
 2017年事故概要

1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

1 2017/1/1
静岡県
浜松市

漏えい火災
一般住宅
木造2階建

14:00 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

一般住宅において、消費者よりゴム管が焦げたとの連絡を受け、保安機関が出動したところ、ゴム管とこん
ろの接続部（Oリング）が焦げていることを確認した。原因は、こんろをアルミ製のこんろガードで囲い、その
横に立てかけていたダンボールが、こんろ使用後の余熱で発火し、その火によりゴム管が溶けたため、ガ
スが漏えい、引火し、こんろ接続部のOリングが加熱されて溶けたものと推定される。
なお、こんろの火は消えた状態で引火しており、また、漏えい試験を行ったところ、配管からガス栓にかけて
の漏えいは確認されなかったとのこと。 ゴム管 住友ゴム工業（株）

不明
（2014年製造）

とぴあ浜松農業協同
組合

・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

・販売事業者は、消費者に対し、燃焼器具の付近に可燃物を置かないように指示すると
ともに、ガスこんろの使用後はその都度元栓を閉めるよう指示した。また、安全のためガ
ス警報器の設置を促した。

2 2017/1/1
大阪府

岸和田市
漏えい

共同住宅
鉄筋コンク

リート造3階建
17:40 保安機関

経年による高圧ホース及び
高圧逆止弁付根元バルブ
の腐食・劣化
＜法令違反＞
法第３４条第１項（保安機関
の業務等）
法規則第１８条第５号（供給
設備の技術上の基準）
法規則第３６条第１号イ（１）
（供給設備の点検の方法）

共同住宅において、住人より容器置場（50kg×8本）付近で強いガス臭がするとの通報を受け、消防及び販
売事業者が出動したところ、貯蔵設備の換気口付近でガスを検知した。供給側容器（50kg×4本）周りにお
いては、漏えいが確認されず、予備容器（50kg×4本）はガス残量がなかったことから漏えい試験を行うこと
ができなかったため、翌日充てん容器と交換し、漏えい試験を行ったところ、集合管に接続している高圧逆
止弁付根元バルブ及びバルブと高圧ホースとの接続部分からの漏えいを確認した。
原因は、集合管予備側の高圧逆止弁付根元バルブ及び高圧ホースのねじ込みナット部分が経年劣化によ
り緩み、ガスが漏えいしたものと推定される。
なお、高圧ホース及び高圧逆止弁付根元バルブは製造、設置から24年が経過しているものであった。
また、直近の容器交換時点検では、目視による確認のみ行われ、異常に気付かなかった。

高圧ホース
高圧逆止弁付根元バ
ルブ

（株）桂精機製作所

SKH-6
（1993年2月製造）
HBS-302-08RC
（1993年2月製造）

平田商店

・ガス放出防止器なし
・マイコンSあり（不明）
・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

・府は、保安機関に対し、容器交換時等供給設備点検時の外観検査の際は、目視点検
及び漏えい検査の実施するよう指導した。また、設備維持管理状況を把握し、設備機器
の更新時期又は腐食劣化を認めた際は、販売店に機器交換を勧めるよう指導した。
・販売事業者は、保安機関に対し、腐食又は劣化が確認された場合に速やかに販売事
業者に連絡するよう指示した。

3 2017/1/2
宮崎県
宮崎市

漏えい火災
一般住宅

木造
16:00 販売事業者

工事ミスによる金属フレキシ
ブルホースと燃焼器の接続
不良

一般住宅において、焦げ臭さを感じた消費者が瞬間湯沸器を確認したところ、当該湯沸器と金属フレキシ
ブルホースの接続部から1～2cm程度の火が出ていることを確認した。
原因は、約2週間前に販売事業者（液化石油ガス設備士）が当該湯沸器を交換した際、金属フレキシブル
ホースの接続金具（RC)と湯沸器との接続において、シール材を使用せず接続したため、緩みが徐々に生
じ、湯沸器と接続金具との間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、消費者によると、出火確認時に濡れ雑巾を被せて消火したとのこと。 瞬間湯沸器(開放式) （株）パロマ PH-5BW 南九州マルヰ（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

・県は当該湯沸器の検分及び販売事業者への聴取を実施し、原因の調査と再発防止策
の検討を指導した。また、液化石油ガス設備士再講習等各種講習会にて注意喚起を実
施することとした。
・販売事業者は、事故が発生した同様の設備について設備状況の調査を実施することと
した。また、接続具等について社員教育を実施し、以降も保安教育として年間計画に組
み込むこととした。
・県協会は当該湯沸器の検分及び販売事業者への聴取に同行し、事故原因調査等を
行った。

4 2017/1/3
熊本県
玉名市

漏えい火災
軽傷3名

その他（露店） 9:34 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

寺の境内の露店において、露店販売員が容器から調整器を取り外した際に、ガスが漏えいし火災が発生し
た。当該火災を消火しようとした当該販売員及び周囲の販売員含めた合計３名が軽傷の火傷を負った。
原因は、当該販売員が当該容器のバルブを全開とした状態で誤って調整器を容器から取り外したため、容
器充てん口よりからガスが漏えいし、付近に設置されたストーブの火が引火したもの。
なお、当該販売員によると、「全開」を「全閉」と間違えたとのこと。

（質量販売 8kg×7本）
容器バルブ 不明 不明 藤木商店

・ヒューズガス栓あり ・県は、県協会に類似事故防止のため協会員に対する情報共有等の対応を依頼した。
・販売事業者は、自社の質量販売における自己点検マニュアルの見直しを実施すると共
に、県に再発防止措置等を報告した。
・県協会は、協会員に対し類似事故防止のための注意喚起文書を発出した。

5 2017/1/4
福島県
田村市

漏えい
一般住宅

木造
9:40 保安機関

容器検査後の容器バルブ
の取付けミス

一般住宅において、消費者からガス臭いとの通報を受け、販売事業者が出動したところ、容器バルブの容
器と接続するねじ部分から漏えいしていることを確認した。
原因は、容器検査後のバルブ交換の際、ねじの締め込みが甘かったことによりガスが漏えいしたもの。

容器バルブ 宮入商事（株）
MT-68W
（2016年6月23日製
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、保安機関に対して、容器交換時等供給設備点検の際に、容器と容器バルブの
接続部についても念入りに確認するよう指導した。

6 2017/1/5
千葉県

習志野市
漏えい

共同住宅
鉄骨造2階建

0:18 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、住民からガス臭がするとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したところ、通報し
た消費者とは別の部屋からの漏えいを確認した。漏えいを確認した部屋の住人が不在であったため、マイ
コンメータによる閉栓（ガス遮断）を行った。後日、当該住人の立会のもと調査を行ったところ、住人の設置
した業務用こんろの器具栓が微かに開となっていたことにより、ガスが漏えいしたもの。
なお、住人の不在期間から、８日前に誤ってコックを微開状態にしたと推定される。

業務用こんろ 不明 不明 (株）サイサン

・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
・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、再度周知を行い家庭用こんろに交換するよう提案し了
承を得た。ただし、消費者が交換にあたり他店での購入を希望したため設置時に連絡を
もらうこととした。

7 2017/1/6
長野県
飯田市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク

リート造2階建
9:55

他工事業者
（リフォーム工事業者）

他工事業者（リフォーム工
事業者）による作業ミス

共同住宅において、リフォーム業者が工事中に供給管を損傷させ、ガスが漏えいしたもの。
原因は、当該工事業者が水道管の1階から2階への立ち上げ工事中に、2階の共用廊下の土間下に埋設し
てあった供給管にドリルの先端を接触させ、誤って損傷させたため、ガスが漏えいしたもの。

供給管（鋼管（埋設
部））

不明 不明 イワタニ長野（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
・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、販売事業者からの連絡を受け事故現場に向かい、事故発生状況、対応状況の
聞き取りを行った。

8 2017/1/13
福島県

いわき市
漏えい火災

一般住宅
木造1階建

4:30 一般消費者等
消費者による未使用ガス栓
の誤開放

一般住宅において、消費者がこんろに点火しようとしたところ、出火した。
原因は、当該こんろを使用する際に、消費者が誤って２口ヒューズガス栓の未使用側のゴムキャップを外し
ガス栓を開放したことにより、ヒューズ機構が作動しない程度の微量のガスが漏えいし、点火した際の火に
引火したもの。

2口ヒューズガス栓 矢崎総業（株） 不明 （株）協立ガス機器

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

9 2017/1/15
新潟県
新潟市

漏えい
飲食店

鉄骨造3階建
8:35

販売事業者
配送センター

容器と高圧ホースの接続不
良

飲食店において、通報を受けた消防が出動したところ、容器と高圧ホースの連結部分からガスが漏えいし
ていることを確認した。
原因は、容器と高圧ホースの連結ナットが緩んでいたことにより、ガスが漏えいしたもの。
なお、販売事業者によると、前日に容器交換が行われているが、その際の点検では異常は確認されなかっ
たとのこと。

高圧ホース 富士工器（株）
LSH-６S
（2013年7月製造）

(株）丸新

・ガス放出防止器なし
・マイコンSB（ガス漏れ警報器連動）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(双方向）あり

・県は、販売事業者に対し、事故原因の究明と再発防止を指示した。
・販売事業者は、配送事業者に対して、容器交換時の漏えい検知液等を使用した点検
の徹底を指導した。
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10 2017/1/15
高知県

土佐清水市

漏えい爆発・
火災

重傷1名、軽
傷1名

一般住宅
木造

17:10
一般消費者等
販売事業者

消費者による未使用ガス栓
の誤開放
＜法令違反＞
法第27条第1項第2号（保安
業務を行う義務）
法施行規則第37条（消費設
備の調査の方法）
供給・消費・特定供給設備
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、集中監視センターにガス遮断の緊急連絡が入り、当該住宅へ連絡するも不在。その数
分後、当該住宅付近を歩いていた通行人より「爆発でガラスが散乱している」との通報を受け、消防及び販
売事業者が出動した。翌日に、警察、消防、県及び販売事業者の4者で現場検証を行ったところ、当該住宅
の台所、壁、玄関が焼損し、消費者2名が火傷を負ったことを確認した。
原因は、燃焼器と接続されていない末端ガス栓（可とう管ガス栓及びヒューズガス栓の可とう管ガス栓側）
に消費者が丸めたガムテープで栓をしており、その状態で消費者が誤って当該ガス栓を開いたため、ガス
が漏えいし何らかの着火源により爆発に至ったものと推定される。
なお、販売事業者は、定期消費設備調査時に当該ガス栓がガムテープにより栓がされていることを見逃し
ていた。

末端ガス栓（フレキガ
ス栓）

不明 不明 四国岩谷産業（株）

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

・県は現場検証を行った。また販売事業者に対し、再発防止のため、定期消費設備調査
の徹底について口頭で指導した。
・中国四国産業保安監督部四国支部は、四国支部管轄の販売事業者のため、四国岩
谷産業（株）に対し立入検査を行い、改善報告書の提出を指示した。
・販売事業者は、確実な点検、見落とし防止、職員研修の実施、消費者への周知、緊急
時対応改善等の実施内容に関する改善報告書を作成し提出した。

11 2017/1/17
東京都
足立区

漏えい 一般住宅 11:30
他工事業者

（解体工事業者）

他工事業者（解体工事業
者）による供給管継手部の
損傷

一般住宅において、解体工事業者より供給管損傷の連絡を受けた販売事業者が出動し、バルク貯槽から
のガス供給を停止した。
原因は、解体工事業者が空き家の解体作業の際に、誤って重機により供給管を損傷させたためガスが漏
えいしたもの。

（バルク貯槽980 kg×1基） 供給管 不明 不明 河原実業

不明 ・販売事業者は、バルク供給基地よりガス供給の停止措置を行った。

12 2017/1/19
長野県
白馬村

漏えい
旅館

木造2階建
17:30 一般消費者等 除雪作業による配管の損傷

旅館敷地内において、消費者より、除雪作業中に配管に接触し、ガスメータによる自動遮断が行われてい
ることの通報があり、販売事業者が出動したところ、配管が折れていることを確認した。
原因は、消費者がブルドーザーを用いて除雪を行っていた際に、操作ミスにより配管に接触し損傷したた
め、ガスが漏えいしたもの。

（バルク貯槽　295kg×1基） 配管 不明 不明 （株）サイサン

・ガス放出防止器なし
・マイコンE4（ガス漏れ警報器連動）あり
（作動あり）
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
連動）あり（作動あり）
・ヒューズガス栓なし
・CO警報器なし
・業務用換気警報器あり（鳴動なし）
・集中監視システム（双方向）あり

・県は、販売事業者と共に現地確認を実施した。又、別件で事故報告漏れがあったこと
からも、販売事業者に対して立入検査を実施した。
・販売事業者は、配管を重機等が接触しづらい経路に変更するとともに、他の消費者に
対して同様の事故を防止するための周知を行った。

13 2017/1/25
北海道
札幌市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク
リート造

3:57 その他（凍結）
凍結による調整器の閉そく
圧力不良

共同住宅において、新聞配達員より「共有玄関がガス臭い」との通報を受け、消防及び保安センターが調
査したところ、調整器（下流側）の通気孔からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、当該調整器の通気孔が雪の付着により凍結し、機器内部のダイヤフラムが閉塞不良を起こしたた
め、ガスが漏えいしたものと推定される。

親子式差圧調整器 富士工器（株）
RH20R
（2011年9月製造）

（株）エネサンス北海
道

・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
・CO警報器あり（鳴動なし）
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・道は、販売事業者に対し、調整器の凍結防止及び雪害等に対する保安意識の向上
等、事故防止対策を強化するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、消費者に対し、雪を供給設備に捨てないよう周知した。また、メーカに
調整器から漏えいした原因の調査を依頼した。

