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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

1 2016/1/5
沖縄県
那覇市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク
リート造

12:08 販売事業者 供給管の腐食劣化

共同住宅において、アパート管理会社より「ガス臭がする」との連絡が販売事業者に入り、同事業者が出動
したところ、他工事によりコンクリートで覆われた供給管の埋設部分が腐食し、ガスが漏えいしていることを
確認した。
原因は、共同住宅の防水工事の際に、床上配管の下部がコンクリートに埋まり、腐食がすすんだもの。

供給管（埋設部） 不明 不明 （株）協和ガス

・マイコンⅠあり ・県は、販売事業者に対して当該共同住宅全体の供給管及び配管の状況を確認し、漏
えいのおそれのある箇所には対応するよう指示した。
・販売事業者は、漏えいのおそれのある箇所は住人の了解を得た後に修繕することを
予定した。
・その後の対応として、供給管の修繕とあわせて、ガスメーターの交換を実施済み。

2 2016/1/6
熊本県
熊本市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
10:28 器具メーカー 器具メーカーの製造ミス

共同住宅に隣接した場所にいる一般消費者等より「ガス臭がする」との通報を受け現場に出動した警察
が、当該共同住宅に販売を行っている販売事業者に連絡した。販売事業者が現場に出動し、ガスの供給
を停止し調査したところ、調整器からの漏えいを確認した。
なお、当該調整器は有効期限内のものであり、目視による劣化損傷は確認されなかった。
原因は、器具メーカーによる組立てミスにより調整器の一次側のダイヤフラムにずれが発生し、時間の経
過と共に歪みが生じ、ガス漏れが発生したものと推定。

一体型自動切替式調
整器

（株）桂精機製作所
CA-Ｈ5Ｚ
（2010年8月製造）

（有）二神石油ガス

・販売事業者は、漏えいが確認された調整器を交換し、併せて器具メーカーに対し、当
該調整器の調査を依頼し、当該調査の結果（組み立てミスによる調整器の一次側のダ
イヤフラムのずれ）を県に報告した。
・器具メーカーは組み立て治具の見直しによりダイヤフラムのずれを防止する対策を実
施した。

3 2016/1/8
大分県
佐伯市

漏えい

共同住宅（そ
の他店舗）
鉄筋コンク

リート造2階建

10:00
設備工事業者

保安機関
設備工事業者の工事ミス

「ガス臭がする」との通報を受けた消防が、現場である共同住宅に出動したところガス臭を確認した。そし
て、警察により当該共同住宅の住民の一時避難が実施された。出動した販売事業者はガスの供給を停止
し、漏えい試験を実施したところガスメーター入り口側のメーターユニオン部から漏えいしていることを確認
した。
原因は、ガスメーター交換時におけるパッキンの取り付け忘れによるもの。
なお、集中監視システムにより、当該ガスメーターからのＢＲ（圧力式微少漏洩警告）情報を受信したため、
対処しようと当該共同住宅を訪れたが、同共同住宅に設置されている他のガスメーターと取り違えて対処し
たことにより、当該ガスメーターに対する措置がとられていなかった。

ガスメーター（メーター
ユニオン）

愛知時計電機（株）
SA25MT-1
（2015年製造）

（株）ダイプロ南部販
売

・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
・自動ガス遮断装置（その他）あり
・CO警報器なし
・集中監視システムあり（双方向）

・県は販売事業者に対し、ＢＲ表示等異常覚知後の速やな対応を指導した。また、対応
設備誤認の再発防止策の検討を指示した。
・販売事業者は、漏えい箇所であるガスメーター含めた設備改善、漏えい量の推定値算
出による検証を行うと共に、ＢＲ表示等に係る対応の見直しを実施した。

4 2016/1/12
神奈川県
寒川町

漏えい
学校

鉄筋コンク
リート3階建

9:00 販売事業者
経年による供給管の腐食・
劣化

学校から「配電盤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、、ガスメー
ターがB表示（流量式微少漏えい警告）が点灯していることを確認した。
原因は、配電盤付近より約55m離れた場所に埋設されている供給管のメカニカル継手部よりガスが漏えい
していたもの。
なお、漏えい箇所付近に電気設備配線用防護管が破損して存在していたが、漏えいとの関係は不明。

供給管（埋設部） 不明 不明 井村ガス㈱

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

・県は、販売事業者に対し、埋設管の点検調査をさらに充実させ徹底するよう指示した。
・販売事業者は、ガス漏えいの箇所が供給管であることを確認したため、供給管を切断
し、配管に仮説供給処置を実施し、供給管の埋設部をポリエチレン管に変更する工事を
実施した。

5 2016/1/19
群馬県
高崎市

漏えい
一般住宅
木造2階建

7:30 その他（雪害） 落雪による調整器の損傷

一般住宅において、ガス切れの疑いから一般消費者が容器を確認したところ調整器の破損及びガスの漏
えいを発見した。一般消費者は容器バルブを閉めた後に販売事業者に連絡し、連絡を受けて出動した販
売事業者は調整器を交換した。
原因は、屋根からの落雪により調整器が破損し、破損部分からガスが漏えいしたものと推定。

調整器 富士工器（株）
RSA5
(2010年9月製造）

有限会社黒崎商店

・ガス警報器なし
・マイコンSあり
・自動ガス遮断装置あり
・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、落雪を考慮して、新しい調整器を設置した。

6 2016/1/19
滋賀県
大津市

漏えい爆発
飲食店

鉄骨造り1棟2
階建

0:15 販売事業者

経年による露出配管立上り
部の劣化
<法令違反>
液石法施行規則第37条第1
号イ（1）（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

飲食店において、店長が2階の厨房に設置している食器洗浄機を使用するため点火したところ、当該食器
洗浄機の下部から瞬間的に炎が出たことを確認したため、販売事業者に連絡した。連絡を受けた販売事
業者は、店長に対しメーターガス栓を閉止するように指示し現場に出動し調査したところ、階下から当該食
器洗浄機下部へと立ち上がっている配管（白管）においてガスの漏えいを確認した。
原因は、厨房床の湿気の影響を受けた配管（白管）の腐食によりガスが漏えいし、滞留したガスに食器洗
浄機の点火操作時の火が引火したものと推定。
なお、埋設部に白管が用いられているものの、埋設管の埋設導入部がプラスチック被覆鋼管であったため
配管全体が同様であると誤り、漏えい試験を年に1回実施していなかった。

（バルク貯槽　980kg×1基）

配管 不明 不明 株式会社リビック長浜

・ガス警報器あり（鳴動なし）
・マイコンSなし
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
連動及び圧力低下検知式漏えい検知
装置連動）あり（作動なし）
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・業務用換気警報器あり（鳴動なし）
・集中監視システムあり（片方向）

・県は、販売事業者に対し、他の一般消費者等についても配管の腐食防止について検
討するように指示すると共に、埋設管の種類を確認し、白管の場合は漏えい試験を1年
に1回以上実施するように指示した。また、ガス漏れ警報器の期限がきれていたため期
限管理を指示した。

7 2016/1/21
東京都

江戸川区
漏えい 事務所 不明 不明

容器バルブのねじ込み不完
全

一般住宅において、消費者より容器付近がガス臭いとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、ガス検知器により容器バルブねじ込み部よりガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、容器バルブのねじ込みが不十分であったことにより、ガスが漏えいしたもの。

（バルク貯槽　980kg）
容器バルブ 不明 不明 （株）サイサン

不明

8 2016/1/22
静岡県
磐田市

漏えい
一般住宅
木造2階建

15:30 他工事業者(解体業者）
他工事業者（解体業者）に
よる作業ミス

一般住宅において、解体業者より「建物解体中にガス配管を損傷させガスが漏えいした」との連絡を受け、
販売事業者が調査したところ、当該宅地内の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、当該業者が解体作業中、当該供給管の存在を認識しなかったため誤って重機を接触させ損傷さ
せたもの。
なお、販売事業者によると、当該業者には、工事前にガス配管図面を渡し説明を行っていたとのこと。

（バルク貯槽　985kｇ×1基）

供給管
(埋設部）

不明 不明 (株)サイサン

・CO警報器なし
・集中監視システム（片方向）あり

・販売事業者は、解体業者に対し、配管図面の確認及び現場作業者への伝達の徹底を
依頼した。また、工事作業時は、自社担当の立会いを実施することとした。

9 2016/1/25
岩手県
一関市

漏えい
その他（作業
所兼住宅）
木造1階建

不明 その他（雪害） 落雪による調整器の損傷

一般消費者からコンロの火が点かないことから容器を確認したところ、低圧ホースが外れていたため容器
バルブを閉めたとの連絡が販売事業者に入った。
連絡を受けた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、容器のプロテクター上に落雪保護板を設置していたが、例年以上の大雪に伴う屋根からの落雪に
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 矢崎総業（株）
R5
(2010年11月製造）

合名会社岩佐商店

・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警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に落雪からの設備保護を依頼した。
・販売事業者は落雪保護を強化した。

10 2016/1/28
静岡県
磐田市

漏えい
飲食店

鉄骨造1階建
14:41 不明

バルク貯槽用ガス取出弁の
閉止不良

バルク貯槽の二段式一体型調整器の交換に当たり、当該調整器の上流側に設置しているガス取出弁を閉
止し、当該調整器の上流側と供給管との接続部のナットを緩めたところ、ガスが漏えいした。ガスの圧力に
より同接続部をナットで締め戻せなかったため、消防に通報し、通報を受けた消防と警察により付近の通行
規制が実施された。約30分後にガスの圧力が低下したため、当該接続部のナットを締め戻し、漏えいがお
さまった。
原因は、ガス取出弁の閉止不良によるもの。

（バルク貯槽　487kg×1基）

バルク貯槽用ガス取
出弁

宮入バルブ製作所
SG-102 BJ
(2008年10月6日製造）

鈴与商事株式会社

・ガス放出防止器あり
・ガス警報器なし

・販売事業者は、ガス取出弁を閉止したが閉止されなかったことから、その原因について
メーカーに調査を依頼した。また、特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、調整器の
交換は低圧側より取り外しを行い、ガスの漏えいがないことを確認して取り外すよう指示
した。
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11 2016/1/29
福島県

いわき市
漏えい

一般住宅
木造1階建

17:03 販売事業者
高圧ホースの経年による劣
化

圧力低下遮断情報を受信した集中監視センターが一般消費者に連絡し復帰作業を依頼したところ復帰で
きなかった。集中監視センターから連絡を受けた販売事業者が現場に出動し確認したところ、自動切替式
調整器と高圧ホースで接続している2本の容器が空になっていた。また当該容器を取り外す際に、高圧
ホースのリングパッキンの片方が切れていることを確認した。
原因は、高圧ホースのリングパッキンの劣化により、ガスが漏えいしていたものと推定。

高圧ホース 富士工器（株）
ＮＸ6Ｓ
(2009年3月製造）

（株）ＪＡいわき市燃料
サービス

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

・県は、販売事業者に対し、容器交換時等供給設備点検等における確認の徹底を指示
した。また、事故報告が遅れていたことから、遅滞なく報告するように指導した。
・販売事業者は、容器交換時等供給設備点検にてリングパッキンの確認の徹底を図る
こととした。

12 2016/1/30 北海道札幌市 漏えい
共同住宅
木造2階建

10:18 販売事業者
容器と高圧ホース接続部の
緩み

通行人より「屋外の容器からガス漏れ音とガス臭がする」との通報を受けた消防が現場に出動し、当該共
同住宅の供給設備（50㎏容器×4本）の容器バルブを全て閉止し、拡散作業を実施した。消防から連絡を
受けた販売事業者が現場に到着し、1本の容器において容器バルブと高圧ホースの接続部からガスの漏
えいを確認した。
原因は、容器交換時に、容器バルブと高圧ホースの接続部の締め付けが不足していたため、当該接続部
がゆるみガスが漏えいしたものと推定。 高圧ホース 富士工器（株）

不明
(2015年9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警報器なし
・集中監視システムなし

･販売事業者は、当該容器交換を実施した配送員が、同日に容器交換を行った他の供
給設備（25件）について漏えい検査を実施した。また、当該配送員に対して容器の配送・
交換・保安業務について教育実習を実施すると共に、新たに配送コンテストを計画する
等、社員への定期的な教育・訓練の見直しを行った。

13 2016/1/31
京都府

京丹後市
漏えい

その他（屋外）
10:30

他工事業者（水道工事
業者）

他工事業者（水道工事業
者）の作業ミス

水道工事業者が道路掘削作業中、集団供給（20戸）の埋設供給管（ジュ-ト巻き白管32A)に重機を接触さ
せ、当該供給管よりガスが漏えいした。水道工事事業者はタオルとビニールテープを巻き付ける応急措置
を施し、販売事業者に連絡をした。連絡を受けた販売事業者は現場に出動し、破損箇所から下流の供給
先（3戸）に対して仮設容器による供給を行うため、個別仮設供給設備工事を実施した。また、水道工事事
業者による水道管の補修工事完了後に、バイパス工事により設置した埋設供給管を本管に接続し、仮設
供給設備の撤去を実施した。
原因は、当該水道工事業者が掘削作業を実施する際に埋設供給管の存在を把握していたが、作業員の
不注意により損傷させたもの。

供給管（埋設部） 不明 不明
全国農業共同組合連
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
・漏えい検知メーターあり

14 2016/2/1
青森県

北津軽郡
漏えい

事務所
木造1階建

15:23 その他(雪害） 落雪による調整器損傷

事務所において、消費者より「ガス臭い」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、調整器が損傷し
ていることを確認した。
原因は、当該事務所の屋根からの落雪により、調整器が損傷したため、ガスが漏えいしたものと推定され
る。

調整器
(単段式過流防止型）

I･T･O(株)
HS-5BP(2012年11月
製造）

ミライフ東日本(株)

・ガス放出防止器あり
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置なし
・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、事故報告が遅延していたため、事故が発生した際は、速や
かに報告するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、ガスの滞留が無いことを確認後、今後の再発防止のため、配管を延長
し、雪害の影響を受けない場所にメーターや容器を設置した。

15 2016/2/2
京都府
城陽市

漏えい火災
その他（空き

地）
11:00

他工事業者（家屋解体
事業者）

他工事業者（家屋解体事業
者）による作業ミス

集合供給の閉栓先（戸建）の宅地内において、解体事業者が、家屋の解体工事を行っていたところ、コンク
リートの塀を倒しガス管（供給管）の立ち上がり部を下敷きにし、ガス管が折損しガスが漏えい、折損部から
50cm程度の火が上がった。
原因は、解体事業者がコンクリート塀の解体中、誤ってガス管の立ち上がり部分を折損させ、ガスが漏えい
したが、漏えいに気付かず、電動切断機でコンクリート塀を分断したため、当該切断機の火花が漏えいした
ガスに引火したもの。 ガス管（SPG) 不明 不明

伊丹産業㈱

・ガス放出防止器なし
・マイコンなし
・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

・販売事業者は、集団供給の閉栓先において、他工事業者から工事の事前連絡を徹底
させるため、重機作業等による事故の可能性があるガス管に「工事の際は連絡を下さ
い」との旨を記載した札の取り付けを徹底することとした。

16 2016/2/3
山口県

山陽小野田市
漏えい

その他（集合
供給の団地）

13:15
他工事業者（下水道工

事業者）
他工事業者（下水工事業
者）による作業ミス

集合供給の団地において、下水工事業者が道路掘削中、パワーショベルで誤ってガス管(PE20A)を損傷さ
せ、ガスが漏えいした。
原因は、下水工事業者が、岩盤を取り除く際に、ガス管（PE20A)が見えていたにも関わらず、手掘りをせず
パワーショベルを使用し、操作ミスによりガス管を損傷させ、ガスが継続して漏えいした。
なお、販売事業者は、当該工事中に立ち会っていたものの、手掘りの指示は行っていなかったとのこと。

供給管（埋設部） 不明 不明 西日本液化ガス㈱

・ガス放出防止器あり
・マイコンなし
・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
・集中監視システムあり(双方向）

・県は、販売事業者に対し、現地の立ち会いを行っている際中の事故であったことから、
施工中の現地確認を徹底するよう指導した。

17 2016/2/4
青森県
青森市

漏えい
一般住宅
木造2階建

17:00 その他（雪害）
落雪によるガスメーターの
損傷

一般住宅において、ガス臭に気付いた巡回中の警察官が消防と販売事業者に通報した。通報を受けた販
売事業者は容器バルブを閉めるよう依頼し出動、調査したところガスメーター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氷の塊が落下し、ガスメーターが損傷し、ガスが漏えいしたもの。

マイコンメーター
S型

東洋ガスメーター（株）
STG25TMT
(平成21年6月）

㈱青森サフィア

・ガス放出防止器なし
・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
・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遅れが見られたことから、今後
は早急に報告するよう指示した。
・販売事業者は、まだ落雪のおそれがあったことから、応急措置として20Kg容器は回収
し、屋内に5kg容器を設置していた。
　なお、屋根雪が少なくなった段階で、元の状態に復旧することとした。

18 2016/2/5
秋田県
大館市

漏えい
一般住宅
木造2階建

10:20 その他（自然落雪）
落雪による調整器接合部の
損傷

一般住宅において、消防より「ガスが漏えいしガス臭い」との連絡を受けた当該地区の防災協議会連絡所
が出動し、容器バルブを閉止、又、販売事業者も出動し確認したところ､容器周辺に氷塊と雪が散乱してお
り、容器と自動切替調整器の接続部が折損していたことを確認した。
原因は、当該住宅の屋根に降雪が堆積し、氷の状態となり落下し、容器と自動切替調整器を直接接続して
いたため、接続部に負担がかかり折損し、ガスが漏えいしたもの。 一体型自動切替式調

整器
矢崎エナジーシステム
㈱

AS6Z-NT-600L
カメイ㈱

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり
・自動ガス遮断装置（対震）
・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

