの要因により点火せず、器具栓を閉じて再点火
しようとしたところ、従業員の操作ミスにより、もう1台（右側）のバーナーの
器具栓が既に開いていたため、機器内に未燃ガスが滞留し、再点火時に
引火したものと推定される。
なお、従業員は、再点火の前にガス臭に気付いていたが、漏えいしている
ガスは少量だと判断し点火に至った。

（バルク貯槽 980kg×1基）

業務用めん
ゆで器

東京サントク
（株）

不明 （株）吉田石油店

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムあり

･県は、販売事業者に対し、立ち入り検査を実施し、現場確認
をし、以下の３点を口頭で指導した。
　①当該消費者に対し、事故防止のための周知として、パンフ
レットの配布や責任者への対面での説明等を行うこと。
　②当該消費者に対し、ガス警報器を、めんゆで器の直近に
設置するよう提案すること。
　③当該消費者に対し、めんゆで器に、「着火確認！！」等の
ステッカーを貼り、ガス漏れの注意喚起をする措置をとるよう
提案すること。
･県は、販売事業者に対し、立ち入り検査で発覚した、当該事
故の直接原因ではない、法令違反（定期点検調査の未実施）
についても改善指示書を送付した。
･販売事業者は、県の立ち入り検査を受け、現場確認に帯同し
た。また、消費者に対し、ガス警報器が期限切れであったた
め 新しいものに交換した



年月日 発生場所
現象

被害状況
建物用途

構造
発生
時間

原因者
事故原因

法違反の有無
事故概要 機種 メーカー 型式 販売事業者

安全器具等
設置状況

行政指導等
再発防止策

2015/12/16
福井県
福井市

漏えい火災
飲食店

木造1階建
9:30 一般消費者等

末端ガス栓と塩化ビニル
ホースの接続不良

飲食店において、従業員が業務用炊飯器を使用していたところ、炎が上
がったため、消火器で消火した。この火災により、一口ヒューズガス栓及
び業務用炊飯器に接続されたガスホース（塩化ビニールホース）の一部
が焼損した。
原因は、当該炊飯器と末端ガス栓の距離が近く、当該ガスホースが湾曲
していたことから、ガスホースに無理な力が加わり、さらに何らかの外力
が迅速継手に加わったことで、末端ガス栓と迅速継手が不完全な接続状
態となったためと考えられる。この状態の接続部より、過流出安全機構が
作動しない程度の流量でガスが漏えいし、炊飯器の火が引火したものと
推定される。

①1口ヒュー
ズガス栓

②両端迅速
継手付塩化
ビニルホース

①光陽産業(株)

②㈱パロマ

※本製品は、㈱
十川ゴムが㈱
パロマから受注
して生産。㈱パ
ロマの製品とし
て販売。

①GO15AZ
（2011年9月
製造）

②PGH-
705PF（2012
年4月製造）

日本海ガス(株)

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSBあり
・ヒューズガス栓あり
・ＣＯ警報器なし
･業務用換気警報器あり
・集中監視システムなし

･県は、販売事業者に対し、事故原因の調査及び再発防止策
の検討をするよう依頼した。
･販売事業者は、ガスホース及び末端ガス栓のそれぞれのメー
カーに対し、当該製品の調査を依頼した。
･販売事業者は、当該消費者に対し、末端ガス栓とガスホース
の交換を実施した際、結束バンドを用いる等、ゴム管に無理な
力が加わらないよう措置を行った。また、一般消費者に対し、
ガス機器の日常管理や点検の必要性及び安全使用方法等に
ついて周知を行うこととした。

2015/12/17
千葉県
千葉市

漏えい火災
軽傷1名

一般住宅
木造2階建

12:07 販売事業者
ガスストーブとゴム管の接

続不良

一般住宅において、消費者がガスファンヒーターの点火時、接続部より出
火し、当該ファンヒーター、ゴム管、ソファ等の家財家具を一部焼損し、全
治2週間の火傷を負った。
原因は、当該ファンヒーターと末端ガス栓を接続する際、誤って燃焼器側
のスリムプラグにゴム管を接続していたため接続不良となり、接続部から
ガスが漏えいし、点火時の火が引火したもの。
なお、当該ゴム管は、以前に消費者が別の燃焼器で使用していたもので
あり、販売事業者は、燃焼器との接続について認識が浅かったため、当
該ホースを利用したいとの消費者の要望を受け、そのまま設置していた。