14 2017/1/26
千葉県
柏市

漏えい火災
軽傷1名

学校
コンクリートブ
ロック造1階建

11:20 他工事業者
他工事業者による配管の損
傷

学校施設において、他工事業者が廃止済みの容器庫の改修工事をしていたところ、誤って配管を切断し、
漏えいしたガスに引火し、作業員1名が火傷を負った。
原因は、他工事業者がガスの経路を把握しないまま作業を行ったことにより、ガスが流れている配管を切
断し、漏えいしたガスに電動工具（サンダー）による火花が引火したもの。
なお、工事に際して、販売事業者への事前連絡はなかった。ただし、販売事業者は、以前供給していた販
売事業者から配管図等を引き継いでおらず、ガスの流路を正確に認識できていなかった。 配管 不明 不明 日東エネルギー（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、事故が発生した際には速やかに報告するよう指導し、休止
中の設備については設備内の残ガスの有無を確認の上、消費者に注意を促すよう指導
した。
また、学校関係者に対して、液化石油ガスの供給、消費設備の付近で工事計画がある
場合には、販売事業者に連絡するよう、他工事業者等に対して、供給設備や消費設備
を休止する際には、可能な限り上流で閉栓施工するよう指導した。併せて、同様の事故
の防止対策の徹底を図るべく、県内の各販売事業者に向けて文章により通知した。

15 2017/1/28
秋田県
美郷町

漏えい
一般住宅
木造1階建

18:52 その他（雪害） 落雪による調整器の損傷

一般住宅において、消費者より高圧ホースが切れたのでバルブを閉めたとの通報を受け、販売事業者が
出動したところ、調整器が折損し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に直結していた調整器の容器との接続部が損傷し、ガスが漏えいしたも
の。

単段式調整器 矢崎総業（株）
R5A-SF
（2009年5月製造）

ミライフ東日本（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

・販売事業者は、折損した調整器を折損遮断式の調整器へ交換した。また、落雪による
事故防止措置のため、容器上部に屋根掛けを設置した。

16 2017/1/30
千葉県
船橋市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
15:00 他工事業者

他工事業者による供給管の
損傷

共同住宅において、他工事業者が掘削作業中に誤って供給管を損傷しガスが漏えいした。
原因は、他工事業者が掘削作業の際に埋設供給管の位置を把握しないまま作業したため、埋設供給管を
損傷しガスが漏えいしたもの。
なお、他工事業者から販売事業者への事前連絡はなかった。

供給管（PE管（埋設
部））

不明
PE25A
（2006年製造）

（株）吉川液化ガス

・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
・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、事故が発生した際には、速やかに報告するよう指導した。
・販売事業者は、消費者に対し、供給、消費設備周辺で工事の計画がある場合には、事
前に連絡をするよう周知した。

17 2017/1/30
兵庫県
豊岡市

一酸化炭素中
毒

軽症1名

共同住宅
鉄筋コンク

リート造4階建
20:00

他工事業者
（塗装業者）

他工事業者（塗装業者）に
よる給排気口の閉塞

共同住宅において、住人（１歳児）が風呂に入浴したところ、傾眠傾向となったことから、病院へ緊急搬送さ
れ、一酸化中毒と診断され一晩入院した。
原因は、当該住宅は外壁塗装工事が行われており、塗装業者が給排気口を覆うように養生シートを施した
ことにより排気不良となり、発生した一酸化炭素を含む排気が室内に滞留したもの。
なお、塗装業者は吸排気口に養生シートを施してはいけないことを認識していたが、空き部屋と間違え養
生シートで覆ってしまったとのこと。 風呂釜 不明 不明 たじま農業協同組合

・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）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、市の工事担当者及び工事関係者に対し、吸排気口に養生シートを施さないよう
徹底することとした。又、同等の工事を行う際には、市の工事担当職員より、請負業者へ
の安全確認の指示等を徹底することとした。

18 2017/2/1
神奈川県
横浜市

漏えい
一般住宅
木造2階建

17:30 販売事業者
販売事業者によるガスメー
ター交換時の施工不完全

一般住宅において、消費者より風呂釜のお湯が出ないとの通報をうけ、販売事業者が原因の確認をしてい
たところ、ガスメーターの入口側継手部よりガスが漏えいした。
原因は、販売事業者がガスの供給を確認する際に、ガスメーターを取り外したが、メーターユニオンのパッ
キンを未設置のまま再取付けを行ったため、漏えい試験の際にガスが漏えいしたもの。
なお、お湯が出ない原因は、風呂釜の水配管が凍結していたことによる。 ガスメーター（メーター

ユニオン）
矢崎エナジーシステム
（株）

SY25MT1e
（2009年5月製造）

三ツ輪産業（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（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（片方向）あり

・販売事業者は、メーターユニオンパッキンを交換し、漏えい検査により異常がないこと
を確認した。
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19 2017/2/4
埼玉県
越谷市

漏えい爆発
共同住宅
鉄筋コンク

リート造5階建
18:00 一般消費者等

消費者による器具の取扱ミ
ス

共同住宅において、消費者より風呂釜の火がつかないとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、BF式風呂釜のケーシングの変形を確認した。
原因は、風呂釜の種火が保持しづらくなっていたことにより、消費者が繰り返し着火を行ったため、未燃ガ
スが器具内に滞留し点火時の火に引火したものと推定される。
なお、事故当日の漏えい検査では異常は確認されず、製造事業者による風呂釜の調査においてもガス漏
れ、安全装置の異常は確認されなかった。 風呂釜（BF式） （株）ノーリツ

CAQ-5A-1
（2010年2月製造）

東彩ガス（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

・販売事業者は、風呂釜とガス栓の接続を取り外し、当該ガス栓にプラグ止めをし、使用
禁止とした。

20 2017/2/4
北海道
札幌市

漏えい
共同住宅

木造２階建
20:30 その他（凍上）

土壌凍結時の容器移動に
よる高圧ホースの損傷

共同住宅において、近隣住民より屋外でガス臭がするとの通報を受け、消防が現場に出動したところ、高
圧ホースが折損していることを確認した。
原因は、容器設置場所の土壌が凍結した際に、地盤の隆起に伴い容器が移動したことにより、容器バルブ
が供給管と接触したため、接続されていた高圧ホースが折損し、ガスが漏えいしたもの。
なお、接触した供給管は漏えい試験により漏れがないことが確認された。

高圧ホース 富士工器（株）
不明
（2009年6月製造）

（有）真栄燃料店

・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警報器あり（鳴動なし）
・業務用換気警報器なし
・集中監視システムなし

・道は、販売事業者に対し、遅滞なく事故の届出を行うよう指導した。
・販売事業者は、配送事業者に対し、引張応力が加わらないように高圧ホースを接続す
るよう指示した。

21 2017/2/6
神奈川県
箱根町

漏えい
共同住宅
木造1階建

12:50 販売事業者
経年による供給管（白管）埋
設部の腐食・劣化

共同住宅において、住人よりガスが出ないとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したところ、ガスメー
タのBCP（圧力低下遮断）表示及びガス切れを確認した。
原因は、経年により供給管（白管）埋設部が老朽化したため、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 三ツ輪産業（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

・販売事業者は、住人に対し、戸別供給への切り替えを行った。また、埋設管を有する施
設に対して、順次腐食測定を計画的に実施することとし、耐用年数の短いものから埋設
管の入替又は露出配管への切替を検討することとした。

22 2017/2/10
沖縄県
那覇市

漏えい

その他（介護
施設）

鉄筋コンク
リート造4階建

11:50 販売事業者 排水による配管の腐食

消防より、ガス臭があると通報を受け、販売事業者が現場を確認したところ、配管からのガスの漏えいを確
認した。
原因は、配管にエアコンのドレン排水があたっており、その部分が腐食しガスが漏えいしたもの。
なお、応急措置として腐食部のみフレキ管に交換をして供給を再開し、その後に腐食防止措置として被覆
鋼管への取替を行った。

配管 不明 不明 （株）東江ガス

・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

・県は、販売事業者に対し、他の配管についても腐食の有無を確認し、必要な措置を講
じるよう指示した。
・販売事業者は、その他の配管についても経年劣化（漏れなし）が認められるため、近日
中に改善工事を予定した。

23 2017/2/10
長野県
佐久市

漏えい
事務所

木造１階建
13:37

他工事業者
（水道工事業者）

他工事業者（水道工事業
者）による配管埋設部の損
傷

事務所において、圧力低下遮断の信号を受信した保安機関が消費者に連絡をとり状況の確認をしたとこ
ろ、「工事業者がガス管を損傷した」との情報を得た。保安機関が現場に出動したところ、埋設配管が損傷
していることを確認した。
原因は、前日より下水工事業者が屋外トイレ新設のため、ロードカッターを用いて作業をしており、埋設され
ていたガス配管に気づかずに配管を損傷したもの。
なお、保安機関には、事故発覚の前日よりガスメータからの合計・増加流量遮断の通報が複数回あった
が、いずれもメータ遮断を確認した後、復帰操作を消費者に指示していた。
また、事故発覚当日はメータの復帰操作ができず、ガス臭を感じた消費者が容器バルブを閉止していた。

配管（埋設部） 不明 不明 （株）サイサン

・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
・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、事故報告の遅滞理由の聴取を実施し、液化石油ガス法における事故の定義を
教示した。また、過去に同様の報告遅れがみられたことから、県内の10営業所で事故の
認識を共有するように口頭で指導した。
・販売事業者は、消費者及び当該事業者に対する周知を行い、ＬＰガス設備を他工事の
影響を受けない場所へ移設することとした。

24 2017/2/11
兵庫県
川西市

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
鉄筋コンク

リート造1階建
9:40 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、従業員が出勤した際、ガス臭がしたため換気を行った後、めんゆで器を点火しようとした
ところ、引火、爆発し従業員1名が負傷した。
原因は、業務用めんゆで器のガス栓を閉止していない状態で器具栓が不完全閉止であったことによりガス
が漏えいしていたことから、３０分程度換気を行ったが、めんゆで器周辺にガスが滞留していたため、点火
時の火が引火したもの。

（バルク貯槽　496kg×1基）
業務用めんゆで器 （株）大阪吾光 不明（開放式） （株）ミツワ

・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（ガス漏れ警報器、
対震連動）あり（作動なし）
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システム（双方向）あり（作動
なし）

・県は、販売事業者に対し、事故が発生した際には速やかに報告するよう指導した。
・販売事業者は、パート従業員を含めた全従業員に対して、事故要因となったプロパン
ガスの重さ、業務用燃焼器の危険性、緊急時の連絡先などを記載した周知文書を作成
し配布することとした。併せて、業務用燃焼器を使用する他の消費者に対しても同様に
配布することとした。

25 2017/2/12
山形県
新庄市

漏えい火災
一般住宅

鉄骨造2階建
6:51 他工事業者 他工事業者による作業ミス

一般住宅において、消費者から漏えい火災の通報を受けた消防より連絡を受けた販売事業者が出動した
ところ、立上り供給管の折損及びガスの漏えいを確認した。
原因は、他工事業者がガスの供給管と知らずにバーナーで切断したことにより、ガスが漏えいし、バーナー
の炎が着火源となり火災に至ったもの。
なお、事故の発生した地域は集団供給を行っているが、当該住宅は戸別供給が行われており、集団供給
のための立上り供給管等が存在することを住人は認識していなかった、また、当該住人の前の住人より、
その旨説明を受けておらず、販売事業者も住人の変更を認識していなかった。

供給管（PE管） 不明 不明 （株）シンプロ

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、立入検査を行い、宅地及び団地で今回と類似するケースの
有無を調査し、同様のケースがあった場合、ガス配管であることの周知と明示を行うよう
指導した。

26 2017/2/12
群馬県
榛東村

漏えい火災
共同住宅
鉄筋コンク

リート造3階建
9:30 一般消費者等

消費者による未使用ガス栓
の誤開放

共同住宅において、消費者が未使用ガス栓を誤って開栓したところ、火災が発生し、開放したガス栓の
キャップが焦げた。
原因は、消費者が誤って２口ヒューズガス栓（片側コンセント式）の未接続側のガス栓を開放したことによ
り、漏えいしたガスに使用中のガスこんろの火が引火したもの。

①２口ヒューズガス栓
（片側コンセント式）
②ガスこんろ

①不明
②リンナイ（株）

①不明
②RT33NJH

（株）ホームガスセン
ターマルホン

・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
・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、事故の再発防止のため、未使用ガス栓に閉栓カバーを取り付けた。

27 2017/2/12
高知県
高知市

漏えい
一般住宅
木造2階建

20:56 不明 高圧ホースの接続不良

一般住宅において、消費者より「容器とメータを繋ぐホースが外れている」との通報を受け、販売事業者が
現場に出動したところ、予備側容器と自動切換式調整器を繋ぐ高圧ホースが未接続であること及びガス
メータが圧力低下遮断の状態であることを確認した。
原因は、予備側容器から高圧ホースが取り外されていたことにより、供給側容器の圧力が低下した際に、
自動切換式調整器の切替動作により予備側の弁が徐々に開き、予備側容器の高圧ホースから供給側容
器のガスが漏えいしたもの。 高圧ホース 不明 不明 四国岩谷産業（株）

・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

・県は、販売事業者に対し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、配送担当者の作業ミスである可能性を考慮し、当該担当者の担当地
区において２人１組で容器と高圧ホースの接続状態を確認し、同様の事象が他に存在し
ないことを確認した。

28 2017/2/13
山口県

山陽小野田市
漏えい

その他（集合
供給の団地）

10:20
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

集団供給の団地において、水道工事業者より、団地内道路のガス管を損傷したとの通報を直接受けた配
送業者及び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、容器バルブを閉止し漏えいを止
めた。
原因は、水道工事業者が掘削作業の際に、重機により埋設供給管を損傷したためガスが漏えいしたもの。
なお、水道工事業者は地下埋設物標示ピンを認識していたが、埋設物がガス管であるとの認識はなかっ
た。また、販売店への事前連絡もなかった。