・販売事業者は、自動切替式調整器を容器に直接接続せず、両側共ホースで接続する
こととした。又、落雪防止のためコンクリートパネルを設置した。
・販売事業者は、消費者に対して、落雪の危険のある顧客に検針、落雪事故防止啓発
のための配送時にパンフレットを配布した。

19 2016/2/5
滋賀県
長浜市

漏えい火災
一般住宅
木造2階建

9:12 一般消費者等
消費者による
器具の取り扱いミス

一般住宅において、消費者がこんろを使用中、二口ガス栓の未使用側を誤って開放し、漏えいしたガスに
こんろの火が引火、台所の壁を一部損傷し、当該ガス栓のツマミ部が溶解した。
原因は、消費者が誤って二口ガス栓の未使用側を開放したが、当該ガス栓には不適切なプラスチック製の
キャップが装着されていたため、ヒューズガス栓の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、こんろの火が引火したものと推定される。
なお、ガス栓のつまみ部分が溶けたことにより、ガスの流量が増加し、マイコンメーターの増加流量遮断機
能により、ガスは遮断された。

二口ヒューズガス栓 矢崎総業（株） 不明
北びわこ農業協同組
合

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり(ガス警報器連動作動あ
り）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり(作動しない）
・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(片方向）

・県は、販売事業者に対し、ガス器具の安全・安心な使用方法について、再度、消費者
に周知するよう指導した。
・販売事業者は、消費者に対し、閉栓カバーの取り付けを提案した。

20 2016/2/5
北海道
網走市

漏えい
共同住宅
木造1階建

19:00 その他（雪害）
落雪による供給管継手部の
損傷

一般住宅において、消費者より「ガス臭がする」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、供給管の
継手部が損傷し、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、屋根からの落雪や氷により、供給管に荷重がかかり損傷し、ガスが漏えいしたもの。

供給管 不明 不明 山崎石油㈱

・ガス放出防止器なし
・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（作動なし）
・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

・北海道は、販売事業者に対し、事故状況の聴取を実施するとともに、現場の写真を提
出するよう指導した。
・販売事業者は、供給管の損傷防止のため落雪が当たらないように配管経路を改めた。
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21 2016/2/8
岐阜県
山県市

漏えい
学校

鉄筋コンク
リート4階建

15:44 販売事業者

設備等の不備（レインキャッ
プの離脱）に伴う劣化
＜法令違反＞
液石法第16条の2
（基準適合義務等）
規則第19条第1項4号
バルク供給・充てん設備告
示第12条第1項第2号
高圧法第36条第2項
（危険時の措置及び届出）

中学校において、集中監視センターからの要請により販売事業者が出動したところ、バルク貯槽の安全弁
放出管からガスが漏えいしていた。液相配管圧力に異常は見られず、当該安全弁を閉鎖したが漏えいが
継続したため、液取り出し弁元弁にて閉鎖し、別の安全弁及び元弁を仮装着した。なお、当該安全弁放出
管のレインキャップは外れ、約0.5m離れた場所に落ちていた。
原因は、メーカーの調査結果から、安全弁シートパッキングの破損及び弁体空気抜き穴の埋めこみ部分の
開通によるものであるが、当該安全弁放出管のレインキャップが風等の揺動により外れたため、雨水が浸
入、貯留し、凍結融解を繰り返したことで、安全弁弁体の空気抜き穴を塞いでいた接着剤が劣化、及び雨
水の砂粒物の侵入、凍結融解による破損によるものと推定される。

（バルク貯槽2900kg×1基）

バルク貯槽 日本車両製造㈱
16名2135(平成17年6
月9日製造）

ぎふ農業協同組合

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンSなし
・自動ガス遮断装置あり（ガス警報器連
動）
・ヒューズガス栓あり(作動なし）
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムあり（双方向）

・販売事業者に対し、事故処理報告及び集中監視システムにて異常を覚知した場合は、
消防本部を含む関係機関に速やかに通報するよう指導した。
又、同型の安全弁の使用を禁止し、別型の安全弁及び元弁が技術上の基準に適合す
るように変更許可申請手続きをもって工事を完了させるとともに、完了までの間の当該
特定供給設備の事故配管部の使用を禁止し、併せて配管用安全弁は5年以内ごとに点
検するか取り換える措置をとるよう指示した。
・販売事業者は、レインキャップを新品と交換した。又、一時的に同型の新品と交換、又
は変更許可申請により別型のものと交換するまでは、液取り出し弁からは液相配管は
使用を控えることとした。

22 2016/2/8
埼玉県
川口市

漏えい爆発
共同住宅
木造2階建

15:05 一般消費者等
消費者による
点火ミス

共同住宅において、管理会社より「消費者宅で風呂釜が爆発燃焼した」との連絡を受け、販売事業者が出
動したところ、BF式風呂釜のケーシング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、何らかの要因で種火が点火せず、点火操作を繰り返し行った
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と推定される。

風呂釜 ㈱ガスター
BF式
（1997年5月製造）

日本瓦斯㈱

・ガス放出防止器あり(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、風呂釜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、当該風呂釜を屋外式のものへの交換を予定した。

23 2016/2/12
京都府
京都市

漏えい爆発
軽傷１名

飲食店
鉄骨造3F建

18:00 一般消費者等
消費者による
点火ミス

飲食店において、従業員が焼き肉用ロースター付テーブルのロースターを点火したところ、炎が上がり、着
席していた客１名が軽度の火傷を負った。
原因は、従業員が当該ロースターを使用の際、最初の点火では何らかの要因により着火していなかった
が、そのことに気付かず、着火兼火力調整つまみを半開きにしたままの状態であったため、当該ロースター
内に未燃ガスが滞留、再度点火した際、漏えいしたガスに点火時の火が引火したものと推定される。
なお、販売事業者が取り付けた当該ロースター付テーブルの下のガス警報器は、当該飲食店により取り外
されていた。

ロースター シンボー（株）
SKRY
開放式（1997年7月製
造）

伊丹産業㈱

・ガス放出防止器あり(作動なし）
・マイコンSB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
・業務用換気警報器あり（鳴動なし）
・集中監視システムあり（双方向）

・府は、販売事業者に対し、ガス警報器の重要性について飲食店の従業員等に周知す
るよう口頭指導した。
・販売事業者は、毎年実施している周知の際、警報器が取り外されていないかを確認
し、再発防止に努めることとした。

24 2016/2/15
愛知県
一宮市

漏えい火災
その他（店舗）
鉄骨造り1階

建
6:50 一般消費者等

消費者による
器具の取り扱いミス

店舗の調理室において、店員(アルバイト）が業務用フライヤーに点火しようとしたところ、炎が上がったた
め、消火器で消火した。なお、炎により業務用フライヤーに接続された金属フレキシブルホースが損傷し
た。
原因は、事故前夜、別の店員が、当該フライヤーの器具栓を完全に閉めていなかったため、器具栓部から
推定0.002㎥（2リットル）のガスが漏えいし、滞留していたガスに点火時の火が引火したものと推定される。
なお、事故当時ガス警報器は鳴動していなかった。 業務用フライヤー 株式会社サミー SF-018

大陽日酸エネルギー
㈱

・ガス放出防止器あり
・マイコンメーターあり
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故についての聞き取り調査を実施した。
・販売事業者は、配管や器具のガス漏れ検査を実施した。

25 2016/2/20
群馬県
安中市

漏えい
一般住宅
木造2階建

16:17
他工事業者（建物解体

工事業者）
他工事業者（建物解体工事
業者）による作業ミス

戸建て住宅へ集団供給（全30戸）している地区において、解体工事業者が建物解体工事中に重機で埋設
管を損傷させ、ガスが漏えいした。
原因は、当該工事業者が、誤って埋設配管に重機を接触させたたため、損傷部よりガスが漏えいしたも
の。
なお、埋設管表記の札が劣化しており、埋設配管の位置が不明瞭であった。

供給管（埋設部） 不明 ポリエチレン管 京浜燃料㈱

・ガス放出防止器あり（作動なし） ・県は、販売事業者に対し、届出が遅滞した理由の確認及び再発防止対策の聞き取り
を実施し、今後、事故届の提出の遅滞がないよう口頭で指導した。
・販売事業者は、埋設管の表示札等の交換を行い、また長期閉鎖中の住宅が解体され
る場合における関係事業者との連絡体制の構築を行った。

26 2016/2/29
埼玉県
越谷市

一酸化炭素中
毒

（軽症1名）

飲食店
鉄骨造2階建 17:09 一般消費者等

消費者による
器具の取り扱いミス

飲食店において、従業員より「ガス警報器が鳴っている」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、
業務用換気警報器が鳴動していたこと、換気扇が作動していなかったこと、従業員1名が軽度の一酸化炭
素中毒であったことを確認した。
原因は、従業員が使用していた業務用こんろが、不完全燃焼を起こしていたことに加え、ファンベルトの切
断により換気扇が作動せず業務用換気警報器が鳴動したが、当該こんろを使用し続けたことにより、室内
に一酸化炭素を含む排気ガスが滞留したものと推定される。
また、事故発生日より3日前に、鍋の底が抜け落ち、内容物が当該こんろに流入したが、メンテナンスが不
十分であったため、不完全燃焼を起こしたものと推定される。

（バルク貯槽498㎏×1基）

業務用こんろ オザキ㈱
開放式（2014年6月製
造）

㈱サイサン

・ガス放出防止器なし
・マイコンSB
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり（鳴動あり）
・業務用換気警報器あり（鳴動あり）
・集中監視システムあり（片方向）

・県は、販売事業者に対し、飲食店に設置されていたCO警報器の履歴調査、及び消費
者への再周知を指示した。
・販売事業者は、消費者に対し、調理こんろのメンテナンス及び換気扇の修繕を実施し
た。又、一酸化炭素中毒についての注意喚起を実施するとともに、始業前の換気扇作
動の徹底を要請し、年1回以上の定期訪問による周知を実施することとした。

27 2016/3/3
滋賀県
甲賀市

漏えい その他(空地） 14:15
他工事業者（水道管工

事業者）
他工事業者（水道管工事業
者）による作業ミス

空き地において、水道管工事業者よりガスを漏えいさせたとの連絡を受け、販売事業者が出動したところ、
容器庫からの埋設供給管の引込み管（ポリエチレン管25A)よりガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、水道管工事業者が、工事の掘削中において、重機を誤って当該引込み管を損傷させたため、ガス
が漏えいしたもの。
なお、本工事の実施に際し、事前に水道管工事業者と販売事業者は、工事内容の協議及び埋設配管の試
堀を実施していた。
また、当該水道管工事業者は以前（平成27年4月29日）にも、同様の事故を起こしており、販売事業者も今
回の事故と同じ事業者であった。

供給管（埋設部） 不明 ポリエチレン管25A エルピー㈱

・県は、現地での状況確認を実施した。又、販売事業者に対し、再発防止策を検討する
よう指示した。

28 2016/3/5
愛媛県
伊方町

漏えい
一般住宅
鉄筋コンク

リート造2階建

13:12 販売事業者
経年による容器底辺部の腐
食

一般住宅において、近隣住民から「LPガス臭がする」との連絡を受け、消防職員及び販売事業者が出動し
たところ、20kg容器2本のうち1本からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該容器が長期間放置されていたことにより、外面が腐食し2ｍｍ程度のピンホールが発生した
ため、住宅付近にガスが漏えいしたもの。（漏えい量不明）
なお、販売事業者は当該宅において、本人死亡に伴い約14～15年前にLPガスの供給を停止したものの、
容器・ガスメーター等の供給設備を撤去しないまま誤って販売台帳等から情報を削除したことにより、供給
設備の点検等管理を長期間行っていなかった。

容器 不明 不明
西宇和農業
協同組合

・ガス放出防止器なし
・マイコンなし
・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、事故の概要、原因等について聞き取り調査を実施し、当該
事故と同様の事例（販売台帳の記載漏れにより設置されたままの供給設備）がないかど
うか早急に調査をするよう指示する共に、当該調査に係る実施時期・調査方法等を記載
した計画書の提出も口頭で指示した。
又、今回の事故は、販売事業者が誤って販売台帳等から情報を削除したことが間接的
な原因となっていることから、口頭で厳重に注意した。
・販売事業者は、今回の事故と同様の事例がないかどうか、現在その調査方法・実施等
について検討中。

29 2016/3/5 東京都足立区 漏えい 共同住宅 14:08
他工事業者（土木工事

業者）
他工事業者（土木工事業
者）による作業ミス

共同住宅において、土木工事業者より「コンクリート内に埋まっていたガス管（白管）に穴をあけてしまった」
との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、パイプシャフト内埋設配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、土木工事業者が当該住宅内のはつり工事中に、誤って機器などで埋設配管に穴をあけたため、
損傷部よりガスが漏えいしたもの。

（バルク貯槽980㎏×1基）

配管
(埋設部）

不明 不明 

河原実業（株）

・マイコンSあり ・都は、販売事業者に対し、他工事業者による工事などを実施する場合は、事前に他工
事事業者より連絡をさせるように口頭で指導した。

30 2016/3/7
宮城県
仙台市

漏えい その他（屋外） 10:40
他工事業者（都市ガス

供給業者）

他事業者（都市ガス事業
者）による工事ミス

一般住宅において、消費者より「ガスの使用が出来ない」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、
バルク供給設備の安全装置が作動しガスの供給が停止していることを確認した。
原因は、埋設管水道工事をしていた水道工事業者より供給管の撤去依頼を受けた都市ガス事業者が、
誤って当該埋設供給管の縁切・撤去工事を行ったもの。

供給管（埋設部） 不明 不明
㈱ミツウロコ

・ガス放出防止器設置（作動あり） ・県は、都市ガス事業者に対し、工事を実施する際には埋設供給管の状況等を必ず確
認することを口頭で指導した。
又、販売事業者に対し、できるだけ早くバルク供給設備の安全確認と復旧等を措置をす
るよう指示した。
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31 2016/3/15
北海道
小樽市

漏えい
共同住宅

木造 7:50 その他(凍上）
凍上による集合措置（調整
器とヘッダーとの接続部）の
損傷

共同住宅において、住人からの通報を受けた消防が出動し、容器バルブを閉止した。消防からの連絡を受
けた販売事業者が出動したところ、自動切替式調整器と集合装置のヘッダーとの接続部分より、ガスが漏
えいしていることを確認した。
原因は、地面の凍上により、容器庫、横引き配管及び自動切替式調整器が押し上げられ、集合装置が建
物基礎部分にアングル金具により固定されていたことから調整器と集合装置のヘッダーとの接続部分に負
荷がかかり亀裂が入ったため、ガスが漏えいしたもの。 自動切替式調整器 矢崎総業（株） 矢崎AS10ZA

北海道日通プロパン
販売（株）

・ガス放出防止器なし
・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

・北海道は、今後講習会等の機会を利用し、事故防止の啓発を行うこととした。
・販売事業者は、ボンベ庫配管入口部分の開口を広げ、横引き配管のエルボ返しを２箇
所にして配管に可とう性を持たせ調整器及び集合装置に直接影響がないよう施行した。
又、従業員に対し、配送時や検針時に供給設備及び配管に歪み等を発見した場合は報
告をさせ、担当者が現場確認し、改善が必要な場合は、速やかに措置を講ずることとし
た。

32 2016/3/17
徳島県
海陽町

漏えい爆発
軽傷１名

一般住宅
木造2階建

18:00
設備工事業者

設備工事業者の工事ミス

一般住宅において、消費者が新設したビルトインこんろのグリルを使用したところ、爆発が発生し、1名が火
傷を負った。
原因は、設備工事業者が当該ビルトインこんろを設置する際、当該ビルトインこんろと短管の締め付けが
不足していたため、ガスが漏えいし、グリル点火時の火が引火したものと推定される。
なお、当該工事業者は、ビルトインこんろの設置後、漏えい検査を行い、工具で各接続部の締まり具合を
確認したが、ガスの漏えいには気付かなかった。 配管 リンナイ㈱

RS31W20K10D-VW
（2016年2月製造）

海南石油

・ガス放出防止器あり
・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
・集中監視システム設置なし

・県は、設備工事事業者に対し、設備工事を行った際は、漏えい試験を徹底して行うよう
指導すると共に、再発防止策を文書にて提出するよう指導した。
又、事故の報告が遅れたことについては、今後速やかに連絡するよう指導すると共に、
再発防止の実施及び社内の保安教育について徹底するよう文書により指導した。
・設備工事事業者は、設備工事終了後の気密試験及び漏えい試験を自気圧計にて確
実に実施することを再度徹底することとした。

33 2016/3/17
栃木県
日光市

漏えい
飲食店

木造3F建
11:00 充てん事業者

過充てんによる容器バルブ
の安全弁の作動

飲食店において、50kg容器の一方の安全弁が作動しガスが漏えいした。
原因は、ガスの充てん事業者が、容器に充てんする際、残ガス量を過少計量する不適切な充てん機を使
用したため、過充てんを行ったことに加えて、当日の気温上昇により、容器内圧が上昇し、安全弁が作動し
たもの。
なお、当該店においては、1週間に1本の割合で容器交換を行っているが、容器交換後1時間から1時間半
経過した頃に安全弁が作動した。 容器バルブ 不明 不明 イツモ高圧㈱

・ガス放出防止器なし
・マイコンSBあり（作動なし）
・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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システム設置なし

・県は、販売事業者に対し、事故の状況を速やかに報告するよう指導した。
・販売事業者は、安全弁作動後、容器を安全な場所に移動し、容器内圧力が下がるま
で放出した後バルブを閉鎖した。
また、容器は当日中に卸業者に引き渡した。

34 2016/3/22
群馬県
前橋市

一酸化炭素中
毒

（軽症3名）

共同住宅
鉄骨造2階建

19:22 一般消費者等
断熱材による給排気口の閉
塞

共同住宅において、消費者がRF式給湯器を使用中、一酸化炭素が居室内に流入し、当該消費者を含む3
名が軽度の一酸化中毒で入院した。
原因は、消費者が、何らかの要因により住宅用断熱材が給排気口を覆った状態となった当該給湯器を使
用したため、給気が阻害され不完全燃焼を起こし、また浴室や台所の換気扇使用により、室内が負圧の状
態となったため、当該建物の隙間より一酸化炭素含む排気ガスが流入したものと推定される。
なお、当該機器の不良の可能性についてメーカーと独立行政法人製品評価技術基盤機構との検証が行わ
れているが結論は出ていない。