ゴム管 不明 不明
伊藤忠エネクス
ホームライフ関東
(株)

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･販売事業者は、全社員に対し、当該事故の情報発信をすると
ともに、接続方法の確認及びガス警報器設置の促進を通達し
た。
･販売事業者は、全社員に対し、保安教育の実施を指示すると
ともに、今後、特に経験の浅い社員への教育を充実させること
とした。

2015/12/22
愛知県
西尾市

漏えい爆発
共同住宅

鉄筋コンクリート造3階建
23:30 一般消費者等

消費者による点火ミス
<法令違反>

特監法第3条（特定工事を
施工するときは、実地にお
いて有資格者が監督する

か、又は、有資格者が特定
工事を行わなければならな

い。）
特監法第6条（特定ガス消
費機器への表示がない）

共同住宅において、消費者が、ＢＦ式風呂釜の点火操作を繰り返したとこ
ろ、爆発し、当該風呂釜及び浴室天井の一部が変形した。
原因は、消費者が当該風呂釜を点火した際、何らかの要因により点火不
良となり、点火操作を繰り返したため、機器内に未燃ガスが滞留し、点火
時の火が引火したものと推定される。
なお、販売事業者によると、供給開始点検時には、当該ガス栓（金属フレ
キガス栓）に金属プラグを装着しており、消費者に対し、風呂釜を設置す
る際は販売事業者に連絡するよう伝えていたが、無資格者（消費者の知
人）により、当該風呂釜を設置していたもの。

風呂釜（BF
式）

（株）ノーリツ
GBSQ-60S
（2005年4月
製造）

ガステックサービス
（株）

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

･販売事業者は、消防及び消費者立ち会いのもと、ＢＦ式風呂
釜と接続具を撤去し、ガス栓に金属プラグを設置するととも
に、消費者に対し、再度、風呂釜を設置する際は、必ず販売事
業者に連絡するよう伝えた。

2015/12/24
東京都

東村山市

漏えい爆発･火
災

重傷1名

共同住宅
鉄骨造

20:00
不明

（警察にて原因を調査
中。）

不明
（警察にて原因を調査中。）

共同住宅の206号室において、消費者が（206号の入居者）、室内で煙草
に火を着けたところ、爆発し、206号室全損、近隣住宅4棟及び近隣住宅
の車7台においてガラス等が一部損傷し、当該消費者が2度の全身火傷
を負った。
原因は、何らかの要因により、206号室内にガスが漏えいしている状態で
あったが、消費者が煙草に火を着けたことで、漏えいしていたガスに引火
し、漏えい爆発･火災に至ったものと推定されるが、漏えい要因について
は警察により現在調査中のため不明。
なお、事故発生より約4時間前(16:05分頃）、当該住宅のオーナーより、
「205号(206号の隣室）がガス臭い」との連絡を受け、販売事業者が既定
の方法（自記圧力計、検知器、検知液等）により、検査を行ったが、ガス
漏えいを発見することが出来なかった

ゴム管 不明 不明 エネックス(株)

・ガス警報器あり（鳴動不明）
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓不明
・CO警報器不明
・集中監視システム不明

･都は、販売事業者に対し、警察等で現在調査中の情報が分
り次第報告するよう指示した。

2015/12/26
神奈川県
二宮町

漏えい
一般住宅

木造
20:01

不明（点検時に不具合
はなく、何者かが故意
にユニオンを緩めた可

能性があるため。）

不明（点検時に不具合はな
く、何者かが故意にユニオ
ンを緩めた可能性があるた

め。）

飲食店において、消費者より「ガスが出ない」との連絡を受け、販売事業
者が調査したところ、自動切替式の調整器下のユニオンが緩み、５０ｋｇ
容器2本が空になっていることを確認した。
原因は、何者かが故意にユニオンを緩めた可能性があるが、確証が得ら
れず不明。

自動切替式
調整器（ユニ
オン部）

矢崎エナジーシ
ステム（株）

AS8Z
（2010年5月
製造）

（有）ショーエー

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・集中監視システムあり

･県は、販売事業者に対し、再発防止に向けて他の消費者の
ユニオンの緩みを総点検することを指導した。
･販売事業者は、委託業者に対し、容器交換時のユニオンの
チェックを要請した。