供給管
（埋設部）

不明 PE25A
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、講習会等で埋設管損傷防止の徹底を周知することとした。
・販売事業者は、水道工事業者に対して、工事前の事前連絡をするよう周知した。
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29 2017/2/14
鳥取県
岩美町

漏えい爆発・
火災

軽傷2名

一般住宅
木造2階建

17:46 その他（雪害） 落雪による調整機の損傷

一般住宅において、漏えい火災が発生し消火活動を行った住人2名が火傷等を負った。
原因は、屋根からの落雪又はその跳ね返りにより調整器が損傷、ガスが漏えいし、何らかの着火源により
引火したことにより火災が発生したものと推定される。
なお、着火源については調査中。

自動切替式調整器 （株）桂精機製作所
CA-PH5
（2009年4月2日製造）

（株）JAいなば燃料セ
ンター

・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（双方向）あり

・県は、販売事業者に対して、雪害注意喚起文書を発出し、保安講習会等で雪害に関す
るパンフレットも用いながら対策について注意喚起を行った。また、雪害が予想される地
域について、縦型の調整器を設置するように指導した。
・販売事業者は、調整器を雪害の影響を受けにくい縦型の調整器等に交換する若しく
は、ガス放出防止装置付きの高圧ホースを取付けることとし、落雪の恐れのある箇所の
点検の実施及び消費者に対して注意喚起のチラシを配布することとした。
・県協会は、販売事業者に対し、雪害対策の再度徹底を依頼した。また、消費者に対し、
2度に渡り新聞で雪害対策を周知し、その後保安部員と共に現地での確認を行った。

30 2017/2/15
和歌山県
紀の川市

漏えい爆発
共同住宅

鉄骨造2階建
20:18 一般消費者等

経年劣化による瞬間湯沸器
の燃焼不良

共同住宅において、消費者が屋外式湯沸器に点火しようとしたところ、壁を叩くような異音がし、再度点火
操作を行ったところ、異常着火が起こり湯沸器が損傷した。着火不良の瞬間湯沸器を確認しに行った際、
同居者がお湯を使用したところ小爆発を確認した。
原因は、点火操作を繰り返した際に、機器内部に未燃ガスが滞留し、引火したものと推定される。

（バルク貯槽　298kg×1基） 瞬間湯沸器(屋外式) パーパス（株）
SQ204R
（1997年3月製造）

大阪ガスLPG（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（双方向）あり

・県は、販売事業者に対し、当該メーカーの類似製品について、他の事故事例がないか
メーカーに照会するよう指示した。なお、調査の結果、同様の事故事例は確認されな
かった。

31 2017/2/18
福島県

喜多方市
漏えい

事務所
木造2階建

8:50 その他（雪害）
積雪による供給管継手部の
損傷

事務所において、消費者よりガスが出ないとの通報を受け、販売事業者が出動したところ、メータによる圧
力低下遮断を確認した。
原因は積雪による荷重と落雪による衝撃によって、供給管に負荷がかかり、メータの継手部のねじ部に亀
裂が発生し、破断しガスが漏えいしたものと推定される。
なお、容器周りは除雪がされておらず、容器が隠れるほどの積雪があった。 供給管（メータユニオ

ン）
新和産業（株） 不明（1/2インチ）

アストモスリテイリング
（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

・県は、販売事業者に対して、事故発生宅に供給している事業所の供給先で雪害が頻
繁に発生していることから、雪害に対する消費者への周知及び販売事業者の意識向上
について再度確認を行うよう指示した。
・販売事業者は、容器の設置場所を雪害が発生しないように変更した。また、検針者及
び配送事業者に対して、消費者の積雪状況について情報を共有することを再度確認し
た。

32 2017/2/20
福島県
郡山市

漏えい その他（市道） 10:36 他工事業者 他工事業者による作業ミス

市道において、建設会社が水道工事の際に誤って43世帯（一般住宅及び共同住宅）に集団供給を行って
いる供給管を損傷させたためガスが漏えいした。
原因は、建設会社が工事をする際、ガス管がないものと判断をし、掘り起こし作業を行ったことによるもの。

供給管（PE管） 三井化学産資（株） GP25A ミライフ東日本（株）

・ガス放出防止器あり（作動不明）
・マイコンあり
・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、販売事業者に対して、工事の連絡が他工事業者からあった場合には、引き続き
図面確認や立会を実施するよう指導した。

33 2017/2/21
北海道
旭川市

漏えい
共同住宅
木造2階建

17:00 その他（雪害） 落雪による配管の損傷

共同住宅において、住人より異臭がするとの通報を受け、販売事業者が出動したところ、落雪によって隠れ
た埋設配管の立ち上がり部分からの漏えいを確認した。
原因は、屋根からの落雪により、損傷したものと推定される。

配管 不明 不明 （株）キョクネン

・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（ガス漏れ警報器
連動）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
・集中監視システムなし

・道は、販売事業者に対し、報告が遅れた理由について、文書により提出するよう指示し
た。また、講習会等で雪害の防止について周知するとともに、LPガス協会に対して、販
売事業者に対して、雪害防止についての周知を行うよう依頼することとした。
・販売事業者は、雪解け後、埋設管による供給を中止し、戸別供給に切り替えることとし
た。

34 2017/2/23
沖縄県
那覇市

漏えい爆発
軽傷1名

旅館（ホテル
厨房2階）
鉄筋コンク

リート造11階
（地下1階）建

10:10 一般消費者等
消費者による器具栓の不完
全閉止

ホテルにおいて、従業員がオーブンレンジを点火しようとしたところ、爆発が起こり、従業員１名が軽傷を
負った。
原因は、前日に器具栓が開いた状態で元栓を閉止し、当日元栓を開けたことでオーブンレンジ内部にガス
が滞留し、点火時の火が引火したものと推定される。
なお、従業員は、点火作業前に器具栓が開いていたことに対して、同僚が準備してくれたものと考え、点火
しようとしたとのこと。

業務用オーブンレンジ
（５口）

（株）フジマック
FGR15-75
（1998年9月製造）

（有）具志頭給油所

・マイコンBあり（作動なし）
・CO警報器あり

・県は、県協会に対し、再発防止の注意喚起を行うよう依頼した。
・販売事業者は、ホテルに対し、使用前及び使用後に器具栓を目視確認すること及びガ
スの使用中に作業を交代する際には、引き継ぎの連絡報告を徹底する等、器具取り扱
い方法の再指導を依頼した。

35 2017/2/23
福島県

南会津町
漏えい

一般住宅
木造2階建

18:00 その他（雪害） 積雪による調整機の損傷

一般住宅において、消費者よりガスが出ないとの通報を受け、販売事業者が出動したところ、調整器から
の漏えいを確認した。
原因は、積雪及び落雪により雪囲いに負荷がかかり、容器側に押し込まれたことにより、容器に直付けさ
れた調整器が折損したものと推定される。
なお、容器周りは除雪がされておらず、容器が隠れるほどの積雪があった。

自動切替式調整器 （株）桂精機製作所
CA-SP5
（2010年2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、販売事業者に対し、事故速報の提出及び事故届書による報告を指示するととも
に、消費者に雪害について再度周知を行うこと及び容器周りの積雪の状況確認すること
を指示した。
・販売事業者は、検針及び配送の際に調整器の向きを確認し、消費者に相談のうえ検
討を行うこととした。また、他の契約者の積雪状況について、検針者及び配送センターと
情報共有を行うこととした。

36 2017/2/26
青森県

十和田市
漏えい

旅館
木造1階建

17:30 その他（雪害） 積雪による配管の損傷

旅館において、消費者より火が着かないと通報を受け、販売事業者が出動したところ、ガスメータのC表示
（合計・増加流量遮断）を確認した。
原因は、積雪と落雪に伴い、配管固定バンドも耐えられず、配管継手のねじ込み部が折れ曲がり、ガスが
漏えいしたもの。

配管（継手部） 不明 不明 ササキ石油販売（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンEB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

・県は、販売事業者に対して、建物周囲の積雪が３～４mある場所で、多量のガスが漏え
いしたことから、漏えいしたガスが滞留してないことの確認に万全を期すよう指導するこ
ととした。
・販売事業者は、配管経路の変更又は、配管固定の強化を雪解け後に実施する。

37 2017/3/2
山形県
米沢市

漏えい
その他（保育

所）
木造2階建

9:45 その他（雪害） 積雪による配管の損傷

保育所において、従業員より火が着かないとの通報を受け、販売事業者が出動したところ、ガスメータによ
る遮断を確認した。
原因は、積雪により、縦配管から分岐している横引き配管の接続部に亀裂が発生したことにより、ガスが漏
えいしたもの。

配管 不明 不明 （株）サイサン

・ガス放出防止器なし
・マイコンE4（ガス漏れ警報器連動）あり
（作動あり）
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
連動、対震）あり（作動あり）
・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
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、適切な除排雪、雪囲い及び周知を行うよう指導した。
・販売事業者は、消費者に対し、冬季降雪期間中、容器周りだけでなく配管周りについ
ても除雪が必要であることを注意喚起することとした。また、1次側についても連結ホース
からヘッダー式に変更し、壁際に設置することで雪害の再発防止を図った。

38 2017/3/2
和歌山県
岩出市

漏えい爆発
軽傷1名

学校
鉄筋コンク

リート造３階建
一般消費者等

消費者による器具の取扱ミ
ス

小学校の調理室において、調理台のガスレンジを使用中、なんらかの原因で火が消えたため、ガスレンジ
を開けた状態で再点火操作したところ、火が噴出し調理員１名が頭部に軽度の火傷を負った。
原因は、レンジ内に少量の未燃ガスが滞留していたところ、点火操作を行ったことで、火花が引火したもの
と推定される。

ガスレンジ （株）ハーマン （1979年12月製造） 紀の里農業協同組合

・ガス放出防止器あり
・マイコンⅠあり
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
連動）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（双方向）あり

・県は、販売事業者に対し、ガス器具の取扱について改めて注意を促すよう口頭で指導
した。
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39 2017/3/6
三重県
多気町

漏えい
一般住宅
木造2階建

9:50
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

一般住宅において、集中監視センターよりC表示（合計・増加流量遮断）発生の通報を受けた販売事業者
が消費者に連絡をしたところ、水道事業者が誤って配管を切断したとのことであったため、ただちに出動し
埋設配管が損傷していることを確認した。
原因は、水道事業者が漏水箇所の特定作業中に誤って埋設配管を切断したことによるもの。
なお、事前に販売事業者への水道工事の連絡はなく、埋設ルートの打合せがなされていなかった。

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）
・ヒューズガス栓あり（作動なし）
・集中監視システム（双方向）あり

・販売事業者は、社内にて事故情報を共有し、再発予防の注意喚起を行った。

40 2017/3/7
兵庫県
明石市

漏えい
一般住宅

木造
19:45

他工事業者
（解体工事業者）

他工事業者（解体工事業
者）による供給管埋設部の
損傷

一般住宅において、ガス供給不良の通報を受けた販売事業者が、現場に出動したところガス切れによる供
給停止状態であることを確認した。
原因は、解体工事業者が空き地にて解体整地作業を行っていたところ、誤って埋設されていた供給管を損
傷したもの。
なお、当日は強風であり、ガス臭の知覚が難しい状況であったため、ガス漏えい量が大きくなった。 供給管

（埋設部）
不明 不明

ENEOSグローブエナ
ジー（株）

・その他（親子差圧式自動切替式調整
器）

・販売事業者は、消費者に対し、小規模導管供給から戸別供給に切り替えることを提案
し、了承を得た。また、社内で事故情報を共有し、事故再発防止の注意喚起を行った。

41 2017/3/10
千葉県

木更津市
漏えい

学校
鉄筋コンク

リート造２階建
8:50

一般消費者等
販売事業者

経年による燃焼器の劣化

学校において、給食室職員が業務用回転釜に点火しようとしたところ、ガスが漏れる音がし、ガス漏れ警報
器が鳴動したため、ガス器具の使用を中止し、市役所へ通報した。市役所より連絡を受けた販売事業者
が、現場に出動したところ回転釜本体内部からのガス漏えいを確認した。
原因は回転釜の経年劣化により、本体内部の配管溶接部に溶接線に沿って約３cmの亀裂が入ったため、
ガスが漏えいしたもの。 業務用回転釜（開放

式）
日本調理機（株） DGK-４５ ミライフ（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンEBあり（作動なし）
・自動ガス遮断装置（対震連動）あり（作
動なし）
・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

・販売事業者は、回転釜側の配管末端でプラグ止めをし、漏えい検査後に供給を再開し
た。また、当該回転釜の交換を予定した。

42 2017/3/10
岐阜県
瑞穂市

漏えい火災
軽傷1名

その他店舗
（スーパー
マーケット）

鉄骨造2階建

10:20 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

スーパーマーケットにおいて、従業員が餃子焼器の点火作業後に点火を確認せず１分程度その場を離れ
戻ったところ、火が着いていなかった。再点火を行ったところ、爆発が起こり、従業員１名が軽傷を負った。
原因は、最初の点火作業で着火しなかった未燃ガスが当該焼器内に滞留し、再点火の際に着火したもの。
なお、当該焼器には、立ち消え安全装置は付いていなかった。

業務用その他（餃子焼
器）

タニコー（株） 不明 新日本ガス（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（ガス漏れ警報器
連動）あり（作動なし）
・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

・販売事業者は、業務用厨房施設を有している消費者に対して、業務用機器を使用する
際の基本的注意事項等についてのパンフレットを配布し、注意喚起を実施することとし
た。

43 2017/3/16
神奈川県
藤沢市

漏えい
共同住宅
木造2階建

22:41 販売事業者
販売事業者によるガスメー
ター交換時の施工不完全

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、販売事業者が現場に出動したところ、ガス
臭を知覚し、石鹸水による漏えい検査を実施したところ、メーターユニオンの上流側継手部で水泡を確認し
た。
原因は、３日前に販売事業者がガスメーターを交換した際に、メーターユニオン部の締め付けが不足してい
たため、ガスが漏えいしたもの。 ガスメーター（メーター