瞬間湯沸器（ＲＦ式） ㈱ガスター 不明（製造年月:不明） 京濱燃料㈱

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンSあり
・自動ガス遮断装置あり（対震（作動な
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
・集中監視システム設置（双方向）

・県は、販売事業者に対し、再発防止対策を講じること及び事故原因の早期報告を口頭
で指導した。
・販売事業者は、凍結防止措置を取っている建物管理者の洗い出しを行い、当該管理
者に対して不要な断熱材の撤去を依頼した。
また、社員に対し屋外給湯器の設置や事故対応についての再教育を、加えて消費者に
対し注意喚起を行った。

35 2016/3/25
広島県
広島市

漏えい
一般住宅
木造1階建

20:22 販売事業者 容器交換時の作業ミス

一般住宅において、周辺住民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、容器に未接続の
高圧ホースより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、供給側の容器に高圧ホースを接続せずガスの供給を開始したため、予備側の容
器からガスが流れ漏えいしたもの。

高圧ホース 不明 不明 （株）ナカガワ

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり
・自動ガス遮断装置あり
・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、来庁の上、責任者が事故発生経緯を説明することを求め、
当該事故に係る周知、作業時確認の徹底を図るよう口頭で指導した。

36 2016/3/29
静岡県
袋井市

漏えい火災
一般住宅
木造2階建

7:50 一般消費者等
こんろと低圧ホース（ガス
コード）の接続不良

一般住宅において、消費者より「こんろ付近より火が上がって壁が焦げた。けが人は居ないが、消防署に
連絡をいれたところガス会社に連絡するように指示があった」との連絡を受け、販売事業者が出動し確認し
たところ、台所のガス栓、低圧ホース（ガスコード）、キッチンパネル、レンジフードに一部焼損があり、ガス
栓と低圧ホース（ガスコード）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、消費者が当該こんろを使用の際、当該ガス栓と低圧ホース（ガスコード）の接続が、何らかの要因
により不十分であったため、接続部よりガスが漏えいし、点火時の火が引火したもの。

低圧ホース（ガスコー
ド）

不明 不明
ガステックサービス
（株）

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

・販売事業者は、消費者に対し、器具の取り扱い方法を説明し、換気に十分気を付ける
よう再度周知した。

37 2016/4/9
広島県
庄原市

漏えい火災
共同住宅
鉄骨造

8:10 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した際、二口ヒューズガス栓の未使用側を開放したところ、当該
ガス栓付近から出火した。
原因は、消費者が、当該ガス栓の未使用側を誤って開放したが、異物混入防止のためのキャップが装着し
てあったため、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、当該こんろ点火時の火が引
火したもの。

（バルク貯槽490㎏×1基、貯槽1トン×1基）
二口ヒューズガス栓 不明

不明 日通エネルギー中国
（株）

・ガス放出防止器なし
・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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムあり（双方向）

・販売事業者は、消費者に対し、二口ヒューズガス栓、ゴム管を交換しガス漏えい検査を
実施すると共に、閉栓カバーの設置の上、未使用側ガス栓を開放しないよう周知を徹底
した。

38 2016/4/10
神奈川県
川崎市

漏えい

飲食店
鉄筋コンク
リート造
1階建

7:30 一般消費者等
消費者による器具の取り扱
いミス

飲食店において、店舗前を通行していた一般人より「ガス臭気がする」との連絡を警察から受け、消防及び
販売事業者が出動したところ、たこ焼き器の器具栓が完全に閉まっていなかったことを確認した。
原因は、たこ焼き器の器具栓が完全に閉まっていなかったため、ガスが漏えいしたもの。

業務用たこ焼き器 不明

不明
（製造年月日
2011年1月）

JA全農かながわ

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンEBあり（作動なし）
・自動ガス遮断装置あり（対震・作動な
し）
・ヒューズガス栓あり（作動なし）
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムあり（双方向）

・販売事業者は、店舗責任者に対し、事故当日には、自記圧力計による測定で漏れが
ないことを確認したチャート紙へのサインを依頼し注意勧告をするとともに、
翌日も、使用状況・発生状況確認及びガス器具使用の再注意喚起のため業務用周知チ
ラシを配布した。

39 2016/4/18
岡山県
倉敷市

漏えい
共同住宅

木造
10:30

他工事業者（下水道工
事業者）

他工事業者（下水道工事業
者）による作業ミス

共同住宅において、下水道工事業者が、敷地内のコンクリート部を掘削中に、使用していたハツリ機によ
り、埋設管（PE管25A）を損傷させガスが漏えいした。
原因は、当該工事業者が敷地内の埋設管を認識していなかったことにより、誤って損傷させたもの。
なお、当該建物管理会社から工事に係る連絡はなかった。

（バルク貯槽298㎏×1基） 供給管（埋設部） 不明
ポリエチレン管25A
（製造年月：不明）

伊藤忠エネクスホーム
ライフ西日本（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンなし
・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

・販売事業者は、工事完了後気密試験を実施し、漏れがないことを確認すると共に、そ
の後、共同住宅の各戸を訪問して点火確認をした。
又、建物管理会社に対し、工事について事前連絡等の徹底を依頼した。

40 2016/4/28
北海道
札幌市

漏えい

共同住宅（そ
の他店舗）
鉄筋コンク

リート造３階建

21:30 一般消費者等
消費者による器具栓の不完
全閉止

共同住宅において、住民より「帰宅したところガス臭を感じた」との連絡を受け、消防及び販売事業者が出
動したところ、当該住宅の1階・店舗（飲食店）のマイコンメーターがBR（圧力微小漏えい警告）を表示してお
り、当該店舗は既に閉店していたが、ガスが使用中であることを確認した。
原因は、当該店舗の従業員が、厨房内の業務用ガステーブル（４口）の１ヶ所のバーナーのつまみを閉め
忘れて開放状態にしていたため、ガスが漏えいしたもの。
なお、ガス警報器は、当該店舗の従業員により取り外されていたため未設置であった。

（バルク貯槽498㎏×1基）

業務用レンジ タニコー（株）
T1222
（製造年月：2000年12
月）

北海道エナジティック
（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンSB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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、店舗従業員に対し、閉店後のガス栓閉栓の確認を依頼した。
又、店舗内のメイン管にボールガス栓を設置し、店舗従業員が帰宅する際に閉栓しても
らい、二重での安全対策をとるとともに、電話回線による監視や、ガス警報器をメーター
連動にする等の安全対策の検討も実施することとした。
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41 2016/5/5
東京都

江戸川区
漏えい 一般住宅 不明 不明

容器バルブのねじ込み不完
全

一般住宅において、消費者より容器付近がガス臭いとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、ガス検知器により容器バルブねじ込み部よりガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、容器バルブのねじ込みが不十分であったことにより、ガスが漏えいしたもの。

（バルク貯槽　980kg）
容器バルブ 不明 不明 （株）サイサン

不明

42 2016/5/7
福島県
田村市

漏えい
一般住宅
木造2階建

10:00
他工事業者（解体工事

業者）
他工事業者（解体工事業
者）による供給管の損傷

一般集宅において、集中監視センターより圧力低下遮断の連絡を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、容器バルブが閉栓されていることを確認した。原因は、解体工事業者が母屋解体工事の際に、誤って
メーター上流の供給管を損傷させたためガスが漏えいし、容器バルブを閉めて漏えいを止めたもの。
なお、解体工事を行っていた大工は配管の存在を認識していなかった。

供給管（鋼管） JFE継手（株）
SUS-PVC-１５AF
（2015年製造）

福島さくら農業協同組
合

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

・県は、販売事業者への立入検査時に漏えい事故が発生していたことを覚知し、事故報
告書を速やかに提出するよう指導した。
・販売事業者は、消費者に対し、LPガスを供給しているしている建物で解体工事等を行
う場合には、販売事業者に連絡をするように周知した。

43 2016/5/9
福岡県
福岡市

漏えい
共同住宅
木造2階建

17:00
他工事業者(水道工事

業者）
他工事業者（水道工事業
者）による作業ミス

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、販売事業者が調査したところ、配管埋設
部からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該配管付近にサンダーの使用及びコンクリート埋戻しの形跡が確認されたことから、水道工事
業者が、工事を行った際、誤って当該配管を損傷させたものと推定される。
なお、消費者によると、事故当日の朝までガスの使用はできていたが、夕刻帰宅後に使用出来なくなったと
のこと。
また、日中、水道工事が行われていたとのこと。

（バルク貯槽　495kｇ×1基）

配管
(埋設部）

不明 不明 (株)因幡燃料商会

・ガス放出防止器あり
・マイコンSあり(作動あり）
・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置なし
・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、報告遅延に関する指導及び再発防止の指示を行った。
・販売事業者は、埋設配管を露出配管として復旧した。

44 2016/5/10
東京都八王子

市
漏えい爆発

一般住宅
木造

21:44 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「風呂釜を点火したら異常音がしたので調べて欲しい」との連絡を受け、販
売事業者が調査したところ、BF式風呂釜の左右面パネルが損傷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、何らかの要因により種火が点火せず、点火操作を繰返し行っ
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と推定される。

風呂釜 (株)長府製作所
BF式
（1997年5月製造）

日本瓦斯(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり(作動しない）
・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
・集中監視システムなし

・販売事業者は、当該風呂釜の接続を外してガス栓にプラグ止めを施し使用禁止すると
共に、RF式給湯器に交換した。

45 2016/5/11 静岡県静岡市 漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
11:30

他工事業者（水道工事
業者）

他工事業者（水道工事業
者）による作業ミス

共同住宅において、水道工事業者が水道メーター交換作業中に、ガスが漏えいした。
原因は、水道工事業者が当該埋設管を認識していなかったことにより、誤ってカッターで埋設供給管を損傷
させたもの。
なお、販売事業者によると、水道工事業者から工事前の確認はなかったとのこと。

供給管
（埋設部）

日立金属
プラスティック被膜鋼
管(PLS-25A)

イワタニ静岡(株)

・ガス放出防止器あり（作動しない）
・マイコンSあり(作動しない）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり（作動しない）
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、他工事業者（水道工事業者）に対し、施行前の事前打ち合わせ等の実
施を要請した。

46 2016/5/12
神奈川県足柄

市
漏えい爆発

共同住宅
木造造2階建

19:15 一般消費者等 消費者による点火ミス

共同住宅において、オーナーより「部屋の風呂釜が爆発した」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前面及び側面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、何らかの要因で口火が点火せず、点火操作を繰返し行ったた
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と推定される。

風呂釜 (株)ノーリツ
BF式
（2000年12月製造）

日本瓦斯㈱

・ガス放出防止器あり（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
・集中監視システムなし

・販売事業者は、消費者に対し、当該風呂釜の即日使用禁止を伝えると共に、メーカへ
の調査を依頼し、RF式給湯付風呂釜への変更を実施した。

47 2016/5/13
広島県
広島市

漏えい

事務所
鉄筋コンク
リート造
4階建

15:52 販売事業者 供給管の腐食・劣化

事務所において、近隣住人より「窓を開けると隣のビルよりガス臭がする」との連絡を受け、販売事業者が
調査したところ、供給管にガスの漏えいがあることを確認した。
原因は、当該供給管の埋設部（コンクリート土間打ち）、若しくは隠ぺい部の供給管が経年劣化により腐食
していたものと推定される。

供給管
（埋設・隠ぺい部）

不明 不明
広島ガス可部販売
（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり
・自動ガス遮断装置あり(対震)
・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、当該埋設管から露出配管への交換を実施すると共に、他の経年管に
ついても交換を徹底することとした。

48 2016/5/20
埼玉県
日高市

漏えい爆発
軽傷1名

その他（作業
場）

木造造1階建
13:00 一般消費者等

消費者による器具の取り扱
いミス
＜液化石油ガス法＞
第14条
第16条第2項
第27条第2号及び第3号
第81条

作業場において、消費者が業務用二重巻こんろに、質量販売で購入した10Kg容器を接続して使用中、一
旦ガス栓を閉め再使用した際に爆発し、軽傷を負い、ガラス、建具及びドアが損傷した。
原因は、消費者が一旦火を止めようとガス栓を閉めた際、完全に閉めていなかったためガスが漏えいして
いたが、その状態で再度点火したため、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。

(質量販売10kg×1本）
業務用こんろ 不明 不明 （有）山岸屋商店

・ガス放出防止器なし
・マイコンなし
・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
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故に至った経緯について事情徴収を行うとともに、指導票
を用いて文書指導を行った。
・販売事業者は、消費者より事故情報の収集を行うと共に、原因や負傷者等を確認し
た。
また、県に対して、質量販売における改善計画書を提出した。

49 2016/5/25
宮城県

気仙沼市
漏えい

一般住宅
木造

6:44 一般消費者等
消費者による供給管の取り
扱い不備

一般住宅において、消費者が敷地内の除草作業中、埋設供給管からガスが漏えいした。
原因は、消費者が、埋設供給管の表示杭に十分注意を払わず、地中から出ていた植物の根をつるはしで
除去する際、当該供給管を直撃し損傷させガスが漏えいしたもの。
なお、平成10年に、販売時事業者による当該埋設管についての説明はあったものの、経年により雑草が繁
殖し、表示杭は確認出来ない状態となっていた。 ポリエチレン管（口径

25mm・埋設部）
三井化学産資（株） 不明 気仙沼市ガス

・ガス放出防止器なし
・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、埋設管に関する周知を行う等、再発防止策を検討・実施す
るよう指導した。
・販売事業者は、当該消費者立会いのもと、埋設管の位置を再確認すると共に、チラシ
やパンフレット配布による注意喚起を徹底した。

50 2016/5/26
東京都

江戸川区
漏えい 共同住宅 9:40

他工事業者(水道工事
業者）

他工事業者（水道工事業
者）による作業ミス

共同住宅において、水道工事業者より「埋設ガス管を傷つけてしまった」との連絡を受け、販売事業者がバ
ルブの閉栓を依頼し、現場へ出動し、ガス管を修理した。
原因は、水道工事業者が下水工事中に誤って埋設供給管を損傷させたもの。

（バルク貯槽　980kg×1基） 供給管
(埋設部）

不明 不明 ミライフ(株)

・販売事業者は損傷配管の修繕を行った。



 2016年事故概要

6ページ

NO. 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

51 2016/5/28
佐賀県
小城市

漏えい

その他（養護
施設）

鉄筋コンク
リート造
2階建

14:50 販売事業者
経年による機器等の腐食・
劣化

養護施設において、職員より「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
クター内にある圧力計の接続部、気化器への高圧配管にある圧力計の接続部、気化器の気相供給パイプ
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、圧力計の接続部の２ケ所については、パッキンの経年劣化によるもの、気化器の気相供給パイプ
の接続部については、長期の震動等によるナットの緩みによるものと推定される。 ①その他機器（圧力

計）
②その他（継手部）

①長野計器
（圧力計（プロテクター
内））
②（株）草場計器製作
所
（圧力計（高圧配管
部））
③不明(継手部）

①GS-51-231
(製造年月日2003年1
月9日）
②02311336
(製造年月日不明）
③不明

（株）JAライフサポート
佐賀

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

・県は、販売事業者に対し、液化石油ガス設備工事の届出の資料と設置設備に相違が
あるため、実施に則した図面を作成する様、口頭で指導した。
また、施行完了時に、再発防止のための二重チェック及び機器の期限管理と充てん時
や定期点検時の徹底を図るよう口頭で指導した。
・販売事業者は、設置資料の修正をすると共に、設備の更新期限についても徹底管理
することとした。

52 2016/5/30
新潟県
村上市

漏えい
一般住宅

木造
14:30

他工事業者（解体工事
業者）

他工事業者（解体工事業
者）による作業ミス

一般住宅において、解体工事業者が、集団供給設備に隣接する家屋の解体作業中に、埋設供給管を損傷
させ、ガスが漏えいした。
原因は、当該集団供給設備を停止し個別供給とする際、当該家屋の敷地内の埋設部で切り離したため、
埋設供給管が残っていたが、解体工事業者は認識しておらず、誤って重機等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。 供給管

(埋設部）
不明 不明 新プロ産業(株)

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

・販売事業者は、敷地内の埋設管を撤去した。

53 2016/6/4
東京都
大田区

漏えい爆発・
火災

軽傷２名
食店
その他(露店 14:42 一般消費者等

消費者による器具の取扱い
ミス

露店のお好み焼き店において、女性が燃焼器具で調理していたところ、当該器具からホースが外れガスが
漏えいし、当該器具の火気が引火した。その際、周辺のダンボールや当該女性の衣服に引火し火傷を負っ
た。また、当該店舗に居た男性も手に軽度の火傷を負った。
原因は、当該器具と当該ホースが接続不良であったものと推定されるが、当該女性及び男性の行方が分
からないため詳細は不明。
なお、当該女性が調理している際、当該男性が、当該ホースに足を引っ掛け接続が外れたとの情報もあ
る。
また、消防の調査以前に、販売事業者が、当該器具を引き取りに来た者に渡したため、販売事業者も不
明。

ゴム管 不明 不明 不明

・ガス放出防止器設置不明
・マイコンなし
・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

・警察署において調査を行ったが、所管消防署が容器を引き取りに来た男性に引き渡し
てしまったこと及び当事者の所在が確認できないことから、販売事業者を確認できな
かった。そのため県は、所轄警察署、消防署に対し、同様のケースにおいて容器引き渡
し前に都に通報するよう依頼した。

54 2016/6/11
埼玉県
上尾市

漏えい
一般住宅
木造2階建

11:30 器具メーカー

器具メーカーの製作ミス
＜液化石油ガス法＞
第16条の2
第46条

一般住宅において、消費者より「ガス容器付近で破裂音とガス臭がする」との通報を受け、販売事業者が
調査したところ、簡易型集合装置の集合管部より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、集合管の製造過程である溶接工程において、管材の洗浄不足により溶
接不良となる不適合品が発生し、継手と集合管の溶接部分からガスが漏えいしたもの。

簡易型集合装置 富士工器（株）
HE4-8
(2015年11月製造）

伊藤忠エネクスホーム
ライフ関東(株)

・ガス放出防止器あり(作動なし）
・マイコンあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置あり
・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

・県は、販売事業者に対し、情報収集を行うとともに、原因調査の実施及び事故届の提
出を指示した。
また、埼玉県内に設置した同製品についてすべて交換することを口頭で指導した。
・販売事業者は、メーカーによる事故原因の報告を受け、県に事故届を提出すると共
に、過去に埼玉県内に設置した、事故原因同製品については、メーカー等によりすべて
交換作業が完了したことを確認した。

55 2016/6/15
福岡県

筑紫野市
漏えい

一般住宅
木造2階建

15:00 販売事業者
経年による容器底辺部の腐
食

一般住宅において、住民より「ガス臭があり、敷地内の納屋に設置されていた2本立て容器のうち50kg容器
からガスが漏えいしている」との通報を受け、販売事業者が出動したところ、ガスの漏えいを確認したため、
火気等の無い安全な場所でガスの大気放出を行った。
原因は、当該容器は、以前に敷地内で行われた民家建築の際、当該住民が仮住まいをしていた納屋に設
置された供給設備であり、仮住まいを移転した後も、撤去されず長年屋外に放置されていたため、容器下
部の腐食によりピンホールからガスが漏えいしたものと推定される。
なお、容器の放置期間については不明（容器に表示されている充填期限は平成4年）。所有者名は事業譲
渡を受けた元の販売所によるものであるが、当該容器については承継時に引継ぎがなされていなかった。

容器 不明
HWT47046
(1984年11月製造）

福岡ライフエナジー
(株)

・県は、販売事業者への聴取及び現地調査を行うと共に、再発防止策を指示した。
・販売事業者は、容器に残ガスがないことを確認した上で、容器を含む供給設備を回収
し、消費者に対して、文書配布及び団体組合員向け広報誌により、長期未使用容器の
回収について協力を求めることとした。

56 2016/6/15
新潟県
柏崎市

漏えい
その他（店舗）

鉄筋コンク
リート造

9:30 販売事業者 供給管の腐食

特定供給管設置内において、販売事業者が草刈り作業をしていた際、ガス臭に気付き調査したところ、貯
槽(2.5ｔ）の元弁下の払出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、当該供給管の塗装が剥がれていた箇所において、著しい腐食により減肉したことにより、腐食部
よりガスが漏えいしたもの。

（貯槽2.5ｔ×1基） 供給管 日本鋼管
STPG38SCH40

中村石油(株)

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

・県は、販売事業者が今回の事故を発生より1週間後に消防へ通報していたことに対し、
被害者の有無にかかわらず、事故としての認識を持ち、速やかに通報すること及び施設
全体の腐食状況等を確認し、事故防止を計るよう口頭で指導した。
・販売事業者は、検査機関による当該事故の原因究明と、設備の更新を検討することと
した。

57 2016/6/17
神奈川県
川崎市

漏えい爆発
軽傷1名

一般住宅
木造造2階建

17:45 販売事業者
販売事業者による作業ミス
(消費設備の点検ミス）

長期空家の一般住宅において、ガス再供給のための配管工事中、給湯器の点火試験を実施したところ、
周辺のビルトインこんろ下のキャビネット内よりガスが漏えいし爆発、当該キャビネット内が焦損した。
原因は、販売事業者が施工途中であった配管を見て、当該ビルトインこんろも接続完了しているものと思い
込み、漏えい及び気密試験を実施せずに、当該給湯器の点火試験をしたため、当該ビルトインこんろ下の
キャビネット内で、まだ未接続であったフレキ管の隙間よりガスが漏えいし、点火時の火が引火したもの。

配管用フレキ管 フジクラ 10A
伊藤忠エネクスホーム
ライフ関東(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンなし
・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

販売事業者は、ガス配管工事業者に対し、工事の完成と気密、漏えい試験の実施を指
示した。

58 2016/6/17
千葉県
船橋市

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
鉄骨造2階建

て
13:00 一般消費者等 消費者の器具の取扱い

飲食店において、従業員が業務用こんろの使用時、うまく点火できなかったため、一旦その場を離れ、他の
従業員により再点火を行った際、爆発し、顔と手に軽度の火傷を負った。
原因は、従業員が業務用こんろを使用の際、何らかの要因により点火しなかったため、器具栓を開放した
状態で、その場を一旦離れたことで機器内に未燃ガスが滞留していた状態となり、その状態で、他の従業
員が点火したため、点火時の火が引火したもの。

業務用こんろ （株）マルゼン
開放式
（2016年5月製造）

日本瓦斯（株）

・ガス放出防止器あり
・マイコンＳBあり(作動なし）
・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
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故に関する情報収集を実施した。
・販売事業者は、飲食店責任者に対し、業務用燃焼器に関する注意事項を記載した周
知パンフレットを渡すとともに、注意喚起を徹底した。
また、容器は当日中に卸業者に引き渡した。

59 2016/6/19
東京都
日野市

漏えい爆発・
火災

重傷1名・軽傷
1名

共同住宅
鉄筋コンク

リート造9階建
11:00 不明 不明

共同住宅において、消防より火災の連絡を受け、販売事業者が出動したところ、火災は鎮火され分岐バル
ブで閉止されていた。容器バルブを閉止した後、出火元である702号のパイプスペースにおいて、取り外さ
れたメーターガス栓のハンドル、テープ巻きされたメーターガス栓、溶解したガスメーターを確認した。
なお、当該住宅は、出火元である部屋が全焼したものの、他の部屋への延焼は無かった。
また、住人1名が緊急搬送され重傷、他の住人1名が軽傷を負ったこと、爆風や消火活動により破損した窓
ガラスが飛散し駐車場の車両に傷がついたことを確認した。
原因は、警察による調査中のため不明。

不明 不明 不明 日本瓦斯（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターSあり(作動不明）
・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

・都は販売事業者に対し、引き続き警察等から情報収集に努めるよう口頭で依頼した。
・販売事業者は、事故当日、当該建物の全戸において漏えい検査を実施し異常がない
ことを確認した。
また、ガス警報器未設置の入居者に対し、ガス警報器の取付けを実施すると共に、全入
居者に対し、ガス設備に少しでも異常を感じた場合には、直ちに販売事業者へ連絡する
よう要請した。

60 2016/6/20
千葉県
鴨川市

漏えい火災
共同住宅
木造2階建

16:30 不明
経年及び設置環境不良に
よる劣化・腐食

保養所において、消費者が入浴の際、ブレーカーが落ち給湯出来なくなったため漏電ブレーカーを復旧さ
せたが、その後、焦げた臭気を感じ、外壁に設置されたRF式給湯器から出火していた。
原因は、消防、販売事業者、製造メーカの3者合同調査によると、当該給湯器は、保養所に設置してあり、
主な利用は夏と冬であったことから、経年及び設置環境の不良による腐食劣化等の要因により、機器内部
の元ガス電磁弁手前のパイプ部より、ガスが漏えいし、何らかの着火源により、引火したものと推定され
る。 給湯器 パーパス（株）

RF式
（2013年8月製造）

イワタニ関東(株)

・ガス放出防止器あり
・マイコンメーターIあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置あり（対震)(作動な
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、販売事業者及び消防から情報収集を行うと共に、事故発生報告及び事故届出
の提出を指示した。
また、販売事業者に対し、特定消費設備による事故が発生した場合は速やかに通報す
ること及び定期消費設備調査を確実に履行し、消費設備の技術上の基準に適合のうえ
維持できるよう監督することを口頭で指導した。
・販売事業者は、当該消費者に対し、消費設備及び配管の漏えい検査を実施し、給湯
器内部の漏えい個所を確認すると共に、事故のあった給湯器の交換を実施した。
また、保養所内の一般消費者に対し、開栓中の給湯器については、早急に交換し、閉
栓中の給湯器については、開栓時に給湯器を交換するよう働きかけることとした。
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NO. 年月日 発生場所
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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

61 2016/6/21
福井県

あわら市
漏えい

その他（寮）
鉄筋コンク

リート造4階建
0:00 販売事業者

機器の経年による腐食
＜液化石油ガス法＞
第27条第１項
(保安業務の未実施）

社員寮において、消費者より「ガス臭がする」との連絡を受け、消防及び保安機関が出動したところ、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、当該埋設管の防食テープを巻く際に異物混入等したことにより一部はがれていたため、そこから
腐食が進行し、ピンホール程度の穴が開き、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
（有）佐々木弥一郎商
店

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターI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、販売事業者に対し、当該施設に関して定期供給設備点検・定期消費設備調査
の実施期限を超過していたため、早急に実施し改善報告書を提出するよう口頭で指導し
た。
また、その他の供給先についても、確実な法定検査の実施及び容器交換時検針時のガ
ス漏えい表示確認を徹底するよう指導した。
・販売事業者は、当該施設の管理者と協議の上、新たに漏えい検知装置を設置すると
共に、今後、1年に１回以上の点検を実施することとした。
また、その他の埋設管物件について、容器交換時等供給設備点検の実施を徹底し、ガ
ス漏えい表示の確認、管理を徹底することとした。

62 2016/6/21
京都府
与謝郡

漏えい
一般住宅
木造2階建

20:10
他工事業者（解体工事

業者）
他工事業者(解体工事業者)
による作業ミス

一般住宅において、住民より「ガスが使えない」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、ガス臭があ
りガスの漏えいを確認した。
原因は、解体工事業者が、当該住宅に隣接する家屋の解体工事の際、誤って重機を埋設配管（解体敷地
内（小規模導管供給の閉栓先の区画）の立ち上がり管（被覆鋼管）の部分）に接触し損傷させたため、損傷
部よりガスが漏えいしたもの。
なお、確認したのが夜間であったため埋設配管の損傷状況が確認出来なかったことから、供給先10戸を停
止し、各戸に20ｋｇ容器を設置、仮設供給を開始し、仮設供給は、当該供給管の復旧作業を完了した時点
で、すべて撤去した。

配管(埋設部） 不明 不明 丹後瓦斯(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンなし
・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

・京都府は、販売事業者に対し、事故届を提出するよう指示した。
・販売事業者は、他工事事業者に対し、事前に既存ガス管の周知及び下請け業者への
連絡の徹底を実施すると共に、定期的な巡回活動を行い、現場確認を実施することとし
た。

63 2016/6/22
埼玉県
深谷市

漏えい爆発
軽傷1名

一般住宅
木造1階建

18:42 一般消費者等
未使用末端ガス栓の誤開
放

一般住宅において、消防より「ガス爆発があった」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、台所のこ
んろ及び二口ヒューズガス栓付近が焦げていることを確認した。
原因は、消防によると、消費者が当該こんろを使用した際、誤って未使用側の当該ガス栓を開放したが、
装着されていたキャップが不適切であったため、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、点火時の火が引火したものと推定される。 ヒューズガス栓

(2口）
(株)桂精機製作所 KC-31

日本瓦斯(株)

・ガス放出防止器あり(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
・ヒューズガス栓あり（作動なし）
・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、事故の情報収集を行うと共に、原因調査の実施及び事故届
の提出を指示した。
・販売事業者は、メーカーから提出された二口ヒューズガス栓の調査結果を確認した。

64 2016/7/2
北海道
札幌市

漏えい
一般住宅
木造2階建

20:30
不明

不明

一般住宅において、消費者より「屋外にあるエコジョーズ付近からガス臭を感じた」との通報を受け、販売事
業者が調査したところ、低圧配管用継手金属製フレキシブルホースからガスが漏えいしていることを確認し
た。
原因は、当該フレキシブルホースが、何らかの要因により外面から腐食し貫通孔が発生したため、ガスが
漏えいしたもの。

（バルク貯槽150㎏×1基）

低圧配管用継手付金
属製フレキシブルホー
ス

(株)テクノフレックス F110(20A) (株)ライフサクライ

・ガス放出防止器あり
・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
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・北海道は、販売事業者に対し、事故の調査及び事故届の報告について口頭で指示し、
立入検査を実施する予定。また、バルク貯槽の設置に係る保安物件との距離が不十分
（＜液化石油ガス法＞第16条の2第1項(供給設備の技術上の基準等）、＜液化石油ガ
ス施行規則＞第19条3号口）であることから早急に是正すると共に、他のバルク供給先
の設置状況を再確認し、技術上の基準に適合しないものがある場合についても早急に
是正するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、当該フレキシブルホースの交換をすると共に、メーカーに対し、漏えい
した原因調査を依頼した。

65 2016/7/3
埼玉県
川越市

漏えい爆発
一般住宅
木造1階建

15:30 一般消費者等 消費者による点火ミス

一般住宅において、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を使用の際、何らかの要因により種火が点火せず、点火操作を繰り返し
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と推定される。

（バルク貯槽150㎏×1基）
風呂釜 (株)タイヘイ

BF式-H-DPS-101B
（2015年9月製造）

武州産業(株)

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

・県は、販売事業者に対し、情報収集を行うとともに、原因調査の実施及び事故届の提
出を指示した。
・販売事業者は、RF式給湯器への変更を実施すると共に、風呂釜メーカーより事故調査
報告書を受理し、事故届を提出した。

66 2016/7/4
山形県
山形市

漏えい爆発
軽傷1名

学校
鉄筋コンク

リート造り2階
建

9:30 一般消費者等 消費者による点火ミス

学校において、従業員が、業務用湯沸器の種火に点火しようとしたところ、小規模の爆発が起こり、当該従
業員が手に火傷を負った。
原因は、当該従業員が、当該湯沸器を使用の際、点火棒が不良であったため点火不良の状態となり、点
火操作を繰返したことで、機器内に未燃ガスが滞留し、点火時の火が引火したもの。

業務用湯沸器 サンウェーブ
PTS-60
（1995年1月製造）

山形ガス燃料(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターSBあり(作動なし）
・ヒューズガス栓あり(作動なし）
・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、聴取を行うと共に事故届を提出すること及び事故のあった
消費者にガス器具の取扱いについて教示するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、消費者に対し、業務用周知文書を用いて、ガスの性質及び機器の取
扱い操作を現場にて指導した。

67 2016/7/7
栃木県
足利市

漏えい火災
飲食店

鉄骨造1階建
15:30 一般消費者等 配管の腐食

飲食店において、従業員が業務用ゆでめん器を使用していたところ、ガスが漏えいし引火したため、当該従
業員が消火し、ガス栓を閉止した。
原因は、当該ゆでめん器に接続された配管に、経年劣化による腐食が発生し亀裂が生じたため、亀裂部よ
りガスが漏えいし、点火時の火が引火したもの。
なお、当該配管は、塩分を含んだお湯がかかる位置に設置されていた。

（バルク貯槽980㎏×1基）
配管 不明 不明

東京ガスエネルギー
(株)

・ガス放出防止器あり
・マイコンSあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり（作動なし）
・CO警報器あり
・集中監視システムあり(片方向）

・県は、販売事業者に対し、人身・物損の被害がないことを確認すると共に、事故の状況
を調査し速やかに報告するよう指示した。
・販売事業者は、当該飲食店において、今後、配管経路を見直し、直接湯きりのお湯が
かからない位置に燃焼器具の配置変更を実施することとした。
なお、熱源に近いポリエチレン管の使用については、配置変更が困難であるため、鋼管
による施工後、防錆塗装を2回塗りとして防食処置を講ずることとした。
また、当該機器付近で有効と思われる位置にガス漏れ検知器を複数設置することとし
た。

68 2016/7/8
神奈川県
川崎市

漏えい
一般住宅
木造2階建

13:00 販売事業者

メーター交換作業ミス
<液化石油ガス法施行規則
>
第18条第10号

一般住宅において、近隣住民より「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、メーター
ユニオン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、事故前日のメーター交換工事の際、ゴムパッキンの取り替えを確実に行っていな
かったため、接続不良となりガスが漏えいしたもの。
なお、メーター交換工事施工後の漏えい試験は、実施されていなかった。 ガスメーター（メーター

ユニオン）
東洋ガスメーター（株） STG25MT 早川燃料店

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターSあり(作動なし）
・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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、メーター交換時の漏えい試験等を確実に実施するよう口頭
で指導した。
・販売事業者は、メーターユニオン部のゴムパッキンの交換及び作業終了後に自記圧
力計とガス検知器によるガス漏えい試験を実施した。

69 2016/7/17
鹿児島県
霧島市

漏えい
飲食店

木造1階建
4:30 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、従業員より「異臭がありガス警報器が鳴動している」との連絡があり、消防及び販売事業
者が出動したところ、ガスガスメーターによるガス警報器連動遮断により、ガスは遮断されていた。
原因は、当該店の従業員が、無煙ロースターの器具栓を閉め忘れていたため、ガスが漏えいしたもの。

無煙ロースター 山岡金属工業
開放式
（1997年11月製造）

イワタニ鹿児島(株)

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

・県は、販売事業者に対し、事故の原因確定と防止対策を早急に行うよう指示した。
・販売事業者は、当該飲食店に対し、ガス機器の取り扱いについて周知した。

70 2016/7/17
静岡県
下田市

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
木造2F建

12:00 一般消費者等 消費者による点火ミス

飲食店において、従業員が業務用オーブンに点火しようとしていたところ、爆発し、当該従業員1名が軽度
の火傷を負った。
原因は、当該オーブンの使用時、従業員が、誤った順番での点火操作をしたことにより、当該オーブン庫内
に未燃ガスが滞留し、点火時の火が引火したもの。
なお、飲食店によると、当該従業員は、事故当日初めて作業に携わったとのこと。