ユニオン）
愛知時計電機（株）

SA25MT1-6
（2017年2月製造）

神奈川液化ガス（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、今年ガスメーターを設置した消費者を巡回し、同様の事例ばないか調
査を行い、異常がないことを確認した。また、作業従事者に対し、メーター設置時及び交
換時のメーターユニオンの締め付けをしっかりと行うよう指示をした。

44 2017/3/19
青森県
弘前市

漏えい
一般住宅
木造2階建

8:10 その他（雪害） 積雪による調整機の損傷

一般住宅において、消費者よりガスが出ないとの通報を受け、保安機関が出動したところ、調整器と容器
の接続部が変形し、20kg容器が空になっていることを確認した。
原因は、積雪による重みで、調整器の接続部が徐々に変形したことで放出防止機能が作動せず、ガスの
漏えいに至ったものと推定される。

単段式調整器
（渦流防止型）

I・T・O（株）
HS-5BP
（2013年6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
・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、雪害対策として、容器設置位置の変更を施すことが難しいため、容器
収納庫を設置することとした。また、緊急時対応時は、保安センターからFAXだけでなく
販売店担当者に電話連絡を入れることとした。

45 2017/3/24
北海道
札幌市

漏えい
一般住宅
木造2階建

8:55 その他（雪害） 積雪による配管の損傷

一般住宅において、近隣住民よりガス臭がするとの通報を受けた消防からの連絡を受け、保安センター及
び販売事業者が出動したところ、屋外給湯器の壁貫通部手前の配管が損傷しているのを確認した。
原因は、窓ガラス破損防止のためのスチール網を配管に固定していたため、積雪により網に荷重がかかる
と共に、配管への負荷がかかり損傷したものと推定される。

配管 不明 不明
北海道エナジティック
（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
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、窓ガラス損傷防止網の固定に使用されないよう配管経路を変更するこ
ととした。また、雪害防止のため、消費者に対し、除雪作業の協力を依頼した。

46 2017/3/24
奈良県
広陵町

漏えい
一般住宅
木造2階建

13:10
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

一般住宅において、消費者よりガス臭いとの通報を受け、消防が出動したところ、予備側容器付近からの
漏えいを確認し容器バルブを閉止した。
原因は、リフォーム業者が、販売事業者に無断で自動切替式調整器に接続している供給側容器を取り外し
たことにより、予備側から供給が開始され、容器から取り外した供給側の高圧ホースからガスが漏えいした
もの。
なお、リフォーム業務者は容器を取り外したことを消費者に伝えずに休憩に入り、その間にガス警報器が作
動した。消費者は誤作動と判断して警報器を止め、こんろを使用しようとしたところ、シューという音とガス臭
を察知した。
また、警報器は、容器が外されたことにより、配管の圧力が下がったためメータ遮断が起き、それに連動し
て作動したものと推定される。

自動切替式調整器
矢崎エナジーシステム
（株）

AS-8ZA
（2014年10月製造）

奈良県農業協同組合

・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（ガス漏れ警報器
連動、対震）あり（作動あり）
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器なし
・集中監視システム（双方向）あり（作動
なし）

・県は、県協会及び建設業指導部署に対し、同様の事故が起きないよう注意喚起を依頼
した。また、販売事業者に対し、事故が発生した場合は、速やかに報告するよう指導し
た。加えて、消防に対して、通報を受けた際の対応に誤りがあったため、連絡体制の徹
底を依頼した。
・販売事業者は、消費者に対し、LPガス設備周辺で工事等を行う場合、事前に販売事業
者に連絡するよう指導した。
・県協会は、会員に事故内容を周知し、同様の事故の再発防止のため消費者への周知
を依頼することとした。

47 2017/3/27
神奈川県
藤沢市

漏えい爆発
一般住宅
木造1階建

19:00 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

一般住宅において、消費者より風呂釜が爆発燃焼したとの通報があり、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、風呂釜ケーシング側面の変形を確認した。
原因は、消費者が追い焚き中に一度燃焼を止め、再度点火操作を行うまでの間に何らかの原因で未燃ガ
スが機器内部に滞留し、点火操作時の火花が引火し異常着火したものと推定される。
なお、販売事業者はメータガス栓から燃焼機器までの漏えい検査を実施し、異常がないことを確認した。

風呂釜（BF式） リンナイ（株）
RBF-SRDP-FX-L-T
（2005年9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、当該風呂釜の調査をメーカーに依頼した。また、風呂釜を屋外設置式
のものへ交換した。
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48 2017/3/30
東京都

八王子市
漏えい爆発

共同住宅
木造

8:10 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

共同住宅において、消費者より風呂釜が異常着火したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、風呂釜前面と右側面の変形及び給気口トップ部の破損を確認した。
原因は、消費者が風呂釜の点火の際に、種火が正常に点火しないことから１０回程度点火操作を繰り返し
たことにより、機器内部に未燃ガスが滞留し、異常着火を起こしたもの。

風呂釜（BF式） （株）ノーリツ
GBSQ-603S
（1999年2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

・販売事業者は、当該風呂釜の調査をメーカ-に依頼した。また、風呂釜をRF式給湯器
へ交換した。

49 2017/4/1
岩手県

陸前高田市
漏えい

共同住宅
鉄筋コンク
リート造

11:30 設備工事業者
設備工事業者による工事ミ
ス

共同住宅において、消費者より「ガスが出ない」との通報を受け、販売事業者が現場に出動したところ、容
器バルブが閉止されており、当該バルブを開放したところ、高圧集合管のフランジ継手部分からのガス漏え
いを確認した。
原因は、設備工事業者が供給設備のボルトを締める際に、適正なトルクではなかったことから、締め付け
が不足しガスが漏えいしたものと推定される。

供給管（集合管） 不明
不明
（2017年3月製造）

岩手県液化ガス事業
協同組合

・ガス放出防止器なし
・マイコン（ガス漏れ警報器連動）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
・その他（流量検知式切替型漏えい検
知装置）あり

・県は、関係者（災害公営住宅担当、施工業者、ガス供給事業者等）の立ち会いのもと、
現地調査を実施し、施工業者が施工不良を否定できない旨を言及していることから、当
該施工事業者に対し、関係する災害公営住宅の供給設備の自己点検を指示した。
・販売事業者は、原因となったボルトを全て締め直し、漏えいがないことを確認した。

50 2017/4/2
大阪府
摂津市

漏えい
共同住宅
木造1階建

13:58 その他（近隣住民）
近隣住民による供給管継手
部の損傷

共同住宅において、消費者よりガス漏えいの通報を受け、消防が現場に出動したところ、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、近隣住民が通行の妨げとなっているブロックを片付けようとした際、誤って供給管立ち上げ部へ落
下させたことにより、供給管継手部が損傷しガスが漏えいしたもの。
なお、通行の妨げとなったブロックは、屋外式風呂釜（RF式）の囲いに使用されていたものに自動車が接触
したことにより路上に飛散していた。 供給管（継手部） 不明 不明 イワタニ近畿（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

・消防は、第一通報先の販売事業者に対して、現地で応急措置の指示を行い、ガス漏え
いが解消されたことを確認した。
・販売事業者は、破損した供給管を交換した。

51 2017/4/3
東京都
練馬区

漏えい 一般住宅 16:53
他工事業者（外構工事

業者）

他工事業者（外構工事業
者）による埋設供給管の損
傷

一般住宅において、消費者よりガスが出ない旨の連絡を受けた販売事業者が現場へ出動したところ、埋設
供給管が損傷していることを確認した。
原因は、外構工事業者が掘削作業中に埋設供給管を損傷したことによるもの。

供給管（埋設部） 不明 不明 日商ガス販売（株）

52 2017/4/7
神奈川県
三浦市

漏えい爆発
一般住宅
木造2階建

21:00 不明 不明

一般住宅において、消費者より風呂釜が突然爆発したとの通報があり、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、風呂釜内部の熱損とガス漏えいを確認した。
原因は、何らかの原因で機器内部にガスが滞留し、異常燃焼したものと推定される。

風呂釜（RF式） 松下電器産業（株）
GF-GJ-16T3R
（1996年11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、漏えい検査を実施し、漏えいが確認された風呂釜を取外し、メーカーに
調査を依頼した。

53 2017/4/8
神奈川県
川崎市

漏えい
一般住宅
木造1階建

10:40 販売事業者
販売事業者によるガスメー
ター交換時の施工不完全

一般住宅において、消費者よりガスが利用できないとの通報があり、現場に出動したところ、供給側及び予
備側の容器がともに空であることを確認した。
原因は、メーター交換作業時にメーター入口側のねじ締めが甘かったことにより、ガスが漏えいしたものと
推定される。
また、メーター交換実施より約2ヶ月半の間に38m3の漏えいがあり、作業後の漏えい検査に不備があったと
推定される。

ガスメーター（メーター
ユニオン）

不明 不明 三ツ輪産業（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（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
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、県内の同社他販売所においても同種の事故が発生している
ことから、各販売所の作業管理、労働管理、保安教育の状況及び本社の監督体制につ
いてヒアリングを実施した。
・販売事業者は、漏えい箇所の増し締めを行い、漏えい検査にて漏えいがないことを確
認した。

54 2017/4/8
山形県
山形市

漏えい
共同住宅
木造2階建

16:16
販売事業者
他工事業者

（解体工事業者）

販売事業者による配管系統
図の更新不備
他工事業者（解体工事業
者）による供給管埋設部の
損傷

共同住宅において、解体業者より供給管を損傷したとの連絡を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、埋設供給管が損傷していることを確認した。
原因は、車庫解体工事業者が、コンクリート舗装を破砕した際に、埋設供給管を損傷させ、ガスが漏えいし
たもの。
なお、解体工事業者は埋設管を発見した後も、販売事業者や消費者に確認を行わずに工事を継続してい
た。
また、販売事業者は、過去に供給設備を移設した際に、配管系統図の更新を実施しておらず、工事の連絡
を受けた際にも、ガス配管系統図及び工事範囲の確認を実施していなかった。

供給管（エルボ） 不明 不明 （株）ジャオ

・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

・県は、販売事業者に対して、住宅解体工事等にあたっては、ガス供給停止確認を実施
するよう指導した。また、同社の供給先で解体工事等が実施される場合には、ＬＰガス配
管系統図及び現場の確認を行うよう指導した。
・販売事業者は、供給先の物件及び同敷地内で解体工事等が行われる場合、配管系統
図と解体現場の事前確認を実施するよう注意喚起を行った。また、解体事業者に対し
て、ガス配管と思われる埋設管があった場合には、販売事業者に連絡をするよう依頼し
た。

55 2017/4/10
奈良県
三郷町

漏えい火災
軽傷1名

その他（道路） 11:33
他工事業者

（水道工事業者）
他工事業者による供給管埋
設部の損傷

下水道工事業者が作業中に誤って埋設された供給管（PE管）を損傷したため、ガスが漏えいし、発生した火
災により作業員1名が火傷を負った。
原因は、工事業者が削岩機でコンクリートをはつり中に、誤って供給管を損傷させたことによりガスが漏え
いし、何らかの着火源により火災が発生したもの。
なお、工事業者は事前に販売事業者に連絡をし、供給管が埋設されていることを認識していたが、試掘等
による供給管の埋設位置及び深さの確認は不十分であった。

（バルク貯槽　980kg×1基）

供給管（PE管（埋設
部））

不明 不明 日米礦油（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、販売事業者及び下水工事業者に対し、平成29年度液化石油ガス販売事業者等
保安対策指針に記載された内容を再度確認し事故防止に努めるよう指導した。また、県
協会に対して、事故内容の説明を行い、販売事業者に対して「他工事による事故防止に
ついての注意換気」を行うよう依頼した。
・販売事業者は、ガス供給先に対し、供給停止を通知した後、復旧工事を行った。
・県協会は、協会支部長を通じて、各販売事業者に対し「他工事による事故防止につい
ての注意喚起」を実施した。

56 2017/4/11
愛知県
西尾市

漏えい
一般住宅
木造2階建

16:00
販売事業者
器具メーカー

販売事業者による容器交換
時の作業ミス

一般住宅において、販売事業者がFRP容器の交換作業を行っていたところ、ガスが漏えいした。
原因は、販売事業者がFRP容器から調整器を取り外す際に、カップリング付き容器バルブの本弁を開いた
まま作業を行い、かつカップリング弁には異物が混入していたことによりガス遮断が完全に行われない状
態であったため、ガスが漏えいしたもの。

（質量販売　7.5kg×1本） FRP容器 中国工業（株）
不明
（2015年4月製造）

ヤマサ共和ライフ（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、FRP容器を使用している消費者に対し、容器着脱時の注意喚起文書を
作成するとともに訪問依頼を実施した。また、消費者より回収しているFRP容器を対象に
同様の現象が発生するか確認調査を行い、複数容器で同様の現象を確認した。全ての
FRP容器を回収し、鋼製カップリング容器へ交換を実施し、事故原因については、容器
及び容器バルブの製造事業者と連携し調査を実施した。

57 2017/4/12
鳥取県
倉吉市

漏えい
共同住宅

木造
12:35

他工事業者
（水道工事業者）

他工事業者（水道工事業
者）による供給管の損傷

共同住宅において、水道局より供給管よりガス漏えいが発生していると通報が受け、販売事業者が現場に
出動したところ、ピンホールからカニ泡程度のガス漏えいを確認した。
原因は、水道局が水道管漏えい修理工事の為、土間コンクリートはつり工事中に埋設された供給管を損傷
したもの。
なお、水道局は販売事業者に対し、事前に工事の連絡を行っておらず、ガス管の有無等の現場確認が不
十分であった。