業務用オーブン 不明 開放式 (株)ザ・トーカイ

・ガス放出防止器あり
・マイコンSあり(作動なし）
・ヒューズガス栓あり（作動なし）
・自動ガス遮断装置対震あり（作動な
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、事故状況を聴取した。
・販売事業者は、消費者に対し、負傷者の確認をすると共に、配管の漏えい検査及び器
具の漏えい検査、ガス警報器の作動確認、オーナーに対して当該オーブンの点火手順
を徹底的に周知、今後は、ガスオーブンは使用せず、厨房にある電気オーブンのみを使
用する旨の確認を実施した。
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71 2016/7/19
埼玉県
越谷市

漏えい
共同住宅

鉄骨造3階建
14:00

他工事事業者（下水道
工事業者）

他工事事業者（下水道工事
業者）による作業ミス

共同住宅において、下水道工事業者が、敷地内の下水道工事の際、埋設配管よりガスが漏えいした。
原因は、当該工事業者が、下水道工事のためカッターでコンクリートを切断する際、埋設物の存在を確認
せず、誤って3本の埋設配管をカッターで切断したもの。

配管(埋設部） 不明 不明 富士産業(株)

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

・県は、建物のオーナーや管理会社に対し、ガス工事以外の工事におけるガスに関する
事故について周知すると共に、下水道工事前には販売事業者への連絡をすることで同
様の事故の再発防止に努めるよう口頭で指導した。
販売事業者は、配管の修復作業を実施すると共に、配管の漏えい検査及び気密検査を
行い問題が無いことを確認した。

72 2016/7/23
神奈川県
横浜市

漏えい
一般住宅
木造2階建

19:00 販売事業者

メーター交換作業及び点検
作業ミス
<液化石油ガス法施行規則
>
第18条第10号

一般住宅において、通行人より「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、
メーターユニオン部よりガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、販売事業者が前日施工したメーター交換の際、パッキンをねじれた状態で挿入していたことによ
り、ガスが漏えいしていたものと推定される。
なお、販売事業者によると、メーター交換時、ガス容器のチェーンが錆びていたため、その対応作業をした
ことで、漏えい検査の実施を失念していたとのこと。

ガスメーター（メーター
ユニオン）

矢崎総業
SY25MT
(2016年7月製造）

三ッ輪液化瓦斯(株)

・マイコンSあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置対震あり

・販売事業者は、メーカー交換時にパッキンと正しく挿入し、検知液又は検知器での漏え
い確認を確実に実施すると共に、当該事故について、保安教育にて周知及び指導を実
施することとした。

73 2016/7/25
鳥取県
鳥取市

漏えい
共同住宅
木造2階建

10:00
販売事業者及び他工
事業者(供給設備工事

業者）

他工事業者（供給設備工事
業者）による作業ミス

共同住宅において、販売事業者がガス供給変更作業の下見のために当該宅の供給設備を確認したとこ
ろ、当該事業者の計画と異なり、供給設備工事業者が中間バルブを閉止し新たな配管を接続していたこと
から、当該工事の際に、ガスの供給停止することなく作業を行い、供給管継手部よりガスが漏えいし事故が
発生したものと推定した。
なお、新たな販売事業者は、当該宅のオーナーには先行工事の了承を得ていたが、これまで供給していた
販売事業者への連絡は行っておらず、当該工事の立会いも行っていなかった。

（バルク貯槽498㎏×1基）

供給管
不明 不明 鳥取瓦斯産業(株)

・ガス放出防止器あり(作動なし）
・集中監視システムあり

・県は、変更後の販売事業者に対し、供給切替時には前供給業者への事前連絡をする
こと及び委託先の設備工事業者の作業時に立会いをする等の監督業務も実施するよう
口頭で指導した。
また、液化石油ガス設備士再講習等講習会にて点検時の注意喚起を行うと共に、今後
も継続して実施する予定。
・事故当時の販売事業者は、変更先に販売事業者に対し、当該事故における経緯の説
明と今後の対応について、書面での説明を求めた。

74 2016/7/29
愛媛県
今治市

漏えい火災
一般住宅

木造
15:00 一般消費者等

消費者による埋設供給管の
損傷

一般住宅に隣接する空き地において、警察より「ガス管から火が上がっている」との通報を受け、販売事業
者が出動したところ、消防により既に消火され、埋設供給管が損傷していることを確認した。
原因は、消費者が空き地を畑にしようと重機を使用中、誤って埋設供給管を切断し、ガスが漏えいしている
状態であったが、当該消費者は、当該供給管を使用していない水道管だと思い込んでおり、野焼きをしよう
としたため、漏えいしたガスに引火したものと推定される。 供給管

(埋設部）
不明 不明 四国ガス燃料(株)

・ガス放出防止器あり
・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（対震)(作動な
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、事故の事情聴取を行うと共に、埋設供給管を有する一般消
費者への周知を依頼した。
・販売事業者は、損傷した埋設管を敷地境界部にて切断し、末端にキャップを取り付け
る等の復旧作業を実施した。

75 2016/7/30
福島県
郡山市

漏えい爆発
軽傷1名

その他（寮）
木造2階建

3:57 一般消費者等 消費者による点火ミス

寮において、管理人が業務用卓上こんろの使用を終え就寝し、翌朝、当該こんろの点火操作を行ったとこ
ろ爆発し、台所の窓枠、天井、壁などが損傷し、軽度の火傷を負った。
原因は、当該管理人が、事故前夜に当該こんろを使用した際、点火つまみを「止」の位置に戻さなかったた
め、ガスが漏えいし滞留した状態で点火操作を繰り返したことで、点火時の火が引火したものと推定され
る。
なお、当該台所は、当該こんろ周辺を板などで囲うような状態であったため、周辺にガスが滞留し易い構造
であった。
また、当該こんろには立消え安全装置が付いていなかった。

業務用こんろ タニコー（株）
TGU-75
(2016年2月製造）

（有）キタガス販売

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターLあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり(作動不明）
・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、後日、販売事業者に対し、立ち入り検査を実施し、定期点検・調査の実施状況
や警報器・メーター等の期限切れの有無を書面にて確認したが、期限切れは無いことを
確認した。
また、販売事業者に対し、当該消費者へ業務用燃焼器であっても安全装置付きのガス
器具の購入を勧めると共に、その他でも安全装置付きのガス器具を使用していないとこ
ろも確認し、使用を周知するよう口頭で指示した。
さらに、ガス警報器の重要性や必要性を、検針時に徹底して周知するとともに、設置状
況の確認をし、事故の再発に努めるよう口頭で指導した。
・県は、販売事業者に対し、事故発生後、県への報告が遅れていたため、緊急時の連絡
体制を見直すよう口頭で指導した。

76 2016/8/2
福島県

会津若松市
漏えい の他
(分譲造成地 15:35 他工事業者（建設業者）

他工事業者（建設業者）に
よる作業ミス

分譲造成地において、所有者より「埋設ガス管を破損させた」との連絡があり、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たことを確認した。
なお、販売事業者の到着時は、建設業者により応急処置が施されガスの漏えいは止まっていた。
原因は、当該建設工事業者が、外溝の整地工事中に埋設管末端の取出し継手部の存在を確認しなかっ
たため、重機で誤って破損させガスが漏えいしたもの。 供給管

(埋設部）
プレハブ集合装置
GHS-2-8

(株)桂精機製作所 会津ガス(株)

・ガス放出防止器設置なし
・マイコンなし
・自動ガス遮断装置（漏えい検知）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

・当該事故は、県による立ち入り検査時における緊急対応記録の確認により発覚したも
の。県は、事故報告の必要の有無については、販売事業者のみで判断せず、県へ問い
合わせするよう口頭で指導した。また、集団供給区域内には埋設管等の存在を知らしめ
る標識等の設置を検討するように指導した。
・販売事業者は、他工事業者に対し、当該地区には埋設管がある旨の説明を行い、掘
削時には事前連絡をするように周知した。
また、集団供給区域内での他工事に対する巡回、訪問時の際は周囲確認するよう、社
員に再教育を実施した。

77 2016/8/3
青森県
八戸市

漏えい
一般住宅

木造造1階建
1:15 販売事業者 容器交換時の作業ミス

一般住宅において、消費者が近隣住民からガス臭いと言われ、外の容器を見たところ、50kg容器バルブと
高圧ホースの接続部から音がして、ガスが漏えいしていた。
原因は、販売事業者が2本の容器（50kg1本、20kg1本）のうち、20kgの容器交換を行った際、50kg容器を高
圧ホースに接続したまま少し位置をずらしたことで、接続部が引っ張られ緩みが生じたため、ガスが漏えい
したものと推定される。

高圧ホース 富士工器（株）
ＮＸ6Ｓ
(2012年1月製造）

中村燃料店

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターⅠ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、当該事故の報告が遅れていたため、今後事故発生時は速
やかに報告するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、自動切替式調整器と高圧ホースを交換した。

78 2016/8/4
宮崎県

東臼杵郡

一酸化炭素中
毒

＜B級事故＞
（軽症15名）

学校
鉄筋コンク

リート造２階建
9:15 一般消費者等

給気不足により換気不良と
なったことによる排気の滞
留

高校の調理実習室において、冷房を入れ窓を閉め切った状態で業務用ガスオーブンを使用していた生徒
が「気分が悪くなった」と訴え、生徒13名教諭2名の計15名が（内、救急搬送は9名）めまいや吐き気を訴え
病院を受診したところ、全員が一酸化炭素(CO）中毒と診断された。
原因は、当該実習室には給気扇、排気扇各４つが設置され、うち、給気扇２つが作動していなかったほか、
作動している給気扇は、フィルターに目詰まりがあった。このことから室内は、換気不良の状態となり、一酸
化炭素を含む排気が滞留していたことが中毒に至った原因の一つと推定される。 業務用オーブン (株)ワールド精機

FG63Y-FFF（2005年3
月製造）

(株)協同サービス

・ガス放出防止器なし
・マイコンSB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、現地調査を行うと共に、当該オーブンの設置状況、学校関係者及び販売事業者
の聴取、県警の現場検証に立会い、事故原因を調査した。
また、当該事故とは直接の関係はないものの、ガスメーター及びガス警報器の期限切れ
が確認されたため、当該販売事業への立ち入り検査を行い、機器の交換や改善報告を
提出することを口頭で指導した。そして、県内の販売事業者全てに対し、一酸化炭素中
毒に関する注意文書を発出した。加えて、当該販売事業者に一酸化炭素中毒に係るガ
スオーブンの健全性確認について依頼文書を発出し、ガスオーブンの分解検査及び燃
焼試験を実施すると共に、当該学校に対し、ガスの消費設備の使用に関する依頼文書
を発出した。
・県教育委員会は、県立学校長に注意喚起を行うとともに、CO警報器設置の必要数調
査を行い、オール電化又はCO警報器設置済みを除く全校に設置した。

79 2016/8/5
沖縄県
沖縄市

漏えい火災

その他（介護
施設）

鉄筋コンク
リート造２階
(地下１階）建

9:30 一般消費者等
設置位置不良による接続不
良

介護施設において、「洗濯室から火災が起きた」との通報を受け、消防及び販売事業者が出動したところ、
ガス乾燥機付近に設置されていたコンセント型ヒューズガス栓及び燃焼器用ホースの接続部分に焦げがあ
ることを確認した。
原因は、当該乾燥機を使用した際の振動により、その付近に設置されていた当該ガス栓と燃焼器用ホース
が接続不良となったため、接続部より過流出安全機構が作動しない流量でガスが漏えいし、静電気が着火
源となり出火したものと推定される。
なお、消防の現場検証ではガス漏れの確認及び着火原因については不明とされている。

（バルク貯槽980㎏×1基）

ヒューズガス栓 不明 不明 (株)りゅうせき

・ヒューズガス栓あり ・販売事業者は、ガス乾燥機メーカー及びホースメーカーに対し、出火原因の調査依頼
を行ったが、製品自体にガス漏えいの不具合は認められなかったとの回答を受け、コン
セント型ヒューズガス栓の位置の変更を行うこととした。

80 2016/8/6
新潟県
長岡市

漏えい
一般住宅

木造
8:33

販売事業者
（容器交換事業者）

容器交換の作業ミス

一般住宅において、消費者より「ガス臭がする」との連絡を受け、販売事業者が緊急出動したところ、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、当該高圧ホースのOリングに砂が付着していたことから、作業員が容器交換の際、当該ホースに
着いた砂を完全に除去しない状態で接続したため、接続不良となりガスが漏えいしたもの。

高圧ホース RHS-600H
矢崎エナジーシステム
(2010年12月製造）

(株)サイサン

・ガス放出防止器設置なし
・マイコンあり(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（片方向）あり

・販売事業者は、全配送担当者に当該事故を周知し情報を共有した。
また、容器設置時の接続確認を再徹底するとともに指差し呼称実施の指示を行った。



 2016年事故概要

9ページ

NO. 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

81 2016/8/6
神奈川県
海老名市

漏えい
共同住宅
木造2階建

11:00 設備工事業者
設備工事業者による作業ミ
ス

未入居の状態であった新築の共同住宅において、管理会社より「入居予定者が荷物搬入に訪れた際、ガ
ス臭に気付いた」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、調整器左側フランジ部分よりガスが漏え
いしていることを確認した。
原因は、販売事業者による容器設置時の施工ミス、あるいは、第三者によるいたずら等により、調整器が
緩みガスが漏えいしたものと推定される。

ヘッダー 不明 不明 レモンガス(株)

・ガス放出防止器あり
・マイコンメーターSあり(作動なし）
・ヒューズガス栓なし
・自動ガス遮断装置なし
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、施工業者への指示により、漏えい箇所の修理及び点検を実施した。

82 2016/8/7
埼玉県
草加市

漏えい爆発・
火災

共同住宅
木造2階建

10:46 一般消費者等 消費者による点火ミス

共同住宅において、オーナーより「入居している消費者宅の風呂釜が爆発した」との連絡を受け、販売事業
者が出動したところ、浴室扉のガラス及びBF-W式風呂釜の前面パネルが損傷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、何らかの要因で口火が点火せず、時間を置かずに点火操作を
繰返し行ったため、機器内に未燃ガスが滞留し、点火時の火が引火したものと推定される。

風呂釜（BF-W式） (株)ガスター
BF式-SR-S
（1997年2月製造）

日本瓦斯(株)

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンメーターSあり(作動なし）
・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、原因調査の実施の指示及びメーカーからの調査結果が報
告され次第、速やかに県に報告するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、事故当日に接続の取り外し、プラグ留めにより当該風呂釜を使用禁止
とし、翌日に撤去した。また、メーカーへ調査依頼をし、後日、県に報告した。

83 2016/8/15
神奈川県
川崎市

漏えい
学校

鉄筋コンク
リート造3階建

8:30 他工事業者 他工事業者による作業ミス

学校において、他工事業者が屋外付帯工事を行った際、メーター下流の埋設供給管からガスが漏えいし
た。
原因は、他工事業者が、誤って当該埋設管にユンボを接触させたため、ガスが漏えいしたもの。
なお、販売事業者によると、当該工事業者の責任者に対し、工事前に埋設管の存在を説明したが、現場の
作業員には連絡が届いていなかった可能性があるとのこと。 供給管

（埋設部）
不明 不明 (株)ミトメ

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターSあり(作動あり）
・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、復旧工事を指示し、工事終了後の現場を確認した。

84 2016/8/15
千葉県
船橋市

漏えい火災
共同住宅
木造2階建

23:30 不明 不明

共同住宅において、消費者がこんろの火をつけようとしたところ、末端ガス栓とゴムホースの接続部より出
火し、こんろ及び壁面の一部が焼損した。
原因は、消費者が当該こんろを使用の際、当該ガス栓とゴムホースの接続部から、何らかの要因により、
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ている状態にあったため、点火時の火が引火
したものと推定される。 末端ガス栓（ヒューズ

ガス栓）
不明 不明 (株)エルピオ

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターSあり(作動あり）
・ヒューズガス栓あり（作動なし）
・自動ガス遮断装置なし
・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、燃焼器の使用方法や注意事項について再度周知を行
うと共に、社内の業務主任者に対しても、今回の事故事例の検証を実施し、改めて安全
管理体制の徹底について指導した。

85 2016/8/16
静岡県
磐田市

漏えい
一般住宅
木造2階建

14:50
他工事業者（外溝工事

業者）
他工事業者（外溝工事業
者）による作業ミス

一般住宅において、外溝工事業者より「ガス配管を損傷させてしまった」との連絡を受け、販売事業者が調
査したところ、埋設供給管からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該工事業者が、工事中に誤って埋設供給管を損傷させたためガスが漏えいしたもの。
なお、販売事業者によると、当該工事業者及び消費者から工事の連絡は無かったとのこと。

（バルク貯槽　298kg×1基）
供給管
(埋設部）

不明 不明 (株)サイサン

・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、消費者及び外溝工事業者に対し、工事の際は、必ず事前に連絡する
よう依頼した。

86 2016/8/17
石川県
金沢市

一酸化炭素中
毒

（軽症1名）

その他（福祉
施設）

木造造2階建
16:00 不明 不明

福祉施設の厨房内において、消費者3人がスチームオーブンレンジ及びオーブン付こんろのオーブンを使
用中、1人が頭痛と吐き気がしたが作業を継続し、帰宅後にも吐き気がしたため病院にて受診したところ
「一酸化他中毒の疑い」との診断を受けた。
原因は、業務用厨房器メーカーの点検依頼でも異常無しのため不明。
なお、販売事業者による調査でも、CO測定を含む定期点検調査を実施したが異常は見つからなかった。 スチームオーブンレン

ジ、
オーブン付きこんろ

不明 不明 ミライフ西日本(株)

・ガス放出防止器
・マイコンE4あり(作動なし）
・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
・ヒューズガス栓なし
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、適正な周知の実施を口頭で指導した。
・販売事業者は、業務用換気警報器を厨房内に1台設置すると共に、厨房内換気扇・給
気口点検、容器バルブの閉栓を実施した。
次いで、業務用機器に関する安全な使い方について再び注意喚起をすると共に、当該
施設における全ガス機器のCO測定を含め、点検・調査を実施した。

87 2016/8/17
愛媛県
松山市

漏えい爆発
軽傷1名

旅館
鉄筋コンク

リート造4階建
10:00 一般消費者等 消費者による点火ミス

旅館の厨房において、従業員が業務用ガスオーブンを使用した際、爆発が起き、当該従業員1名が軽度の
火傷を負った。
原因は、当該オーブンの使用時、ガス栓を開いたまま、点火せずしばらく放置していたため、当該オーブン
庫内に未燃ガスが滞留した状態となり、点火時の火が引火したもの。
なお、当該厨房内には、ガス警報器が設置されていたが、従業員によりコンセントを抜いていたため、事故
当時に正常に作動しなかった。 業務用オーブン 不明 不明 大一ガス(株)

・ガス放出防止器あり(作動なし）
・マイコンEBあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置対震あり（作動な
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、事故概要、原因等について聞き取り調査を行うと共に、現場確認を実施した。
・販売事業者は、消費者に対し、業務用機器の危険性及び正しい使用方法の周知を徹
底することとした。

88 2016/8/21
石川県
白山市

漏えい爆発
飲食店
木造造

19:44 一般消費者等
消費者による器具の取り扱
いミス

飲食店（焼肉屋）において、未使用の無煙ロースターが接続されている排気ダクト内で爆発が発生し、当該
排気ダクトの屋外先端及び無煙ロースターが損傷した。
原因は、未使用であった当該無煙ロースターの点火つまみ及びヒューズガス栓が開いていたことによりガ
スが漏えいしたため、当該換気ダクト内に未燃ガスが滞留し、何らかの着火源により引火したもの。
なお、当該無煙ロースターには、立ち消え安全装置が無かった。

無煙ロースター SHINPO
開放式
（1984年12月製造）

ENEOSグローブエナ
ジー(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンSBあり(作動なし）
・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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムあり（双方向）

・県は、販売事業者に対し、適正な周知の実施を口頭で指導した。

89 2016/8/21
長野県
茅野市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
4:18 不明

供給管継手部（調整器出口
側ユニオン部）の緩み

共同住宅において、警察より「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、調整器出口
側のユニオン部よりガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、定期供給設備点検時にガス漏えいが確認されていないこと、及び正常な状態でのユニオンが約4
年の外部震動により自然に緩むことは考えにくいことから、いたずら等外部からの力により、ユニオン部が
故意に緩められたことによるものと推定される。

供給管 不明 不明 岡谷酸素(株)

・ガス放出防止器あり
・マイコンメーターSあり(作動なし）
・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置なし
・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、事故報告書を提出するよう指示すると共に、警察へ事故原
因等を報告するよう指示した。

90 2016/8/24
茨城県
稲敷郡

漏えい
その他
（団地）

11:30
他工事業者(下水道工

事業者）
他工事業者(下水道工事業
者）による作業ミス

団地において、下水道工事業者が掘削中、埋設供給管よりガスが漏えいした。
原因は、当該工事業者が、重機を誤って操作し、団地に供給する集団供給設備の供給管を損傷させたた
め、ガスが漏えいしたもの。
なお、販売事業者と当該工事業者との事前の打ち合わせでは、供給管の周囲は手掘りで掘削することとし
ていたが、重機により掘削が行われたもの。 供給管

（埋設部）
不明 不明

アイ・エス・ガステム
(株)

・その他（流量検知式切替型漏えい検
知装置あり）

・県は、文書により県の建設業協会、管工事業協同組合連合会及び解体工事業協同組
合に対し、建設工事等におけるガス管損傷事故の防止に係る協力を要請した。
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91 2016/8/24
福岡県
福岡市

漏えい
病院

鉄筋コンク
リート造4階建

10:45
他工事事業者（建設業

者）
他工事事業者（建設業者）
による作業ミス

病院において、建設工事業者が、増築工事のため掘削作業を行っていたところ、ガスが漏えいした。
原因は、当該建設工事業者が、埋設配管の存在を認識していなかったため、誤って重機で当該配管に接
触し損傷させたため、損傷部よりガスが漏えいしたもの。

ポリエチレン管
(埋設配管部）

積水化学工業（株） 100A
ENEOSグローブエナ
ジー(株)

・ガス放出防止器あり
・マイコンあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
運動　対震　作動あり）
・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（片方向）

・県は、販売事業者に対し、詳細報告を指示した。
・販売事業者は、配管の取替を行った。

92 2016/8/25
神奈川県
秦野市

漏えい
一般住宅
木造1階建

16:30
他工事業者（解体工事

業者）
他工事業者（解体工事業
者）による作業ミス

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、解体工事業者が整地した際、使用期間が40年程経過しており老朽化していた当該供給管に負荷
がかかり、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、当該供給管は毎月の漏えい検査にてこれまでに漏えいは確認されていなかっ
たとのこと。

供給管
（埋設部）

不明 不明 三ツ輪液化瓦斯(株)

・ガス放出防止器あり(作動なし）
・マイコンメーター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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、他工事業者（解体工事業者）に対し、注意喚起を行うと共に、何か発生
した場合には速やかに連絡をするよう伝えた。

93 2016/8/26
茨城県
日立市

漏えい
その他
（団地） 13:38

他工事業者(解体工事
業者）

他工事業者(解体工事業
者）による作業ミス

団地の宅地内において、解体工事業者がコンクリート打設された階段を解体していたところ、階段下の埋
設供給管よりガスが漏えいした。
原因は、当該工事業者が、階段下の当該供給管の存在を認識しておらず、重機を接触させたため、当該
供給管が損傷しガスが漏えいしたもの。

供給管
（埋設部）

不明 不明 ミツウロコ(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターなし
・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、文書により県の建設業協会、管工事業協同組合連合会及び解体工事業協同組
合に対し、建設工事等におけるガス管損傷事故の防止に係る協力を要請した。

94 2016/8/28
福岡県

北九州市
漏えい火災

病院
鉄筋コンク

リート造3階建
5:45 一般消費者等

消費者による器具の取り扱
いミス

病院の厨房室において、従業員が、回転釜を10分ほど使用したところ、当該釜の左側から出火したため直
ちに消火、当該釜に接続されていた金属フレキシブルホースが一部焼損した。
原因は、当該回転釜とガス接続管と繋がっている回転駆動部が、グリス不足やカルキ等何らかの要因によ
り固着したことで、当該接続管に負荷がかかり亀裂が生じたため、亀裂部よりガスが漏えいし点火時の火
が引火したもの。

回転釜 服部工業(株)
GHSL-28
(2002年2月製造）

ENEOSグローブエナ
ジー(株)

・県は、販売事業者に対し、厨房機器のメンテナンスについて、消費者への注意喚起を
行うよう指示した。

95 2016/8/30
神奈川県
横浜市

漏えい
一般住宅
木造1階建

8:58
他工事業者（造成工事

業者）
他工事業者（造成工事業
者）による作業ミス

一般住宅において、造成工事業者より「重機でガス管を引っ掛けた」との連絡を受け、販売事業者が調査し
たところ、破損の確認ができなかったが、埋設管の一部が曲がり、動くことから損傷の可能性があることを
確認した。
なお、販売事業者によると、当該消費者に工事の際には事前に連絡するように周知していたが、隣地での
造成工事であったため、事前連絡は無く、工事の立会いが出来なかったとのこと。 供給管

（埋設部）
不明 不明 (株)ミツウロコ

・ガス放出防止器あり
・マイコンメーターSあり(作動あり）
・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置なし
・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、埋設管の経路の周知及び隣地における掘削工事に係
る啓蒙活動の実施及び経年埋設管を改善する際に可能な限り露出管に変更することの
重要性を確認した。

96 2016/8/30
新潟県
新潟市

漏えい火災
共同住宅
木造2階建

6:58 一般消費者等 ゴム管の劣化損傷

共同住宅において、消費者がこんろを使用した際、いつもより炎が大きく感じたため、一旦火を消し、再点
火したところ、ガス栓側に火が移り、ゴム管の一部が溶解し、壁面が焦損した。
原因は、当該ゴム管が何らかの要因で損傷し、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。
なお、当該こんろは、供給開始時点検調査後から定期消費設備調査前に消費者により設置されたもので
あるが、事故発生後に接続を確認したところ異常は無かった。 ゴム管

(株)ダンロップホーム
プロダクツ

LPガス用内径9.5mm
（製造年2015年） 越後プロパン(株)

・ガス放出防止器あり(作動なし）
・マイコンメーターSあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり(作動あり）
・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(双方向）

・県は、販売事業者に対し、事故の原因究明及び事故対策を指示した。
・販売事業者は、消費者に対し、燃焼器具を購入設置した場合は販売事業者に連絡を
すること及びゴムホース等の接続や損傷及び劣化等の点検の必要性について、供給開
始時点検調査及び定期消費設備調査等に周知することとした。

97 2016/9/1
北海道
札幌市

漏えい爆発
共同住宅
木造2階建

16:00 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「風呂釜の点火操作をしたところ、異音とともに風呂釜の蓋が外れた」との
連絡を受け、販売事業者が調査したところ、BF式風呂釜の側面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口火の点火が難しい状態にあり、消費者が点火操作を繰返
し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と推定される。

風呂釜 リンナイ(株)
BF式-RBF-SRDP-
FX-L-T
（2001年10月製造）

北ガスジェネックス(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターSあり(作動なし）
・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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・北海道は、販売事業に対し、事故の調査及び事故届の報告について指示すると共に、
火災に係る調査も実施した。また、消費者に対する保安意識の向上等事故防止策を強
化し、事故防止に努めることを指導した。
・販売事業者は、当該風呂釜の調査をメーカーに依頼すると共に、修理し、再度設置す
る予定とした。
また、当該風呂釜と同様のものを使用する他の消費者に対して、使用に関する注意喚
起を実施することとした。

98 2016/9/3
鳥取県
米子市

漏えい
学校

鉄筋コンク
リート造4階建

13:00 充てん事業者
充填容器超過容器の選別
後の混在

学校において、ガス臭と異音に気付いた先生より連絡を受け、販売事業者が調査したところ、50kg容器4本
立てのうち1本が安全弁より、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該容器は、充てん事業者により誤って充てん量超過している容器であったため、事故当日の温
度が上昇したことで、当該容器内の液体が熱膨張によって膨らみ、充満したガスが安全弁から噴出したも
のと推定される。
なお、当該容器の残量から0.2㎥のガスが噴出したと考えられる。
また、当該充てん事業者は、自動充てん機にて充てん量超過で外しておいた当該容器を、何らかの要因に
より、充てん済み容器に誤って混在させたため、配送員が当日持ち出し、当該校において、容器交換を
行ったもの。

50kg容器 富士工器(株)
JHC64030
(2008年12月製造）

米子瓦斯(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターSBあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、当該高校において、配送委託業者がガス漏えいのないことを確認して
から容器交換を行ったことを確認した。

99 2016/9/8
茨城県

常陸大宮市
漏えい

その他
店舗（道の駅）

9:10 器具メーカー 器具メーカーによる製造ミス

その他店舗（道の駅）において、バルク貯槽への充てん作業時に、当該貯槽の液取出弁ネック部分よりガ
スの微少漏えいを確認した。
原因は、バルク貯槽メーカーによると、製造過程における溶接不良による不具合品であったことによるも
の。

（バルク貯槽 980kg×1基）
バルク貯槽 I･T･O(株)

KT-980T(2015年10月
製造) 常陸農業協同組合

・ガス放出防止器あり(作動なし）
・マイコンあり(作動なし）
・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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、メーカーに対し、バルク貯槽の本体を交換させた。

100 2016/9/10
山梨県

中巨摩郡

漏えい火災
軽傷１名

一般住宅
木造1階建

19:20 不明
小型湯沸かし器と金属フレ
キシブルホースの接続不良

一般住宅において、消費者より「湯沸器のガス栓がとれたが、ガス漏れ臭気は無し。ボンと音がした」との
連絡を受け、販売事業者が調査したところ、小型湯沸器に接続された金属フレキ管の器具側接続部よりガ
スが漏えいしていることを確認した。また、消費者より漏えいしたガスが金属フレキ管を伝い、小型湯沸かし
器付近で延焼したことを確認した。
原因は、当該フレキ管の器具側接続部が、何らかの要因により緩みガスが漏えいする状態となり、点火時
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

(株)玉川製作所
TAWA　FLEX　LＭＡ3
E　B　1200L
（2014年12月製造）

東京ガス山梨（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり(作動なし）
・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

・販売事業者は、消費者に対し、今後も業務機会時に継続的に、ガスの安全な使用方
法や日常管理について周知活動を実施するとともに、社内及び協力企業に当該事故事
例を共有し再発防止に努めることとした。
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行政指導等
再発防止策

101 2016/9/10
新潟県
南魚沼市

漏えい
宿泊施設（旅
館・ホテル等）

14:03
販売事業者
保安機関
ガス工事業者

経年による床立ち上がり部
配管の腐食・劣化
＜法令違反＞
高圧ガス保安法第63条第1
項
（事故の届出）

宿泊施設において、集中監視によりガス警報遮断の連絡が販売事業者にあり、到着した販売事業者が末
端ガス栓上流側の床立ち上がり部配管から漏えいを確認した。販売事業者は当該配管を被覆配管に交換
した。
原因は、水分、洗剤により白管が腐食したもの。
なお、消費設備調査において、当該配管の状況は把握されていなかったとのこと。

白管（配管） 不明
不明
（2006年9月20日施
工）

六日町ガス（株）

・ガス放出防止器あり
・マイコンSＢあり
・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置あり（ガス漏れ警報
機連動）
・CO警報器あり（鳴動なし）
・集中監視システムあり（片方向）
・ガス漏れ警報器あり（鳴動不明）
・業務用換気警報器なし

・県は事故が発生した場合、速やかに報告するよう指示した。
・販売事業者は、厨房内床立上がり部の白管を全て被覆鋼管に取り替えた。

102 2016/9/15
三重県
鈴鹿市

漏えい火災
その他店舗
プレハブ1階

建
9:48

他工事業者（解体業
者）

他工事業者（解体業者）に
よる作業ミス

空き店舗において、解体業者が供給管をサンダーで切断したため、ガスが漏えいし引火した。
原因は、当該設備はメーターガス栓が閉められ、またメーターによるガス止めが行われていたところ、当該
業者が配管を切断する際に、誤って供給管をサンダーで切断したため、ガスが漏えいし、サンダーの火花
が引火したもの。

供給管 不明 不明 (有)飯田商事

・県は、販売事業者に対して事故報告がなされていなかったことについて口頭で厳重注
意を行った。

103 2016/9/17
栃木県

宇都宮市

一酸化炭素中
毒

（軽症2名）

寮・寄宿舎
鉄筋コンク

リート造2階建
17:00 一般消費者等

消費者による器具の取扱い
ミス

特別養護老人ホームの厨房において、職員2名がスチーム＆コンベクションオーブンを使用中、軽度の一
酸化炭素中毒となった。
原因は、当該職員が、当該器具を使用中、換気扇及びエアコンのスイッチを切ったため、燃焼に必要な酸
素が不足し、不完全燃焼を起こし、当該厨房内に一酸化炭素を含む排気ガスが滞留したことで、一酸化炭
素中毒に至ったもの。 スチーム＆コンベク

ションオーブン(開放
式）

CKGP-6(2011年9月製
造）

北沢産業(株) (株)コープエナジー

・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システム（双方向）あり

・県は、警察と合同で現地確認を実施するとともに、販売事業者及び消費者に事故当時
の使用設備の使用状況及び人身被害の状況を確認した。
また、販売事業者に対し、事故を覚知した際は、曜日や時間に関わらず速やかに連絡
するよう口頭で指導した。
・県は、本事例を協会に報告するとともに、各販売事業者に対し、再発防止に向けての
周知徹底を実施した。
また、県への報告の義務についても再度協会内で周知することを検討することとした。

104 2016/9/20
香川県
高松市

一酸化炭素中
毒

（軽症4名）

飲食店
木造1階建

11:45 一般消費者等 燃焼器使用中の換気不足

飲食店において、従業員が業務用めんゆで器を使用中、周辺の食器洗いシンク前で急に座り込み、救急
車で搬送され、さらに、その後、他の従業員3名も気分が悪くなったため病院へ搬送され、合計4名が軽度
の一酸化炭素中毒と診断された。
原因は、当該ゆでめん器及びフライヤーの排気ダクト出口に、台風16号に伴う風雨が、吹き込んだため、
排気バランスが崩れたことに加えて、通常は開放している店舗裏口の扉を閉じていたこと及び店舗への人
の出入りが少なかったため、給排気不良となり、店舗内に一酸化炭素を含む排気ガスが滞留し、一酸化中
毒に至ったものと推定される。

業務用めんゆで器、
業務用フライヤー

不明 不明 (株)共同ガス

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターSBあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置あり（ガス漏れ警報
器連動）
・ヒューズガス栓あり(作動なし）
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムあり(双方向）

・県は、販売事業者と共に現場確認を行い、当該従業員から事故状況を聴取し、CO警
報器の設置を指導した。
・販売事業者は、現場確認を実施すると共に、当該店舗内の一酸化炭素濃度の測定で
異常が検出されなかったこと及び当該燃焼器が、正常に燃焼していることを確認した。
また、今後の対策として、CO警報器を当該燃焼器付近の壁に設置すると共に、以下の
対策案を消費者に提案した。
業務用ゆでめん器及びフライヤーの間の床面近くに100φの穴を数ケ所開けること、窓
サッシを換気機能付きに替えること、裏口アルミドアを換気付きに替えること、窓サッシ
が全開にならないようストッパーを取り付けることを提案し、参考としてアルミサッシのカ
タログを提示した。
なお、当該消費者は、排気ダクト出口を下向きに変更した。