供給管
（埋設部）

不明 不明
伊藤忠エネクスホーム
ライフ西日本（株）

不明 ・販売事業者は、水が溢れている中での損傷した供給管の復旧作業は困難と判断し、埋
設管を露出配管へと変更した。
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58 2017/4/15
大阪府

泉佐野市
漏えい火災

軽傷1名

その他（作業
場）

鉄骨造
15:20 販売事業者

販売事業者の販売方法の
不適合
販売事業者の配管接続義
務違反
販売事業者による容器交換
時点検の不履行
販売事業者による消費設備
調査の不履行

＜法令違反＞
法第16条第2項
（基準適合義務等）
法第16条の２
（供給設備の基準適合義
務）
法第20条
（業務主任者の職務等）
規則第１６条第３号、１３号
（販売の方法の基準）
規則第18条第1号
（供給設備の技術上の基
準）

一般住宅（ガレージ兼作業場）において、菓子販売業者が菓子を作成していた際、調整器の接続部よりガ
スが漏えいし、発生した火災により消費者１名が顔と両腕に熱傷を負い、作業場の壁及び天井約１２㎡を
焼損した。
原因は、消費者が使用中の容器が空になったため、自ら予備容器に交換をしたところ、調整器の取付けが
不完全であったことから接続部よりガスが漏えいし、約３０cm離れたこんろの火が引火し火災となったもの。
なお、機器の接続方法ついては、調整器以降で二口ヒューズガス栓に接続され、一方がポン菓子器、もう
一方が三又を介して一口こんろ２台に接続し使用されていた。
また、質量販売をしていた容器は１０㎏でカップリング装置は付いておらず、販売事業者は移動販売に使用
するとの思い込みから容器交換時の消費機器の調査・使用時の指導は行っていなかった。使用されていた
調整器は、製造から３５年経過しており、販売者の所有物であった。

（質量販売　10kg×2本）

単段式調整器 富士工器（株）
N45A-B
（1982年7月）

宮内（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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

・消防は、販売店に対し立入検査を実施し、容器引渡しに係る契約等の状況について聞
き取りを行い、質量販売は本件のみであることを確認した。また、今後、同様の事例に関
しては体積販売での契約を行い、周知業務等保安業務を実施するよう指導した。質量販
売をする場合には、消費形態等を詳細に確認すること及び契約時には規則第14条書面
を交付し、消費に関する注意事項をしっかり説明するよう指導した。
・販売事業者は、質量販売を行っていた容器を回収し、同様の契約が他にないことを確
認した。
・府協会は、再発防止のため、事故状況の聞き取りを行い、質量販売時の注意点を指
導した。

59 2017/4/20
鳥取県
三朝町

漏えい
一般住宅

木造２階建
15:00 配送センター

容器交換時の作業ミス

＜法令違反＞
規則第３６条第１号イ（１）
（供給設備の点検の方法）
規則第１８条第５号
（供給設備の技術上の基
準）

一般住宅において、消費者よりガス警報器が鳴動しているとの通報を受け、販売事業者が現地で確認した
ところ、予備側容器の接続部からのガスの漏えいを確認した。
原因は、配送センターが容器交換を行った際、高圧ホースと予備側容器の接続部（POLねじ）が緩んでいた
が、配送員が配送時供給設備点検をマニュアルに基づき実施しなかったことにより、ガス漏えいに気が付
かなかったことによるもの。

高圧ホース 矢崎総業（株）
NA6P
（2014年5月製造）

（株）JA中央サービス

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

・県は、県協会に対して、各販売事業者に向けた文書による注意喚起を販売事業者の
社名を明らかにした上で実施するよう文書により要請した。
・販売事業者は、配送センターに対して保安教育の徹底を依頼した。
・県協会は、事故状況の確認を実施した。

60 2017/4/21
静岡県
富士市

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
木造1階建

19:45 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

飲食店において、来店客が鉄板の着火を試みたところ、着火しなかったことから、グリドル内を覗き込みな
がら繰り返し着火動作を行っていたところ、異常燃焼を起こし、来店客1名が顔面に熱傷を負った。
原因は、繰り返し着火により、機器内部に滞留した未燃ガスに着火時の火花ガ引火し、異常燃焼を起こし
たもの。

業務用グリドル（開放
式）

国際什器（株） 不明 （株）富士商事

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンE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（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、飲食店に対し、メニュー及び燃焼機器への注意喚起シールの貼り付け
を実施した。

61 2017/4/22
熊本県

上天草市
漏えい火災

一般住宅
木造2階建

9:00 一般消費者等

消費者による器具の取扱ミ
ス

＜法令違反＞
液化石油ガス保安規則第
93条の2第2号
（報告の徴収）

一般住宅において、来訪者が、二口ヒューズガス栓の未使用側を誤開放したところ、漏えいしたガスがガス
こんろの火に引火し、台所壁面の一部等を焦損した。
原因は、家族が未使用ガス栓を誤って開放した際、ガス口の大部分がビニールテープで塞がれていたた
め、ヒューズ機構が作動しない程度の微小漏えいが続き、ガスこんろの火に引火したもの。

2口ヒューズガス栓
（ホースエンド型）

富士工器（株） 不明（焦損のため） 山本商店

・マイコンSあり
・ヒューズガス栓あり

・県は、販売事業者に対し、事故発生直後に県または国への報告がなかった点につき、
厳重注意を行った。
・販売事業者は、ヒューズガス栓を二口から一口のものへ交換した。また、周知文書へガ
ス栓カバーの必要性を追記し、定期点検調査時の確認と消費者への注意喚起を指示し
た。
・県協会は、保安講習会においてガス栓カバーの設置奨励を含む自主保安活動の積極
展開を推進した。また、販売事業者から事故報告を受けた際に、県への報告も指導する
こととした。

62 2017/4/23
岐阜県

中津川市
漏えい

一般住宅
木造

21:35 不明 不明

一般住宅において、消費者よりガスが漏れる音とガス臭がするとの通報を受け、販売事業者が現場に出動
したところ、ガスの漏えいを確認した。
原因は、なんらかの要因により容器と高圧ホースの連結部が緩んだことにより、ガスが漏えいしたもの。

高圧ホース 不明 不明 保母興産（株）

・ガス放出防止器あり
・マイコンⅠ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

・販売事業者は、連結部の締めなおしを実施した。また、作業時の再確認の徹底を指示
した。

63 2017/4/25
埼玉県

ふじみ野市
漏えい

一般住宅
木造２階建

18:30
他工事業者

（解体工事業者）
他工事業者による供給管埋
設部の損傷

一般住宅において、近隣住人よりガス臭がするとの通報があり、販売事業者が現場に出動したところ、ガス
漏えいを確認した。
原因は、建物解体工事業者が誤って埋設された供給管（PE管）を損傷したため、ガスが漏えいしたもの。
また、解体工事業者は事前に埋設管の位置把握を行っていなかった。

供給管（PE管（埋設
部））

不明 不明 （株）サイサン

・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（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

・販売事業者は、掘削調査を実施し、損傷した供給管を修繕した。また、解体業者に対し
て、ガス管敷設状況について事前照会を徹底するよう依頼した。

64 2017/4/29
鳥取県
南部町

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
木造

17:40 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

飲食店において、従業員がめんゆで器に着火し、約３０秒後に火を確認をしたところ、着火していなかった
ため、再度覗き込むようにライターで着火を行ったところ、異常燃焼を起こし、従業員１名が顔面に火傷を
負った。
原因は、初めにめんゆで器に着火した際に着火しておらず、機器内部に滞留した未燃ガスに、再点火時の
火が引火したもの。
なお、事故当時はピーク時間に差し掛かり気忙しく、着火の際に種火及びバーナーの着火確認が不十分と
なっていた。

めんゆで器（開放式） タニコー（株）
JS-CR-２１０ＩSU
（２０１１年６月製造）

（株）ハッピーガス
フォーラム

・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（双方向）あり

・県協会は、保安部会員を派遣し事故状況の確認を実施した。

65 2017/5/8
静岡県
浜松市

漏えい
一般住宅
木造2階建

9:47
他工事業者

（外構・整地業者）
他工事業者による配管埋設
部の損傷

一般住宅において、外構業者より埋設管を損傷したとの通報を受け、販売事業者がバルブを閉止するよう
指示を出し、その後現場でガス配管が損傷していることを確認した。
原因は、外構業者が駐車場造成工事の際に、重機で地面を掘り起こしたことにより、埋設配管を損傷し、ガ
スが漏えいしたもの。
なお、外構業者及び消費者は販売事業者に対し、事前に工事の連絡を行っておらず、ガス管の有無等の
現場確認が不十分であった。 配管用フレキ管 不明 不明 （株）サイサン

・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、漏えい箇所の配管を取り外し、プラグ止めを行った。また、消費者及び
外構業者に対し、事前に工事の連絡を徹底するよう依頼した。
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66 2017/5/9
埼玉県
入間市

漏えい爆発
一般住宅
木造1階建

2:00 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

一般住宅において、消費者より風呂釜に点火しようとした際に爆発したとの通報があり、保安機関が現場で
ガス栓を閉止した。
原因は、消費者がBF式風呂釜を使用する際に、約３０分間点火を試みたことにより、滞留した未燃ガスに
着火し爆発したものと推定される。

風呂釜（BF式） （株）長府製作所
GFS-53W
（2004年5月製造）

（株）吉原燃料店

・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（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
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し原因調査の実施及び事故届の提出を指示した。

67 2017/5/12
広島県
三原市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク

リート造3階建
14:10

他工事業者
（水道工事業者）

他工事業者による配管埋設
部の損傷

共同住宅において、水道工事業者より配管を損傷したとの通報があり、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、埋設された配管の損傷及び容器バルブの閉止を確認した。
原因は、水道工事業者が既存コンクリート解体の際に、ハンマードリルにより、埋設された配管を損傷し、ガ
スが漏えいしたもの。
なお、水道工事業者は販売事業者に対して、事前に工事の連絡を行っておらず、ガス管の有無等の現場
の確認が不十分であった。 配管（鋼管） 不明 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

・販売事業者は、損傷箇所を切断しメカニカル継手による接続により復旧を行った。

68 2017/5/14
宮城県
登米市

漏えい
一般住宅
木造1階建

0:30 販売事業者

販売事業者による容器の設
置環境不良

＜法令違反＞
法第１６条の２（技術上の基
準）
法第２７条第１項第１号（保
安業務）
規則第１８条第１号ロ（腐食
防止措置）
規則第３８条（周知に係る基

一般住宅において、消費者よりガス臭がするとの通報を受け、消防が現場に出動したところ、容器底部か
らガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、容器の腐食防止措置が不十分であったことに加えて、ガスの使用がなかったため供給設備点検
を怠っていたことから、容器スカート上部が腐食し、ガスが漏えいしたもの。

容器 不明
20kg容器
（2000年7月製造）

みやぎ登米農業協同
組合

・ガス放出防止器なし
・マイコンI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

・消防は、２次災害に備え警戒区域設定を行い、周辺住民への周知を実施した。また、
販売事業者に対し、同様の事故がないように注意喚起を行うともに、他の容器に関して
も早急に点検を実施するように指示した。
・販売事業者は、容器の残ガスを放出し、当該容器の回収を行った。

69 2017/5/14
埼玉県
川口市

漏えい
共同住宅
木造2階建

23:40 一般消費者等
経年による燃焼器の腐食劣
化

共同住宅において、住民よりガス臭いとの通報を受けた警察より連絡を受け、販売事業者が現場に出動し
たところ、強制給排気（FF）式給湯器の内部で漏えいが発生していることを確認した。
原因は、経年により給湯器内部のガス弁が劣化したため、ガスが漏えいしたものと推定される。
なお、漏えい部分は機器内部であり、応急処置が行えない状態であったことから、当該給湯器の交換を実
施した。

給湯器（FF式） （株）パーパス TP-WQ160DF-1 日商ガス販売（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

・県は、販売事業者に対し、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、給湯器の製造事業者に対し、点検を依頼した。

70 2017/5/15
鳥取県
倉吉市

漏えい

共同住宅
鉄筋コンク

リート造13階
建

10:40
他工事業者

（解体工事業者）
他工事業者による供給管埋
設部の損傷

共同住宅において、解体工事業者より供給管を損傷したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動行っ
たところ供給管が損傷していることを確認した。
原因は、解体工事業者がダイヤモンドコアにて支柱基礎部分を切断時に、誤って埋設された供給管を損傷
させ、ガスが漏えいしたもの。
なお、解体工事業者は、販売事業者に対し事前に工事の連絡を行っておらず、ガス管の有無等の現場の
確認が不十分であった。

（バルク貯槽　980kg×1基）

供給管
（鋼管）

不明 不明
伊藤忠エネクスホーム
ライフ西日本（株）

不明 ・販売事業者は、共同住宅の管理者に対し、事前に工事の連絡を行うよう注意喚起し
た。

71 2017/5/18
山梨県
昭和町

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
12:30

他工事業者
（水道工事業者）

他工事業者による配管埋設
部の損傷

共同住宅において、水道工事業者より配管を損傷したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、埋設された配管が損傷し、マイコンメータの合計・増加流量遮断が作動していることを確認した。
原因は、水道工事業者が下水工事のためコンクリートはつり作業を行っていたところ、誤って埋設された配
管を切断し、ガスが漏えいしたもの。
なお、はつり作業は散水しながらの作業であり、火花は発生しないものであった。 配管

（鋼管）
不明 不明 三ツ輪産業（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンSあり（作動あり）
・自動ガス遮断装置（対震）（作動不明）
・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、販売事業者に対して、再発防止対策を講じるよう指示した。