105 2016/9/22
神奈川県
相模原市

漏えい
一般住宅
木造2階建

13:40
販売事業者

設備工事業者

メーター交換作業ミス
<液化石油ガス法施行規則
>
第18条第10号

一般住宅において、消費者より「こんろが点かない」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、20kg
容器2本の残量が空の状態となっており使用量と合わないため、漏えい試験を実施したところメーターユニ
オン部からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、設備工事業者によるメーター交換の際、メーターユニオン部（入り口側）にパッキンを挿入しなかっ
たためガスが漏えいする状態となり、また、メーター交換後の漏えい試験を怠ったことで、漏えいする状態
が続いたもの。

ガスメーター（メーター
ユニオン）

不明 不明 三ツ輪液化瓦斯(株)

・ガス放出防止器あり
・マイコンメーターSあり(作動あり）
・自動ガス遮断装置（対震）あり(作動あ
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

・販売事業者は、今後、メーター交換後の漏えい試験の実施を徹底すると共に、保安教
育においても、当該事故について、設備工事業者等関係者に周知及び指導を実施する
こととした。

106 2016/9/23
東京都
昭島市

漏えい
軽傷１名

保育園
鉄筋コンク
リート造

14:00 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

保育園において、販売事業者の作業員がバルク貯槽の安全弁交換を行っていたところ、高圧ガス約60kg
が噴出し、手に軽傷を負った。
原因は、当該作業員が、安全弁の交換の際、誤って元弁を外したため、ガスが噴出したもの。

（バルク貯槽 １４８kg×1基） バルク貯槽安全弁元
弁

不明 不明 東京燃料林産（株）

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

・都は、販売事業者に対して、社内で情報共有等を行い、同様の作業ミスを再度起こさ
ないように、口頭注意を行った。また、販売事業者向けの講習会において、当該事故事
例の概要を説明し、同様の事故を起こさないように注意喚起を行った。
・販売事業者は、社内保安勉強会で交換作業要領を再学習し、作業においては指差し
確認の実施を徹底することとした。

107 2016/9/24
東京都

千代田区

漏えい爆発・
火災

軽傷3名
その他(露店） 10:35 一般消費者等

消費者による器具の取扱い
ミス

露店において、作業員がこんろ２台をテーブルに乗せ、点火作業を行っていたところ、ガスが漏えいし爆発
事故が発生、男性3名が火傷等の軽傷を負った。
原因は、点火作業中に、当該テーブルの脚が折れるとともに、そこに乗っていた１台の当該こんろが崩れ
落ち、調整器とぶつかったため容器の接続部か損傷し、ガスが漏えいし引火に至ったもの。

調整器 SKL-5AH (株)桂精機製作所 (株)福田屋

・ガス放出防止器設置なし
・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

・都は、販売事業者及び消費者に対し、翌日も同様のイベントがあるので注意するよう
指示した。
・販売事業者は、消費者に対し、今後、イベントブースでの熱源配置について、器具同士
が至近距離にならないこと及び容器の配置について十分注意することとした。
また、テーブル台及び地面の安定性について、さらに確認をすすめると共に、ヒューズガ
ス栓（コンセント口）を接続した調整器を推奨することとした。

108 2016/9/27
広島県
呉市

漏えい
一般住宅

木造造2階建
22:00 配送センター 容器交換時の作業ミス

一般住宅において、消費者より「風呂の湯が出ない。ガスこんろの火も点火しない」との連絡を受け、販売
事業者が調査したところ、20kg容器が2本空になっておりガス臭がしていることを確認した。
原因は、予備側の20kg容器のバルブ内に泥砂が詰まっていたことにより、バルブと高圧ホースの接続部に
隙間が生じ、ガスが漏えいしたものと推定される。
なお、当該バルブの泥砂については、蜂が当該バルブ内で巣作りした可能性が考えられる。

容器バルブ 不明 不明 広島ガス呉販売(株)

・ガス放出防止器なし
・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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、容器バルブの充填口の確認及び高圧ホースの接続部及びガス漏れの
有無について徹底することとした。

109 2016/10/8
茨城県

かすみがうら
市

漏えい
一般住宅
木造2階建

7:43
販売事業者、設備工事

業者
調整器と高圧ホースの接続
不良

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、販売事業者が調査したところ、50kg容器2
本が空になっており、調整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、販売事業者が供給開始時に調整器に高圧ホースを接続したが、高圧ホースのねじ込みが不足し
ていたことにより漏洩する状態となったもの。なお、接続時に気密試験及び漏えい試験を実施したが漏洩
は見つからなかったとのこと。

高圧ホース（張力式）
矢崎エナジーシステム
(株)

RHS-600ST(2016年1
月製造）

ミライフ(株)

・ガス放出防止器あり（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、供給開始時は高圧ホースの接続、漏えいの有無の点検を
徹底するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、本事例をもとに社内保安教育を実施するとともに、工事時の確認作業
と工事後の漏えい点検を徹底することとした。

110 2016/10/9
広島県
呉市

漏えい
一般住宅
木造2階建

20:40 配送センター 容器交換時の作業ミス

一般住宅において、消費者より「風呂の湯が出ない。ボンベ容器が軽い気がする」との連絡を受け、販売事
業者が出動したところ、自動切替式調整器が切り替わり20kg容器が4本とも残量が無い状態であこと、また
予備側の容器バルブに泥砂が付着していたことを確認した。
原因は、当該容器バルブ内に泥蜂の巣作りによる泥砂が詰まった状態で、高圧ホースを接合したため接
合部に隙間が生じ、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、40日間で約15.2㎥のガスが漏えいしたものと推測されるとのこと。 容器バルブ 不明 不明 広島ガス呉販売(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーター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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムあり（双方向）

・販売事業者は、配送対象全てに対し、供給側及び予備側容器バルブの充填口と高圧
ガスホースの接続口の漏えい検査を検知器で実施した。
また、容器交換時は充填口の異物の混入変形等の確認、接続部の漏えい確認を強化
することとした。
加えて、今後は20kg以下の容器バルブにプラスチックキャップを装着することとした。
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111 2016/10/14
広島県
呉市

漏えい
一般住宅
木造2階建

14:20 配送センター 容器交換時の作業ミス

一般住宅において、販売事業者が9/27、10/9の漏えい事故を受けて、配送対象全消費者に対して設置容
器の点検に訪問した際、供給側の20kg容器に残ガスがあり、予備側の20kg容器に残ガスが無い状態であ
ることを確認した。
原因は、当該容器バルブ内に泥蜂の巣作りによる泥砂が詰まった状態で、高圧ホースを接合したため接
合部に隙間が生じ、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、70日間で約9.6㎥のガスが漏えいしたものと推測されるとのこと。 容器バルブ 不明 不明 広島ガス呉販売(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターSあり(作動なし）
・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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、配送対象全てに対し、供給側及び予備側容器バルブの充填口と高圧
ガスホースの接続口の漏えい検査を検知器で実施した。
また、容器交換時は充填口の異物の混入変形等の確認、接続部の漏えい確認を強化
することとした。
加えて、今後は20kg以下の容器バルブにプラスチックキャップを装着することとした。

112 2016/10/15
高知県
高知市

漏えい
共同住宅

鉄骨造3階建
10:10 販売事業者

経年による劣化・腐食
＜法令違反＞
液化石油ガス法規則第18
条第6号

共同住宅において、住民より「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、供給管の床
貫通部からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該床貫通部の供給管に腐食防止がなされていなかったため、経年劣化及び雨水等により当該
供給管が腐食したもの。

供給管 不明 不明 高知エイネン（株）

・ガス放出防止器設置なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓なし
・自動ガス遮断装置なし
・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、事故発生時における県への報告についての認識が不足し
報告がなされていなかったことから、事故報告書の提出及び事故措置マニュアルについ
て従業員への周知徹底を指示した。また、事故発生に伴い、立入検査を実施することを
予定した。
・販売事業者は、当該配管の床貫通部に防食テープを巻き、腐食防止措置を講じるとと
もに、当該アパートの供給設備にガス警報器を設置した。

113 2016/10/18
広島県
呉市

漏えい
一般住宅
木造2階建

11:20 配送センター 容器交換時の作業ミス

一般住宅において、販売事業者が9/27、10/9の漏えい事故を受けて、配送対象全消費者に対して設置容
器の点検した際、予備側容器の残ガスが半分程減っている状態であることを確認した。
原因は、当該容器バルブ内に泥蜂の巣作りによる泥砂が詰まった状態で、高圧ホースを接合したため接
合部に隙間が生じ、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、74日間で約4.8㎥のガスが漏えいしたものと推測されるとのこと。

容器バルブ 不明 不明 広島ガス呉販売(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターSあり(作動なし）
・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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムあり（片方向）

・販売事業者は、配送対象全てに対し、供給側及び予備側容器バルブの充填口と高圧
ガスホースの接続口の漏えい検査を検知器で実施した。
また、容器交換時は充填口の異物の混入変形等を確認、接続部の漏えい確認を強化
することとした。
加えて、今後は20kg以下の容器バルブにプラスチックキャップを装着することとした。

114 2016/10/21
岡山県
倉敷市

漏えい その他（道路） 10:00
他工事業者(下水道工

事業者）
他工事業者（下水道工事業
者）の作業ミス

下水道工事業者が団地内の市道を掘削中に、埋設供給管（ポリエチレン被覆管）を損傷させガスが漏えい
した。
原因は、当該下水道工事業者が現場の図面の細部まで確認していなかったため、誤って重機を当該供給
管に接触させ、ガスが漏えいしたもの。
なお、販売事業者によると、当該工事業者からの事前連絡及び相談は無かったとのこと。
また、当該工事業者と販売事業者の図面に違いがあったとのこと。

供給管
(埋設部）

不明 ポリエチレン被覆管
伊藤忠エネクスホーム
ライフ西日本(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンメーターなし
・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、当該事故の情報収集を行った。
・販売事業者は、当該団地内のガスの供給をストップし、ガス配管損傷部を確認。工事
完了後に気密試験を行い、ガス漏れがない事を確認すると共に、各戸を訪問して点火
確認を実施した。
・販売事業者は、市の水道局に対し、工事の事前連絡等を徹底するよう依頼した。

115 2016/10/23
高知県
香南市

漏えい爆発
重傷1名

一般住宅
木造1階建

1:00 不明
不明

一般住宅において、住人（被害者）より警察への通報があったため、警察並びに警察からの連絡を受けた
販売事業者及び消防が出動したところ、1階の玄関ドア及び居間の窓ガラスが損傷し、ガス爆発が起こった
状況であることを確認した。
原因は、台所のこんろから何らかの要因によりゴム管が外れ、ガスが漏えいしたものと推測されるが、調査
中につき不明。 末端ガス栓（ヒューズ

ガス栓）
不明 不明 （有）浅野すまい設備

・マイコンメーターSあり
・ヒューズガス栓あり

・県は、販売事業者、消防及び警察に対し聞き取り調査及び現地確認を実施した。（調
査中）
・県は販売事業者に対し、ガスメーター交換期限の超過について文書で指導した。

116 2016/10/25
熊本県
八代市

一酸化炭素中
毒

（軽症1名）

その他（特別
養護老人ホー

ム）
鉄筋コンク

リート造2階建

12:30 一般消費者等
消費者による器具の取り扱
いミス

特別養護老人ホームにおいて、栄養士より「厨房内で以前からガス臭があったが、2～3日前からガス臭が
濃くなったので点検をしてもらいたい」との連絡を受け、販売事業者が出動したところ、食器洗浄機が不完
全燃焼を起こしていることを確認したため、CO警報器とガス警報器を設置すると共に、当該洗浄機の使用
禁止を依頼した。
その1時間後、当該栄養士からの連絡で、職員の一人が、緊急搬送され、一酸化炭素中毒であったことを
確認した。
原因は、当該職員が、当該食器洗浄機を使用したことにより不完全燃焼を起こしたため、当該厨房内に一
酸化炭素を含む排気ガスが滞留したもの。
なお、当該洗浄機の、バーナー部分に埃が詰まっていたため不完全燃焼を起こす状態となっていた。

業務用食器洗浄機 横河電子機器(株)
GHA-26-N-1
（製造年月：2009年10
月）

九州ガス(株)

・ガス放出防止器あり
・マイコンメーターSBあり
・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置なし
・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、今後の再発防止措置等について、ヒアリングを実施した。
なお、今後は、ガス器具に不具合があり、使用禁止措置を講じる場合は、運用面での注
意喚起のみならず、器具を操作出来ないようにする等ハード対策の措置も施すことも検
討するよう、口頭で指導した。
また、保安講習会にて、本事故事例を紹介し、CO中毒事故対策の徹底を要請した。
・県協会は、協会会員に対し、再発防止に係る注意喚起文書を発出した。
・販売事業者は、消費者に対し、業務用厨房へCO警報器の取付促進、周知の徹底、機
器不良時における使用禁止措置の徹底を実施することとした。

117 2016/11/2
佐賀県

三養基郡
漏えい

共同住宅
鉄筋コンク

リート造2階建
9:50

他工事業者（側溝工事
業者）

他工事業者（側溝工事業
者）による作業ミス

共同住宅において、他工事業者（側溝工事業者）より「埋設供給管からガスが漏えいした」との連絡を受け
た販売事業者が、漏えいを止めるための応急処置を指示し出動したところ、埋設供給管が損傷していた。
原因は、当該工事業者が、重機により埋設供給管を誤って損傷させたため、ガスが漏えいしたもの。

供給管
(埋設部）

不明 ポリエチレン管
久留米エル・ピー・ガ
ス(株)

・集中監視システム（双方向）あり ・県は、販売事業者に対し、事故報告の遅延について厳重注意を行った。

118 2016/11/2
神奈川県
藤沢市

漏えい爆発 同住宅
木造2階 18:15 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、消費者より「風呂釜が爆発した」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側面が変形していることを確認した。
原因は、当該風呂釜が何らかの要因により点火し難い状態にあり、その状態で時間を空けずに点火操作
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。

風呂釜（BF式） RBF-101S（2000年10月リンナイ(株) 日本瓦斯(株)

・ガス放出防止器設置あり（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
・ヒューズガス栓あり（作動なし）
・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

・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
事を確認するとともに、当該風呂釜は即日使用禁止とし、異常着火防止機能付きの風
呂釜に交換した。
なお、メーカーへの調査を依頼したが、当該メーカーが誤って、当該機器を破棄したため
異常に関しては不明。

119 2016/11/3
広島県
広島市

漏えい爆発

共同住宅
鉄筋コンク

リート造10階
建

19:00
他工事業者（塗装工事

業者）
養生による給湯器排気筒の
閉塞

共同住宅において、消費者からの連絡を受け、ガス事業者が調査したところ、給湯器が変形していることを
確認した。
原因は、当該建物の塗装工事の際、当該給湯器の排気筒部分がビニールで覆われ排気不良の状態とな
り、その状態で点火操作を行ったため、機器内部に未燃ガスが滞留し、点火時の火が引火したものと推定
される。

ＲＦ式給湯器 ノーリツ
YGV2468RM3H
H25.3

（有）西本屋

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置あり（作動なし）
・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
・集中監視システム双方向あり

・販売事業者は、他の部屋の給湯器の給排気状況を確認すると共に、塗装工事業者に
対し他の部屋のビニールを撤去するよう依頼した。

120 2016/11/10
宮城県
仙台市

漏えい
その他（野外

テント）
22:54 一般消費者

消費者による容器取り扱い
ミス

公園内の野外テントにおいて、通行人より「ガス臭がする」との連絡を受け、消防が調査したところ、営業を
終えた屋台内部に設置されていた10kg容器が結露しており、容器の元栓が開いていることを確認した。
原因は、屋台の従業員が容器に調整器を取り付けた際に接続不良であったこと及び容器の元栓を完全閉
止していなかったことから、調整器接続部又は燃焼器と未接続状態にあるヒューズガス栓から過流出安全
機構が作動しない程度の流量でガスが漏えいしたものと推定される。

（質量販売10kg×1本）
調整器 （株）桂精機製作所

SKL-5A
(2007年1月製造）

(株)ながよう

・ガス放出防止器なし
・マイコンなし
・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置なし
・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、消費者への当該設備の使用禁止を指示するとともに、質量
販売を行っている消費者に対し注意喚起をするよう口頭で指導した。
また、県は、登録行政庁である山形県に対し、本事故の情報提供を行った。
・販売事業者は、消費者に対し、当該設備の使用禁止を指示するとともに、容器及び調
整器一式を回収し、漏えい原因の調査を実施した。
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121 2016/11/14
岩手県
久慈市

漏えい
その他店舗
鉄骨造3階建

6:35 販売事業者
振動による供給管継手部の
損傷

その他店舗において、消費者より「1階厨房付近でガスの臭いがする」との連絡を受けた販売事業者が配
管設備の気密試験及び燃焼機器の点検を実施したが異常は見られず供給を再開した。
その1週間後、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結果、ガス切れと判断
し50kg容器1本を交換したが、2日後、「マイコンメーターにBC遮断表示が点灯して警報器が鳴ってガスが
出ない」との連絡を受けた。そこで販売事業者がかけつけ調査したところ、当該建物外部壁面に敷設してい
る供給管継手ねじ部分に亀裂があり、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該供給管が、母屋建造物と併設して増築した建造物とをまたがる配管構造であったため、地震
等の振動により建物毎の動きに差異が生じ、当該供給管継手部に負荷がかかり、亀裂が出来ガスが漏え
いしたものと推定される。

供給管(継手部） 不明 不明 (株)細谷地

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

・県は、販売事業者立会いのもと、当該店舗での現地調査を実施し施設設備の状況を
確認するとともに、容器交換時の設備点検を確実に行う等の再発防止措置を徹底する
よう口頭で指示した。
・販売事業者は、今後、容器交換時等において、周辺供給側配管設備等までしっかりと
点検を実施することとした。
また、点検等にあたっては、予断を持たず総合的に対応をしていくこととした。

122 2016/11/17
福島県
郡山市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク

リート造5階建
23:00

販売事業者（保安機
関）

作業員による消費設備の取
扱いミス

共同住宅において、消費者より「昨夜未明にこんろ周辺からのガス臭に気づいて閉栓した」との連絡を受
け、販売事業者が調査したところ、こんろに設置されたゴム管に傷がついていることを確認した。
原因は、供給開始時点検・調査を実施した作業員が、誤ってこんろに接続するゴム管に傷をつけ、その状
態に気づかなかったため、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たものと推定され
る。