72 2017/5/22
沖縄県
浦添市

漏えい
学校

鉄筋コンク
リート造

10:30 設備工事業者

設備工事業者による工事ミ
ス

＜法令違反＞
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）

特別支援学校において、職員より火がつかないとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したところ、地
下ピットのガス配管の切断部分からガス漏えいしていること及びガスメータの合計・増加流量遮断（C）表示
を確認した。
原因は、設備工事業者が施設の改修工事作業のため、地下ピット内のガス配管を切断撤去をした際、プラ
グ止め等の漏えい防止措置を施していなかったことから、その後の工事の振動等でバルブが徐々に緩み、
ガスが漏えいしたものと推定される。
なお、配管工事を施工した作業者は、液化石油ガス設備士の資格を有していなかった。

配管 不明 不明 浦添ガス工業（株）

・マイコンⅠあり（作動あり） ・県は、販売事業者に対し、事故届の提出を指示し、設備工事業者に対し、聞き取りを実
施した。また、工事発注者である地方公共団体に対し、再発防止を依頼した。
・販売事業者は、ガスバルブの閉止とプラグ止め措置を行い、漏えい試験によりガス漏
れがないことを確認した。
・県協会は、販売事業者に対し、原因調査の協力を行った。

73 2017/5/24
新潟県
三条市

漏えい爆発
軽傷１名

その他店舗
（菓子製造店）

木造2階建
10:35 一般消費者等

消費者による器具の取扱ミ
ス

菓子製造店において、従業員があん練作業のため煮炊撹拌機の点火棒にライタで点火を試みたところ、爆
発し従業員１名が両上肢及び顔面に軽度の火傷を負った。
原因は、２日前に消費者が末端ガス栓及び器具栓を閉止した際に、閉止が不完全であったためガスが漏え
いし、点火時のライタの火が引火したものと推定される。
なお、当該燃焼器の器具栓が緩んでおり、触れると動く状態であった。

煮炊撹拌機（開放式） 梶原工業（株）
KR-I
（1975年11月）

布施商店

・ガス放出防止器なし
・マイコンⅠあり（作動なし）
・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

・消防は、販売事業者に対して、末端ガス栓及び器具栓の改善を指示した。
・販売事業者は、末端ガス栓を不完全閉止状態を是正するリターン式のヒューズガス栓
へ交換するとともに、器具栓の締め直しを行った。また、消費者と相談し、ガス漏れ警報
器を２台設置した。

74 2017/5/24
奈良県

大和郡山市
漏えい火災

共同住宅
木造2階建

19:00 一般消費者等
消費者による未使用ガス栓
の誤開放

共同住宅において、消費者よりガス栓付近から炎があがり自力で消火をしたとの通報を受け、販売事業者
が現場に出動したところ、ガス栓の一部（ツマミの一部及びキャップの一部）に焼損を確認したため、保安閉
栓を行った。
原因は、消費者がガスこんろ接続側以外の未使用ガス栓を誤開放したため、ガスが漏えいしガスこんろの
火が引火したもの。
なお、ガス栓の未使用側への閉栓カバーの設置はされていなかった。

末端ガス栓（ヒューズ
ガス栓）

不明 不明 大阪ガスLPG（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

・県は、販売事業者に対して、開栓時等にガス栓の誤開放について確実に説明するよう
指導した。また、ガス栓に安全のためのキャップを被せるよう指導した。
・販売事業者は、消費者に対して、ガス器具が接続されていない不使用のガス栓を開放
しないよう周知し、閉栓カバーの取付けを行った。

75 2017/6/2
神奈川県
藤沢市

漏えい
共同住宅
木造2階建

18:50
自然現象

（樹木の成長）
樹木の成長による配管埋設
部の変形

共同住宅において、消費者より「ガスが使用できず、復帰操作を行ったが復帰ができない」との通報を受
け、販売事業者がメータ表示の確認を依頼したところC表示（合計・増加流量遮断）であったため、現場で漏
えい検査を実施し配管部分でのガス漏えいを確認した。
原因は、自生している樹木の根が埋設配管に覆いかぶさるように成長したことから、埋設配管の屋内への
飛び込み部分に使用されているエルボのネジ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、損傷箇所の特定に至らなかったことから、埋設配管を撤去し、当該配管の部分的な漏えい検査を実
施したが異常は確認されなかった。
また、販売事業者は、緊急時連絡から現場到着までの間、消費者への連絡を行っていなかった。

配管
（埋設部）

不明 PLV15A レモンガス（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・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
・集中監視システムなし

・販売事業者は、建物の管理者に許可をとり樹木の撤去を行った。また、当該埋設配管
を露出配管に変更するとともに、供給管についても調査を実施し、樹木の根に触れてい
る部分を一部露出供給管に変更した。
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76 2017/6/5
鳥取県
米子市

漏えい
一般住宅
木造2階建

9:40
他工事業者

（外構工事業者）
他工事業者による供給管の
損傷

一般住宅において、他社販売事業者より「外構事業者より連絡があり、作業中に共同住宅でガス漏れが発
生し、応急処置をしている」との連絡を受け、販売事業者が現場に出動したところ、埋設供給管の接続部か
らガスが漏えいし、他社販売事業者により修繕が完了していることを確認した。
原因は、外構業者が、掘削作業の際に、埋設された供給管を引張ったため、供給管接続部が損傷しガスが
漏えいしたもの。
なお、外構業者は、販売事業者に対して、事前に工事の連絡をしておらず、ガス管の有無等の現場の確認
が不十分であった。

（バルク貯槽　990kg×1基）

供給管
（鋼管）

不明 不明 山陰酸素工業（株）

・ガス放出防止器あり
・集中監視システム（双方向）あり

・販売事業者は、損傷した供給管周辺を掘削し、修繕箇所及びその周辺よりガスの漏え
いがないことを確認した。また、他の集団供給先についても他工事による影響の有無を
定期的に確認することとした。

77 2017/6/10
福岡県
行橋市

漏えい爆発
軽傷1名

一般住宅
木造2階建

10:45 販売事業者
販売事業者による燃焼器修
理時の施工不完全

一般住宅において、消費者よりこんろに点火したところ、火力の調節ができず、その後に爆発が起こり鍋が
吹き飛んだとの通報を受け、販売事業者が現場に出動し、保安閉栓を行った。
原因は、前日に販売事業者が当該こんろの修理を行った際に、ガス流路接続部のパッキンを内部に落下さ
せたことに気づかず部品の組み込みを行ったため、こんろ使用時にガスが漏えいし、こんろの火が引火し
爆発したものと推定される。
なお、販売事業者は漏えい試験を１次側（ガス栓から電磁弁まで）で実施し、２次側（電磁弁からバーナー
まで）で実施していなかった。また、点火試験においては、短時間で数回の実施であったため、ガスの漏え
いに気付かなかった。

家庭用こんろ （株）ハーマン
C3WD8RDTSR
（2006年8月製造）

西日本液化ガス（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
・集中監視システム（片方向）あり

・県は、販売事業者に対し、燃焼器等の修理交換時は、確実な作業を行うよう口頭で注
意指示した。
・販売事業者は、保安閉栓を実施し、当該こんろを新品に取り替えた。また、こんろの製
造事業者に対し、調査を依頼した。

78 2017/6/10
岡山県
岡山市

漏えい
共同住宅
鉄骨造

不明 他工事業者
他工事業者による供給管埋
設部の損傷

共同住宅において、バルク貯槽のガス切れが発生したため、販売事業者が現場で漏えい検査を行ったとこ
ろ、供給管からのガス漏れを確認した。後日、埋設配管の掘り起こし調査を行い損傷部を特定し、改善を
行った。
原因は、16日前に水道工事業者が下水道工事を行っており、その際に供給管埋設部を損傷したと推定さ
れるが、工事実施日から日数が経過しているため、詳細は不明。

（バルク貯槽　498kg×1基）
供給管（PE管） 不明 PE25A

伊藤忠エネクスホーム
ライフ西日本（株）

・ガス放出防止器あり
・マイコンS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、家主、管理会社、水道工事業者及び市水道局に対し、事前に工事の
連絡等するように周知を行った。

79 2017/6/11
広島県
福山市

漏えい
一般住宅
木造2階建

17:05 不明

不明（原因が特定できない
ため）

一般住宅において、消費者より「お湯が出ない」との連絡を受け、販売事業者はメータの表示を確認するよ
う指示し、C表示（合計・増加流量遮断）であることを確認した。消費者に対し、復帰ボタンでの復帰を指示し
たところ、ガス臭が強くなり、復帰もしなかったことから、現場に出動行い露出配管が継手付近で折損してい
ることを確認した。
原因について、消費者より「車輌の往来があるため接触したのではないか」との証言があったが、配管は上
方からの圧力により損傷したような状況であり、目撃者もないため不明である。 配管（鋼管） 不明

SGP15A
（製造年月不明）

アストモスリテイリング
（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
・集中監視システムなし

・販売事業者は、損傷箇所を修繕し、漏えいが無いことを確認した。

80 2017/6/12
福島県
天栄村

漏えい
一般住宅
木造2階建

9:30 設備工事業者

設備工事業者によるガス
メータ交換時の施工不完全

一般住宅において、消費者よりボンベ周辺からガス臭がするとの通報を受け、販売事業者が現場に出動し
たところ、自記圧力計を用いた検査において圧力の低下が確認され、ガスメータ入口側ユニオン部の緩み
を確認した。
原因は、設備工事業者がガスメータの交換を実施した際に、供給管とガスメータユニオン部の締め付けが
不足していたことにより、ガスが漏えいしたもの。
なお、ガスメータ交換時の点検では、ガス漏れはなく、時間の経過とともに徐々に緩んでいったものと推定さ
れる。
また、販売事業者はガスメータの交換作業は設備工事業者に委託していた。

供給管
（メータユニオン）

愛知時計電機（株） SA25MT1-6用継手
（株）ジェイエイサービ
スすかがわ岩瀬

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

・県は、販売事業者に対し、設備交換時の点検について、社内及び設備工事業者の保
安教育を徹底するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、現場に臨場し、不備を改善した。また、社内及び設備工事業者に対し、
ガスメータ交換作業時の注意喚起を行った。

81 2017/6/13
福岡県
新宮町

漏えい 一般住宅 15:42
販売事業者

他工事業者（建設業
者）

建設業者による埋設供給管
の損傷

集団供給地域内の駐車場において、建設業者が作業中に埋設供給管を損傷させ漏えいが発生した。
なお、建設業者が工事前に供給管の所在確認を行わなかったとのこと。

白管（埋設供給管） 不明 不明 （株）明治産業

・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（対震）あり
・CO警報器なし
・集中監視システム（双方向）あり
・ガス漏れ警報器なし
・業務用換気警報器なし

・県は、当該事故が産業保安監督部による立ち入り検査において発覚したことから、販
売事業者に対し、事故報告を指示した。
・販売事業者は、他工事事故防止のための巡回及び周知を強化して実施することとし
た。

82 2017/6/14
福島県

南相馬市
漏えい爆発

共同住宅
鉄筋コンク

リート造3階建
9:10 一般消費者等 経年による燃焼器の劣化

共同住宅において、住人がガス風呂釜を使用する際、点火不良のため複数回点火操作を繰り返したとこ
ろ、爆発が起こり風呂釜の外蓋（前面パネル）及び浴室の窓が破損した。
原因は、風呂釜内部の点火部分に経年劣化及び結露による水分の侵入が認められたことから、点火作業
時に点火不良が起こり、機器内部に滞留した未燃ガスに点火時の火花が引火したもの。

風呂釜（BF式） （株）ノーリツ
GBSQ-606
（2003年2月製造）

相馬ガス（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンⅠ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、消費者に対して、風呂釜の使用方法の周知を実施した。また、浴室内
に設置されている経年の風呂釜の危険性を周知し、屋外設置式の給湯器へ移行を提案
していくこととした。

83 2017/6/14
鳥取県
米子市

漏えい
一般住宅
木造2階建

10:10
他工事業者

（リフォーム工事業者）
他工事業者による配管の損
傷

一般住宅において、ガスメータの合計・増加流量遮断の通報を受け、保安機関が消費者に連絡を取り、容
器のバルブ閉止を指示した。販売事業者が現場に出動したところ、露出部の配管が切断されていることを
確認した。
原因は、リフォーム業者が、施工の際に給水管と間違えて配管をセーバーソーで切断したことにより、ガス
が漏えいしたもの。
なお、リフォーム業者は、販売事業者に対して、事前に工事の連絡をしておらず、ガス管の有無等の現場
の確認が不十分であった。

配管
（鋼管）

不明 不明 広島ガスエナジー（株）

・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（片方向）あり

・販売事業者は、設備工事業者に対し施工時の確認（立会確認依頼）の徹底を依頼し
た。また、消費者に対して、工事の事前連絡に関する注意喚起を行った。

84 2017/6/14
群馬県
高崎市

漏えい
一般住宅

鉄骨造2階建
13:27 販売事業者

販売事業者によるガスメー
ター交換時の施工不完全

一般住宅において、近隣住民より「ガス臭がする」との通報を受けた消防より連絡を受け、販売事業者が現
場に出動したところ、メーターユニオンのパッキンがねじれて変形していることを確認した。
原因は、販売事業者がガスメーターの交換作業を行った際、メーターユニオンのパッキンの取り付けに不備
があったことから、ガスが漏えいしたもの。
なお、販売事業者は、交換作業時の漏えい検査を怠っていたため、ガス漏えいに気が付かなかった。
また、漏えい箇所がガスメーター入口側であったため、ガスメーターによる漏えい検知もできない状況で
あった。

ガスメーター（メーター
ユニオン）

矢崎総業（株）
SY25MT1
（2017年5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
・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、販売事業者に対して、社員教育を徹底し、再発防止対策を講じるよう口頭で指
導した。
・県協会は、現場にて容器バルブの閉止を行い被害の拡大防止措置を実施した。

85 2017/6/16
岡山県
倉敷市

漏えい
共同住宅
木造建

9:50
他工事業者

（水道工事業者）
他工事業者による供給管埋
設部の損傷

共同住宅内の市道において、水道工事業者が下水道工事を行っていたところ、埋設された供給管を損傷し
た。
原因は、水道工事業者が掘削作業中に、誤って重機により埋設されていた供給管を損傷したため、ガスが
漏えいしたもの。