ゴム管 (株)十川ゴム
不明
(2014年製造）

(株)エネサンス東北

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

・県は、販売事業者に対し、点検調査時等の社員教育を徹底すること及び事故発生時
には速やかに関係機関に連絡することを口頭で指導した。

123 2016/11/22
三重県
桑名市

漏えい火災
学校

鉄筋コンク
リート造3階建

11:45 一般消費者等
回転釜の回転による金属フ
レキシブルホースの損傷

小学校の給食室において、業務用回転釜に接続された金属フレキシブルホースよりガスが漏えいし、出火
した。
原因は、当該回転釜の回転グランドが経年劣化により固着した状態にあり、釜と回転グランドが連動して回
るため当該ホースに負荷がかかり、蝮腹部に亀裂が生じガスが漏えい、点火時の火が引火したものと推定
される。
なお、消費者は当該回転釜の劣化に気が付いていたが使用し続けていたとのこと。

金属フレキシブルホー
ス

不明 20A (株)蛭川本店

・マイコンSBあり(作動なし）

124 2016/11/22
埼玉県

さいたま市
漏えい 般住宅
木造2階 9:25

他工事業者(エクステリ
ア業者）

他工事業者(エクステリア業
者）による作業ミス

一般住宅において、エクステリア業者が、屋外の勝手口付近に手すりを設置するため、土間に10cm程度の
穴を開けたところ、敷設されていたビルトインこんろと接続している金属フレキ管よりガスが漏えいした。
原因は、当該作業の際、当該業者が金属フレキ管の存在を認知していなかったため、当該フレキ管を損傷
させガスが漏えいしたもの。
なお、消費者も当該配管経路を認知しておらず、販売事業者への連絡はなかったため、販売事業者の立
会はなかった。、

（バルク貯槽495kg×1基）

金属フレキシブルホー
ス

不明 不明 ミライフ(株)

・ガス放出防止器設置なし
・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

・販売事業者は、事故報告の必要性に気付き、県に事故届けを提出した。

125 2016/11/25
千葉県
松戸市

漏えい
飲食店

鉄筋コンク
リート造4階建

11:15 その他（地盤沈下）
地盤沈下による供給管継手
部の損傷

飲食店において、近隣住民より「ガス臭い」との通報を受けた都市ガス会社からの連絡を受け、販売事業
者が調査したところ、当該飲食店が入居しているビルの供給管（白管）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、平成28年11月22日5時59分に福島県沖で発生した地震又は地盤沈下により、ガス容器の設置場
所が傾いたため、当該供給管継手部が損傷し、ガスが漏えいしたものと推定される。

供給管 不明 25A 日本瓦斯(株)

・ガス放出防止器あり
・マイコンメーターⅠあり(作動なし）

・販売事業者は、社内で、保安業務時を含む様々な業務機会により供給先を訪問した
際、設備に関係する地盤沈下に注意を払うよう周知した。また、消費者に対し、緊急時
連絡の連絡先について、再度の周知を行った。

126 2016/11/29
滋賀県

東近江市
漏えい その他 10:00

他工事業者（側溝工事
業者）

他工事業者（側溝工事業
者）による作業ミス

共同住宅において、他工事業者（側溝工事業者）より「埋設供給管からガスが漏えいした」との連絡を受け
た販売事業者が、漏えいを止めるための応急処置を指示し出動したところ、埋設供給管が損傷していた。
原因は、当該工事業者が、重機により埋設供給管を誤って損傷させたため、ガスが漏えいしたもの。

供給管
(埋設部）

不明 不明 谷口酸素工業(株)

・県は、販売事業者に対し再発防止策を検討するよう指示をした。
・販売事業者は、集団供給先及びオール電化となっている消費者に対し、当該事故防止
のための周知を行うこととした。

127 2016/12/1
福島県
岩瀬郡

一酸化炭素中
毒

（軽症1名）

飲食店
鉄筋コンク

リート造3階建
13:41 保安機関

保安機関による燃焼器の取
扱いミス

スキー場において、レストハウスの従業員からの「オープン前の点検に訪れた際、給湯器から音がして、お
湯にならないため見て欲しい」との連絡を受けた販売事業者が、調査のため当該給湯器の運転をしたとこ
ろ、異音とともに燃焼が停止した。内部を確認したところ給排気管内へ蛾が侵入をしていたため、一時的に
燃焼させて除去しようとしたところ、CO警報器が鳴動したので、直ちに作業を停止し、窓を開け厨房内の換
気扇を全開にして現場から待避した。CO警報器の鳴動停止後、作業を開始し除去を終えた後に体調が悪
くなった従事者が病院へ行ったところ、軽度の一酸化炭素中毒と診断された。
原因は、当該給湯器の使用時、給排気管内への蛾の侵入により、給排気不良となり不完全燃焼し一酸化
炭素を含む排気ガスが流出したもの。

瞬間給湯器(FF式） （株）パロマ
PH-20SXT-1
（2012年6月製造）

西部ガスサービス
（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンあり（作動なし）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり（作動不明）
・CO警報器あり（鳴動あり）
・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、事故が発生した場合は、直ちに関係機関に連絡をすること
を口頭で指導した。
・販売事業者は、給湯器の取り替えを実施した。

128 2016/12/3
静岡県
伊東市

漏えい爆発
重傷1名

その他店舗
木造 15:42 一般消費者等
消費者による器具の取り扱
いミス

住居兼食品工場において、火災の連絡を受けた消防及び販売事業者が出動したところ、ガス爆発で建物１
階及び２階部分の窓ガラス、外壁が損傷し、男性1名が救急車により搬送され、両手と顔に火傷を負ったこ
とを確認した。
原因は、消費者が、当該工場厨房内において、器具栓を誤開放し当該オーブン内に未燃ガスが滞留した
状態で、点火操作を行い着火・爆発したものと推定される。
なお、当該工場には、ガス警報器が未設置であった。

業務用オーブン(開放
式）

不明 東京菓材(株) 上田プロパン商会

・ガス放出防止器設置あり
・マイコンSBあり(作動不明）
・ヒューズガス栓あり
・自動ガス遮断装置なし
・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、ガス警報器の設置等、安全対策を提案していくこととし
た。

129 2016/12/6
福島県
郡山市

漏えい爆発
重傷1名
軽傷1名

一般住宅
木造1階建

0:30 不明 不明

一般住宅において、消費者がガステーブルを使用した際、爆発により当該住宅は全壊し、当該消費者及び
隣人が重軽傷を負った。
原因は、何らかの要因で室内にガスが漏えいしている状態にあり、当該消費者が当該器具を使用した際の
火が引火したものと推定される。
なお、近隣住民によると、事故発生3時間位前からガス警報器の様な音が鳴っていたとのこと。
また、当該器具をメーカーが調査したところ、立ち消え安全装置は正常に作動し、ガス漏えいの異常は発
見されなかったとのこと。

ガステーブル リンナイ（株）
RT31NHS-R
（2012年6月製造）

(株)エネサンス東北

・ガス放出防止器なし
・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
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、緊急保安会議を実施し、当該事故について、給排気等の点検項目確
認及び自社での点検調査の際の点検調査マニュアルについて、再確認を行った。

130 2016/12/8
神奈川県
平塚市

漏えい 同住宅
鉄骨造2階 10:00 販売事業者 腐食・劣化

共同住宅において、周辺住民より「ガス臭い」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、調整器のフ
ランジ部よりガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該調整器のパッキンが経年劣化により緩みが生じ、ガスが漏えいしたものと推定される。
なお、当該調整器は、設置より２０年が経過していた。

調整器
RF-10(1996年5月製
造）

フジコー （株）リビングハシモト

・ガス放出防止器設置あり(作動なし）
・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

・販売事業者は、数年前からメーター交換時に調整器も同時に交換することを進めてお
り、今後も進めていくこととした。
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131 2016/12/8
岡山県
倉敷市

漏えい
共同住宅

木造
12:15

他工事業者（解体工事
業者）

他工事業者（解体工事業
者）による作業ミス

共同住宅において、当該建物の家主より「アパート解体中にガスが漏れた」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、当該建物のメーターが閉栓状態で空家だったことから、解体工事業者がガスは供給されていない
ものと認識し、当該建物を解体したため、重機で供給管を損傷させガスが漏えいしたもの。

供給管（SGP） 不明 不明 上野油業(株)

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり(作動なし）
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓あり(作動なし）
・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

・販売事業者は、供給管の損傷箇所より上流側でプラグ止めをするとともに、漏えい点
検を実施した。

132 2016/12/11
千葉県
市川市

漏えい爆発 般住宅
木造2階 16:00 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「前日１６時頃に風呂釜を使用した際に爆発があった」との連絡を受け、販
売事業者が調査したところ、BF式風呂釜右側のケーシングが3cm程度膨らんで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点火し難い状態にあり、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し、点火時の火が引火したものと推定される。

風呂釜（BF式）
GUQ-5A（２００７年７
月製造）

(株)ノーリツ 日本瓦斯(株)

・ガス放出防止器設置あり
・マイコンSあり(作動なし）
・ヒューズガス栓なし
・自動ガス遮断装置なし
・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、BF式風呂釜の点火レバーの操作方法を消費者に再度周知
するよう指示した。
・販売事業者は、メーカーに対し、当該風呂釜の異常着火の原因調査を依頼した。ま
た、当該消費者の風呂釜をＲＦ式の風呂釜に交換した。

133 2016/12/15
広島県
広島市

漏えい
一般住宅
木造2階建

19:09
他工事業者（塗装工事

業者）
他工事業者（塗装工事業
者）による作業ミス

一般住宅において、集中監視センターへ圧力センサー作動情報が入り、緊急対応連絡を受けた販売事業
者が出動したところ、予備容器2本に接続された高圧ホースが外されており、約6㎥のガスが漏えいしてい
たことを確認した。
原因は、当該建物の塗装工事が行われた際、塗装業者が当該高圧ホースを外したことで、予備容器側か
らの圧力が無かったため、使用側容器から予備側容器へガスが逆流し漏えいに至ったものと推定される。

調整器 (株)桂精機製作所 CA-8(2010年製造） 広島ガス高田販売(株)

・ガス放出防止器なし
・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
・CO警報器なし
・業務用換気警報器なし
・集中監視システム双方向あり

・販売事業者は、塗装工事業者に対し、設備取扱いに関する注意喚起を行った。

134 2016/12/15
富山県
高岡市

漏えい火災
一般住宅
木造2階建

18:30 一般消費者等
消費者による器具の取扱い
ミス

一般住宅において、検針時にマイコンメーター(S型）のBR表示が２ヶ月連続で確認されたため、販売事業
者が調査したところ、ビルトインこんろ周辺でのガス漏えいが確認された。配管接続部のユニオン交換を
行ったが、漏えいは改善されなかったため、使用を控えるよう注意喚起を行い、社内で対応を協議するた
め帰社した。その後、同日夕方、消費者が当該こんろを使用した際、出火し当該こんろが焼損した。
原因は、当該こんろ内の接続部からガスが漏えいしている状態で、消費者が点火しため、点火時の火が引
火したものと推定される。
なお、漏えいの原因については、販売店、消防署、メーカー、独立行政法人製品評価技術基盤機構におい
て、現在調査中とのこと。

ビルトインこんろ RSK-S38W5GA13AX リンナイ(株) 日本海産商(株)

・ガス放出防止器なし
・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（保安機関）に対し、今後同様の漏えいが確認された場合は、消費
設備の使用中止を、より確実に伝える手段として、こんろの操作部に使用禁止の注意書
きを張る等の方法を検討するよう、口頭で指導した。また、消防署での当該こんろに係る
検証に立ち会った。

135 2016/12/16
山形県

東置賜郡

一酸化炭素中
毒

（軽症1名）

工場
鉄骨造1階建

21:00 一般消費者等
燃焼器使用中の換気不足
及び給気不足

工場において、作業員が暖房機を使用したところ、手の痺れや吐き気の症状が出たため救急車にて病院
に搬送され高酸素治療が行われた。
原因は、当該暖房機の使用時、給気口に鳥が巣を作っていたことで給気不足の状態にあったこと及び消費
者が、寒さのため当該工場内のシャッターを、ほぼ閉めた状態で作業していたことで、一酸化炭素を含む排
気ガスが室内に滞留し一酸化炭素中毒に至ったもの。 遠赤外線暖房機（天吊

型）
（株）桂精機製作所
(2012年11月製造）

FE式
(2012年11月製造）

（株）サイサン

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンSBあり（作動なし）
・自動ガス遮断装置（対震あり）（作動な
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、当該事故の原因が特定され改善されるまで、当該機器の使
用中止を指示するとともに、CO中毒等の防止に向けた周知の徹底を依頼した。
・販売事業者は、当該事故を全社で共有し当該設備と同様の依頼があった場合、建物
の構造や障害物による機器の影響等を充分考慮し設置することとした。
また、燃焼機器の維持管理の観点から経年劣化、異物の混入等も充分に予測するとと
もに、消費者に対し、運転前点検の推奨、周知を徹底し再発防止に努めることとした。

136 2016/12/17
滋賀県
甲賀市

漏えい爆発・
火災

一般住宅
木造2階建

20:20 一般消費者等
消費者による器具の取扱い
ミス

一般住宅において、消費者が５kg容器を接続した一口こんろで焼き芋を調理中、火力を弱めて、台所の隣
の部屋でテレビを見ていた際、爆発音が聞こえ、台所と隣の部屋との間の扉のガスが１枚破損した。
原因は、当該こんろの火力を弱めた際、立ち消えが起こりガスが漏えいし、周辺で使用していた石油ガス
ファンヒーターが引火し爆発に至ったものと推定される。

(質量販売５kg×1本） 家庭用こんろ（一口） L-1 (株)ターガス 共栄ガス(株)

・家庭用こんろ（一口）立ち消え安全装
置なし

・県は、販売事業者に対し、再発防止策として再度、一般消費者に周知を行うよう指示し
た。

137 2016/12/18
神奈川県
横浜市

漏えい 同住宅
鉄骨造2階 20:25 不明 メーターユニオンの緩み

共同住宅において、消費者より「ガスの使用が出来ない」との連絡を受け、販売事業者が調査したところ、
供給側のメーターユニオンからガスが漏えいし、50kg容器4本全てが空になっていることを確認した。
原因は、当該メーターユニオンが何らかの要因により緩んでいたためガスが漏えいし、予備側の容器2本
が空になったたものと推定される。
また、販売事業者によると、当該宅は、他事業者からの切替物件であるが、気密試験時及び当該メーター
付近の給湯器の交換時には漏えいが無いことを確認しており、事故故前日、調整器のサビ止め作業で訪
問した際も、漏えい音は無かったとのこと。

ガスメーター（S型）
SA25MT1-6-
ULS(2016年8月）

愛知時計電機(株) ミライフ(株)

・ガス放出防止器設置あり
・マイコンSあり
・ヒューズガス栓なし
・自動ガス遮断装置（対震）あり
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・県は、現地確認をするとともに、漏えい個所、状況及び処置の確認を実施した。

138 2016/12/25
沖縄県
浦添市

漏えい火災
共同住宅
鉄筋コンク

リート造3階建
6:00 一般消費者等

消費者による器具の取扱い
ミス

一般住宅において、消防より「消費者が、こんろに点火したところ引火した」との連絡を受け、販売事業者が
調査したところ、ヒューズガス栓とゴム管が損傷していることを確認した。
原因は、消防によると、消費者が当該こんろを使用の際、壁側の奥まで押し込んで使用していたことで当該
ゴム管が変形し亀裂が生じたため、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。

ゴム管 (株)十川ゴム 不明 浦添ガス工業(株)

・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）
・ヒューズガス栓あり

・販売事業者は、消費者に対し、こんろの使用上の注意等を指導した。
・県協会は、事故防止の為の啓発を行うこととした。

139 2016/12/26
福島県
郡山市

漏えい
その他
(市道）

13:07
他工事業者（建設業

者）
他工事業者（建設業者）に
よる作業ミス

一般住宅及び集合住宅の小規模団地近くの市道において、建設会社従業員が掘り起こしの作業を行った
ところ、ガスが漏えいした。
原因は、当該従業員が、当該工事に際して、埋設供給管の存在を確認していなかったため、誤ってユンボ
で埋設供給管に接触したもの。

供給管(埋設部） 三井化学産資(株) 不明 ミライフ東日本(株)

・ガス放出防止器あり（作動不明）
・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、他工事業者から工事の連絡があった場合は、引き続き今後
も図面確認や立会いを実施するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、当該供給管の修繕完了後に接続部や本管のガス漏えいがないことを
確認するとともに、翌日に行われた同様の工事にも社員が立会い、図面の照会等を実
施した。

140 2016/12/27
埼玉県

さいたま市
漏えい火災宅
鉄骨コンクリー 11:40

他工事業者(リフォーム
業者）

他工事業者（リフォーム業
者）による作業ミス

共同住宅において、リフォーム業者が居室内改装中に、工事で床を剥がした際、配管を損傷させ、ガスが
漏えいし引火した。
原因は、当該業者が床下の当該配管の存在に気付き、工事を行う上で支障となることから、ガスの供給が
閉止していると思い込み、ベビーサンダーで切断したため、ガスが漏えいし、ベビーサンダーの火花が引火
したもの。
なお、販売事業者によると、１月から工事を行う予定であり、また配管を撤去すると思っていなかったため、
当該業者への配管の存在の周知及び当日立会を行っていなかったとのこと。

配管(隠ぺい部） 不明 不明 京濱燃料(株)

・ガス放出防止器設置あり(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
・ヒューズガス栓あり（作動なし）
・CO警報器なし
・業務用換気警器
・集中監視システム（双方向）あり

・販売事業者は損傷した管の撤去及びプラグ止めを行った。
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