供給管
（鋼管）

不明
PLS25A
（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
・マイコンメータなし
・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、復旧工事完了後、各戸訪問をし点火確認を行った。また、水道工事業
者に対し、事前の連絡を徹底するよう依頼した。
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86 2017/6/17
千葉県
成田市

漏えい
共同住宅

木造
10:20 販売事業者

販売事業者によるガスメー
ター交換時の施工不完全

共同住宅において、消費者より「窓を開けるとガス臭い」との通報を受け、販売事業者が現場に出動したと
ころ、ガスメーター1次側ユニオンよりカニ泡程度の漏えいを確認した。
原因は、前日に販売事業者がガスメーターの交換作業を実施した際、メーターユニオンの締め付けが不足
していたため、ガスが漏えいしたもの。

（バルク貯槽　490kg×1基）
ガスメーター（メーター
ユニオン）

愛知時計電機（株）
SA25MT-6（XLS）
（2016年4月製造）

日本瓦斯（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
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、当該交換作業を行った作業員が6月中に交換したガスメーター全91台
について点検を実施し、異常が無いことを確認した。また、社内の作業員に対し、事故内
容を共有し、交換作業手順の徹底及び漏えい検査の重要性についての再教育を実施し
た。

87 2017/6/19
岡山県
井原市

漏えい
共同住宅

木造
11:40

他工事業者
（水道工事業者）

他工事業者による供給管埋
設部の損傷

共同住宅において、住人よりガス器具が使えないとの連絡を受けた不動産業者より連絡を受け、販売事業
者が現場に出動したところ、ガスメータの圧力低下遮断を確認した。販売事業者は、住人より早期復旧を求
められたため、仮設供給を行いながら、原因調査を行い、過流出防止装置が作動していたため、水道工事
業者立ち会いのもと供給管の調査を行い、供給管の損傷を確認した。
原因は、水道工事業者が、施工の際に供給管を損傷させたため、ガスが漏えいしたもの。
なお、水道工事業者は、販売事業者に対して、事前に工事の連絡をしておらず、ガス管の有無等の現場の
確認が不十分であった。

（バルク貯槽　298kg×1基）

供給管
（鋼管）

不明
PLS25A
（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
・マイコンメータなし
・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、仮設の個別供給に切替え、点検後供給を開始し、周知を行った。ま
た、水道工事業者及び消費者に対して、事前に工事の連絡を行うよう依頼し、工事の際
には現場立会を行うこととした。

88 2017/6/23
岡山県
倉敷市

漏えい火災
軽傷1名

その他店舗
（大型商業施

設）
鉄骨造4階建

11:30 販売事業者
販売事業者によるガス栓交
換時の工事ミス

大型商業施設において、飲食店よりガス栓のツマミが取れてこんろが使用できないとの連絡が入り、販売
事業者が現場に出動したところ、鋳物こんろに接続している一口ヒューズガス栓のツマミが空回りし栓が開
かない状態であった。販売事業者が、ガスの供給を行った状態で当該ガス栓の交換作業を実施したとこ
ろ、漏えいしたガスに付近の燃焼器の火が引火し、作業者1名が軽度の火傷を負った。
原因は、飲食店よりこんろを使用したいと要望を受けた販売事業者が、ガス栓の交換を行う際に、飲食店
に対してガスを止める必要があると説明を行ったところ、営業中であるためガスを止めることはできないと
言われたため、素早く作業を行えばガスを止めずに作業ができると判断し、中間バルブを閉止しないままガ
ス栓の取替を行ったことにより、漏えいしたガスに燃焼器の火が引火したもの。
なお、販売事業者は火災発生時にすぐ元栓を閉止したため、炎はすぐに消火した。また、販売事業者は、
火災後に元のヒューズガス栓を再度付け直し、漏えいがないことを確認した後、現場対応を引き継ぎ病院
へ向かった。

①ガス栓（一口ヒュー
ズガス栓）
②配管

①光陽産業（株）
②不明

①1口ヒューズガス栓
②SGP15A

浅野産業（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンSE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、全社員に対し、事故内容を周知し再発防止を徹底することとした。ま
た、施設内全てのガス設備の緊急点検を実施することとした。

89 2017/6/24
愛知県
碧南市

漏えい爆発・
火災

軽傷1名

工場
鉄骨造

23:55 一般消費者等
消費者によるゴム管の接続
不良

溶接工場において、従業員が2口こんろを使用した際に、爆発を生じ従業員1名が軽度の火傷を負った他、
火災により当該工場が全焼した。
原因は、事故当日に従業員が自らこんろの取替え作業を実施した際に、こんろとゴム管の接続が不完全で
あったことからガスが漏えいし、こんろ使用時の火が引火したものと推定される。

ゴム管 不明 不明 三河品川燃料（株）

・ガス放出防止器あり（作動不明）
・マイコンメータ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（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（双方向）あり

・販売事業者は、消費者に対し、ゴム管取替時の注意事項を周知した。

90 2017/6/25
埼玉県
新座市

漏えい
一般住宅
木造2階建

19:20 販売事業者
経年による配管埋設部の腐
食・劣化

一般住宅において、消費者よりガスが使えないとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したところ、BF
式風呂釜に接続している配管埋設部からのガス漏えいを確認した。
原因は、埋設された配管が経年により腐食したため、ガスが漏えいしたもの。
なお、当該住宅は築40年以上であった。

①配管（鋼管）
②風呂釜（BF式）

①不明
②（株）日立製作所

①SGP
②BFS-67KG

日商ガス販売（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、当該埋設配管を露出の配管用フレキ管に変更した。

91 2017/6/27
滋賀県
多賀町

漏えい火災
飲食店

鉄骨造1階建
15:30 販売事業者

排水による供給管（白管）の
腐食劣化

飲食店において、ガス漏えいし引火したとの通報があり、販売事業者が現場に出動したところ、警報器が動
作し自動ガス遮断器によりガスの供給が停止し、火災が消火していることを確認した。
原因は、湯煎器の下部に位置する露出配管（白管）が、腐食により亀裂を生じたため漏えいしたガスに湯煎
器の火が引火したもの。
なお、当該配管は、湯煎器の茹で汁が湯煎器本体を滴り配管にかかることにより通常より早く腐食が進行
していた。

（バルク貯槽　980kg×1基）

配管
（鋼管）

不明 不明 （株）木村重兵衛商店

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
連動）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

・県は、販売事業者に対し、敷地内配管の目視点検の実施を指示した。
・販売事業者は、当該配管を樹脂の外装がされているフレキ管に交換した。また、敷地
内配管の再点検及び漏えい試験を実施した。

92 2017/6/30
福岡県
築上町

漏えい火災
学校

鉄筋コンク
リート造1階建

11:20 一般消費者等
経年による金属フレキシブ
ルホースの損傷

中学校において、立体式炊飯器を使用中に着火したので消火器により消火したとの通報があり、販売事業
者が現場で状況を確認し、保安閉栓を行った。
原因は、立体炊飯器の脚部にがたつきがある状態で繰り返し使用したところ、金属フレキシブルホースに負
荷がかかり亀裂を生じたため、漏えいしたガスに当該炊飯器の火が引火したもの。
なお、ガス漏れ警報器は設置されていたが、事故発生時には作動しなかったとのこと。

（バルク貯槽　298kg×1基）

金属フレキシブルホー
ス

不明 不明 西日本液化ガス（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警報器あり
・集中監視システムなし

・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注意喚起を行う
よう口頭で指示した。
・販売事業者は、立体式炊飯器の製造事業者に対し、5台全ての点検を依頼した。

93 2017/7/1
京都府
宇治市

漏えい火災
飲食店

鉄骨造1階建
3:00 一般消費者等

消費者による未使用ガス栓
の誤開放

飲食店において、従業員が未使用ガス栓が開放された状態で、こんろを使用したところ火災が発生し、こん
ろの電気配線及び壁の一部が焦げた。
原因は、従業員が清掃を行った際、こんろの五徳及び受け皿を未使用ガス栓の上に置いたことから半開状
態となったため、ガスが漏えいしこんろ点火時の火が引火したもの。

2口ヒューズガス栓 マツイ機器（株） 不明 イワタニ近畿（株）

・マイコンⅠあり（作動なし）
・ヒューズガス栓あり

・販売事業者は、2口ヒューズガス栓を1口ヒューズガス栓に交換し、未使用ガス栓をなく
した。また、消費者に対してガス機器の安全な使用について周知を徹底することとした。

94 2017/7/1
富山県
富山市

漏えい爆発
軽傷1名

その他（バー
ベキュー場）

11:00 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

バーベキュー場において、消費者がバーベキューこんろを使用していた際、こんろの火が消えていることに
気が付き再点火を試みたところ、爆発が生じ1名が片手に軽度の火傷を負った。
原因は、当該こんろを使用中に風により火が消え、バーナー部から漏えいした未燃ガスが滞留し、再点火
時の火花が引火したものと推定される。

バーベキューこんろ 不明 不明 （株）リビック富山

・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、他のこんろを含めた当該設備の以上の有無について点検を
実施するよう指導した。また、バーベキューこんろ使用時の注意事項を利用者に予め周
知するように管理者に依頼するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、使用者向けの周知文書の作成及びイラストを活用した注意事項を見や
すい場所に掲示することとした。また、バーベキュー施設に対して、利用者へ説明を徹底
すること及び安全性の高いバーナへの交換、ガス以外の設備への燃料転換を依頼する
こととした。
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95 2017/7/1
長野県
長野市

漏えい 共同住宅 17:00
販売事業者
保安機関

経年による埋設供給管の腐
食・劣化
＜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、ガス漏れ警報器が鳴動し、停止しないため、販売事業者が現場へ出動したところ、埋
設供給管（塩化ビニル被覆鋼管）からガスが漏えいしていることを確認した。原因は、埋設供給管（塩化ビ
ニル被覆鋼管）を定期的に交換しなかったことで、経年により腐食・劣化し、ガスが漏えいしたものと推定さ
れる。

供給管（塩化ビニル被
覆鋼管（埋設部））

不明 不明 （株）セリタ

・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

・県は、事故の状況についての情報収集を行った。

96 2017/7/1
愛知県
幸田町

漏えい
共同住宅
鉄骨造

18:30 販売事業者
経年による液取出し弁プラ
グの劣化

共同住宅において、消費者よりバルク貯槽からガス漏れしているとの通報を受け、販売事業者が現場に出
動したところ、バルク貯槽用液取出し弁バルブ付近からのガス漏れを確認した。
原因は、何らかの要因で液取出し弁バルブが半壊状態となり、かつ、液取出し弁出口に使用していた樹脂
製のプラグのシール性が低下していたため、ガスが漏えいしたもの。
なお、供給管と接続されていない液取出弁に金属製のプラグを用いる旨の記述は通達で引用されている
基準の２００４年の改正で追加されたが、販売事業者は当該改正を認識しておらず、2003年製のバルク貯
槽を当時からそのまま使用していた。

（バルク貯槽　490kg×1基）

液取出し弁プラグ
（株）宮入バルブ製作
所

V-81BF
（2003年5月製造）

（株）エンヤ

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、事故届の提出及び他の消費先のバルク貯槽のプラグにつ
いても確認し対応結果を報告するよう指示した。
・販売事業者は、他の消費先のバルク貯槽のプラグについて確認を行い、樹脂製のもの
を金属製に交換した。

97 2017/7/2
鳥取県
鳥取市

漏えい
一般住宅
木造2階建

16:00 充てん事業者
充てん事業者による容器へ
の過充てん

一般住宅において、消費者より容器からガスが漏れているとの通報を受け、販売事業者が現場に出動した
ところ、消費者により容器バルブが閉止されていることを確認した。
原因は、充てん事業者が、充てん時に使用する充てん機の充てん弁のパッキンが劣化し、劣化箇所から液
が流入したことから、過充てん状態となったため、容器設置後の内圧上昇により安全弁よりガスが噴出した
もの。
なお、配送事業者は、容器配送時に過充てん容器の存在に気が付かなかった。 容器 不明 不明

（株）トータルエナジー
オオタ

・ガス放出防止器あり（作動あり） ・販売事業者は、配送業者に対して、容器の調査を依頼した。また、充てん事業者に対
し、充てん器の劣化したパッキンが交換されていることを確認した。

98 2017/7/3
京都府
宇治市

漏えい
一般住宅
木造2階建

14:20 不明 不明

一般住宅において、消費者よりガスが漏えいしているとの通報があり、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、高圧ホースが破損していること及び消費者により容器バルブが閉止されていることを確認した。
原因は、高圧ホースに何らかの負荷がかかったことにより、ホースの一部が裂けたため、ガスが漏えいした
もの。
なお、いたずらにより刃物等で傷をつけられている可能性もあるが、破損原因は調査中のため不明。

高圧ホース 不明 不明 （株）小西商店

・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（対震）あり（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

・警察は、いたずらの可能性があるため、周辺のパトロールを強化することとした。
・販売事業者は、高圧ホース製造事業者に対し、製造不良の有無等の調査を依頼した。

99 2017/7/6
岐阜県

多治見市

一酸化炭素中
毒

軽症2名
工場
木造

8:59 一般消費者等 消費者による換気不良

工場において、消費者よりガス臭及び目に刺激を感じると消防に通報があり、調理者2名が病院へ搬送さ
れ軽度の一酸化中毒と診断された。
原因は、燃焼器を使用中に換気扇を付けていなかったことから換気不良となり、不完全燃焼を起こし一酸
化炭素が発生したものと推定される。
なお、事故当日は業務用こんろのうち2口を使用し、その後業務用炊飯器を点火したところ一部に火がつか
ず、その後ガス漏れ警報器が鳴動したが、音を止め調理を続けていた。消防と販売事業者による現場調査
により、一酸化炭素が、換気扇を作動させなかった場合にのみ上昇することが確認され、機器及び設備に
不備はないことが確認された。また、当該工場は、開業6日目であり、業務用3口こんろ及び業務用炊飯器
は新品の状態であった。

①業務用3口こんろ
②業務用炊飯器

①（株）マルゼン
②リンナイ（株）

①MGT-096DS
②RR-30S2

ヤマカ（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンE4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、消費者に対して換気扇作動を確実に行うよう指導した。また、点火状態が悪い場
合や、炎の色が普段と異なる場合は窓を開けて換気するように口頭で指示した。
・販売事業者は、CO警報器及び警報器連動自動ガス遮断装置を設置した。

100 2017/7/6
岐阜県
下呂市

漏えい爆発
軽傷1名

共同住宅
鉄筋コンク
リート造

19:03 設備工事業者
設備工事業者による工事ミ
ス

共同住宅において、消費者が風呂釜の点火操作を試みたところ、浴室内が炎に包まれ、消費者1名が右足
腿に軽度の火傷を負い、髪の毛の一部が焼けた。
原因は、2日前に設備工事業者が風呂釜の設置を行った際に、通常使用されるアタッチメントと比べてパッ
キンに接する部分の肉厚が薄いものを使用したことにより、締め付け時に低圧ホースとエルボの間に挟ん
でいるパッキンに歪が生じガスが漏えいしたものを推定される。

低圧ホース 不明 不明 萩原石油（株）

・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、同種の関係機関に対し、ガス機器の施工時についての注意喚起を行うこととし
た。
・販売事業者は、同種の施工を行った施設に対し、施工のやり直しを実施した。また、社
内での危険予知の徹底、施工方法の再確認及び教育を実施した。

101 2017/7/6
千葉県
船橋市

漏えい
一般住宅
木造2階建

19:40
配送センター

保安機関
容器交換時の作業ミス

一般住宅において、消費者よりガス臭がするとの通報があり、保安機関が現場に出動したところ、自動切り
替え調整器の使用側の高圧ホースが容器に未接続であり、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、配送事業者が容器交換時の際に、高圧ホースを接続せずに作業を終えたため、予備側容器のガ
スが未接続の高圧ホースより漏えいしたもの。
なお、容器交換作業時にはガス漏えいに気が付かなかったとのこと。 高圧ホース （株）桂精機製作所

不明
（2010年11月製造）

（株）サイサン

・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（対震）あり（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

・販売事業者は、配送事業者に対して、配送員の社員教育、容器交換及び容器交換時
等供給設備点検業務の点検手順の徹底を依頼するとともに、配送事業者が実施する研
修会に社員を出席させ、配送員の業務スキルの確認を実施した。また、配送システムの
見直しを検討するとともに、抜き打ちで当該業務が適切に行われているか確認を行うこ
ととした。

102 2017/7/12
新潟県
長岡市

漏えい火災
学校

鉄筋コンク
リート造3階建

9:30 販売事業者
経年による配管の腐食・劣
化

小学校において、職員が回転釜の点火を試みたところ、火災が発生した。
原因は、回転釜の点火スイッチによる点火の際、点火不良により未燃ガスが器具内部に滞留し、また中間
ガス栓周辺からもガスが漏えいしていたことから、回転釜が点火した際の火が連鎖的に引火したもの。
なお、配管の交換工事業者が当該配管を廃棄したため、漏えい箇所の特定が行えなかったが、出火時に
中間ガス栓周辺から炎が出続けていたことから、配管の中間ガス栓周辺で腐食が進んだものと推定される
とのこと。
また、火災は職員が調理室の外にある元栓を閉めたことで消火した。

配管 不明 不明 田中自転車店

・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（ガス漏れ警報器
連動）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、保安業務実施状況の確認をし、事故報告の遅れ及びガス漏
れ警報器の期限切れについて指導した。

103 2017/7/13
沖縄県
北谷町

漏えい火災
飲食店

木造（一部鉄
骨造）

14:00
他工事業者

（補修工事業者）

他工事業者（補修工事業
者）による高圧ホースの損
傷

飲食店において、補修工事業者が屋根の補修のため溶接作業を行っていたところ、地上の容器回りから出

火し、木造（一部鉄骨造）平屋建て120m2が全焼した。
原因は、補修工事業者の溶接作業時の火花が、屋根の下に設置されていた容器周辺に振りかかり、高圧
ホースが焼損したためガスが漏えいし、溶接火花に引火したもの。
なお、補修工事業者は、容器周辺に保護シートをかぶせていたが、何らかの原因でずれていたとのこと。

高圧ホース 不明 不明 浦添ガス工業（株）

・マイコンSあり（作動不明） ・県は、事故現場に立会い情報収集を行った。

104 2017/7/15
埼玉県
川越市

漏えい
その他（建物
解体作業現

場）
12:31

他工事業者（解体工事
業者）

他工事業者（解体工事業
者）による配管埋設部の損
傷

解体工事現場において、作業者より埋設配管を損傷したとの通報を受け、都市ガス事業者が現場に出動し
たところ、配管が損傷していることを確認し応急処置を施した。
原因は、解体工事業者が作業中に、誤って埋設されていた配管を損傷したため、ガスが漏えいしたもの。
なお、解体工事業者は当該配管を都市ガスのものと認識していたため、都市ガス事業者へ通報を行ってお
り、その後、連絡を受けた販売事業者が敷地境界部を掘削し埋設管にプラグ止めを施した。
また、販売事業者は、敷地所有者から解体工事について連絡を受けていたが、すでにガス取引がなかった
ことから工事の立会を実施せず、解体事業者からの立会要請もなかった。

配管
（埋設部）

不明 不明 日商ガス販売（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、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、周辺住民に対し、事故発生時の緊急連絡先を再周知するとともに、当
該物件周辺に緊急連絡先を掲示した。
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105 2017/7/16
岡山県
真庭市

漏えい 一般住宅 8:20 不明 不明

一般住宅において、消費者よりガスが出ない旨の連絡があり、販売事業者が出動しガスメーターにより遮
断していることを確認した。
原因は、リフォーム業者と消費者がリフォーム作業中に配管用フレキ管を損傷したもの。

配管用フレキ管（隠ぺ
い部）

アズビル金門（株） EK25-MT1 高山産業（株）

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

・販売事業者は、消費側の配管を行い、気密試験等を実施した。また、消費者に対しガ
ス経路を説明し、周知した。

106 2017/7/19
新潟県
新潟市

漏えい
一般住宅
木造2階建

10:00 設備工事業者
設備工事業者によるガス
メータ交換時の施工不完全

一般住宅において、消費者よりガスが出ないとの通報を受け、保安機関が現場に出動したところ、20kg容
器2本が空になりガス切れの状態であることを確認した。
原因は、事故当日に設備工事業者がガスメータの交換を行った際に、自動切替式調整器の取り外し・再取
り付けを行ったところ、自動切替調整器の低圧側ユニオン部の締め付けが不十分であったため、ガスが漏
えいしたもの。

自動切替式調整器 I・T・O（株） AXS-8B
新潟みらい農業協同
組合

・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（双方向）あり

・県は、販売事業者に対して、機器取替工事後の検査について徹底すること及び速やか
に事故報告を行うことを指導した。
・販売事業者は、取替工事後の漏えい試験について結果を台帳に記録することとした。
また、万が一同様の事例が発生した場合には、速やかに報告することとした。

107 2017/7/20
大阪府
交野市

漏えい火災
一般住宅
木造2階建

8:45
他工事業者

（左官工事業者）
他工事業者（左官工事業
者）による供給管の損傷

一般住宅において、左官工事業者よりガス管を切断したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したと
ころ、供給管の損傷及び消防等によるプラグ止の処置を確認した。
原因は、左官工事業者が整地作業を行っていた際、土間から立ち上がっていた供給管にガスは流れてい
ないと思いグラインダにより切断したため、ガスが漏えいしグラインダの火花に引火したもの。
なお、販売事業者は当該住宅がオール電化へ移行した際に、消費者と協議し供給管の撤去を花壇までと
し、工事の際には必ず連絡をすることとしていたが、事故発生時には空き家となっており、左官工事業者に
当該内容は伝達されていなかった。
また、左官工事業者は、販売事業者に対して事前に工事の連絡をしておらず、供給管の状態等の現場の
確認が不十分であった。

供給管
（鋼管）

不明 ELP 阪奈瓦斯（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、他工事の可能性のあるガス管に「工事の際は、連絡をください」との旨
を記載した札の取付を徹底し、工事の事前連絡を得られるよう誘導することとした。ま
た、供給先訪問時に、団地等敷地内で工事業者を見かけた際には、ガスの他工事事故
を防止するよう注意喚起を実施することとした。

108 2017/7/23
静岡県
富士市

漏えい
飲食店

木造2階建
14:38 配送センター

配送事業者による容器交換
時の設備損傷

居酒屋において、隣人より容器付近でガス臭がするとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、消防により容器バルブが閉止されていること及び張力式高圧ホースに亀裂が入っていることを確認し
た。
原因は、高圧ホースを鋭角に曲げた状態で長年使用していたため、高圧ホースにひび割れが生じガスが漏
えいしたもの。
なお、容器設置場所は壁の凹んだ空間内であり、容器のバルブ出口の位置と壁との距離が短く、また、販
売事業者が独自に定めている「会社名と連絡先が見やすいように設置する」という規則に従って容器を設
置をするため、高圧ホースの同じ位置に負荷がかかる状態であったとのこと。

張力式高圧ホース I・T・O（株）
TIH-6-6H
（2007年6月製造）

レモンガス（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（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
・集中監視システムなし

・販売事業者は、容器の大きさを50kg容器から20kg容器へ変更し、容器のバルブ出口と
壁との距離を確保し、高圧ホースへ負荷がかからないよう設置状態を改善することとし
た。また、配送事業者に対し、容器設置時に高圧ホースに負荷がかからないよう容器の
設置向きに注意するよう依頼した。

109 2017/7/23
神奈川県
横須賀市

漏えい火災
その他店舗
木造2階建

18:16 一般消費者等

経年による配管の腐食・劣
化
消費者による保安機能の解
除

店舗において、消防より火災が発生し消火したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動し、容器から中
間ガス栓までの漏えい検査をおこなった後、容器バルブとガスメータの保安閉栓を実施した。後日、漏えい
検査により流し台下の露出配管（白管）からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、配管の腐食劣化により漏えいしたガスが流し下に滞留し、隣接する冷蔵庫のスイッチにより引火し
爆発燃焼したもの（消防の現場検証）。
なお、事故直前に消費者が業務用こんろを使用していた際、突然ガスが出なくなったことから、消費者自身
でガスメータの復帰操作を行ったところ、数分後に爆発音とともに流し台下から炎が吹き出したとのこと。

配管（白管） 不明 不明 日本瓦斯（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンSB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、ガスメータの製造業者に対し、遮断履歴等の調査を依頼した。

110 2017/7/24
神奈川県
川崎市

漏えい
学校

鉄筋コンク
リート造3階建

10:50
他工事業者

（水道工事業者）

他工事業者（水道工事業
者）による配管埋設部の損
傷

中学校において、水道工事業者が水道工事を行っていた際に、配管を損傷しガスが漏えいした。
原因は、水道工事業者がコンクリート製の屋外通路の切断作業を行っていた際に、誤って埋設されていた
配管を切断したため、ガスが漏えいしたもの。
なお、水道工事業者及び中学校は、販売事業者に対して、事前に工事の連絡をしておらず、ガス管の有無
等の現場の確認が不十分であった。

配管（埋設部） 不明 不明 不明

・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
・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、埋設配管の修繕工事を行った。

111 2017/7/27
山形県
新庄市

漏えい火災
飲食店

鉄筋コンク
リート造

19:00
不明（漏えい原因が特

定できないため）
消費者による器具の取扱ミ
ス

飲食店において、低圧ホースとガス栓の接続部よりガスが漏えいし付近の火に引火し火柱があがった。
原因は、業務用ガスコンベックと接続している両端迅速継手付低圧ホースがガス栓から外れかけていたた
め、ガスが漏えいし、付近で使用していた業務用炊飯器の火が引火したものと推定される。ホースが外れ
かけていた原因は不明。火は、ガスメータの遮断弁が作動したことにより消火した。
なお、事故発生時、業務用ガスコンベックは使用していなかった。 ①燃焼器用ホース

②２口ヒューズガス栓
①（株）十川ゴム
②光陽産業（株）

①KL7-500SL
②GO23Z-12P

伊藤忠エネクスホーム
ライフ東北（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンSあり（作動あり）
・自動ガス遮断装置（対震・ガス漏れ警
報器連動）あり（作動なし）
・ヒューズガス栓あり（作動不明）
・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

・販売事業者は、当該ガス栓及び燃焼器用ホースの製造事業者に対し、調査を依頼し
た。また、飲食店に対して、ガス栓及び燃焼器用ホースの取扱について説明を行った。

112 2017/7/28
滋賀県
大津市

漏えい火災
軽傷1名

工場
鉄筋コンク

リート造1階建
14:15 販売事業者

販売事業者による配管撤去
時の工事ミス

給食センターにおいて、販売事業者が食器洗浄機を撤去するため、配管の縁切作業を行っていたところ、
ガスが漏えいし火災が発生し作業員1名が軽度の火傷を負った。
原因は、販売事業者が配管の立ち上がり部にプラグ止めを行う際、元弁を閉止しないまま立上がり部のバ
ルブを外したため、ガスが漏えいし、もう一台の食器洗浄機の種火に引火したもの。
なお、販売事業者が直ちにに上流のガス栓を閉止し、火は消火した。
また、作業マニュアルは整備されていたが、作業中の確認作業が徹底されていなかったとのこと。 配管 不明 不明 （株）ウェルビー滋賀

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
連動）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、販売事業者に対して、作業手順書の確認と徹底を指導した。
・販売事業者は、作業マニュアルに基づく手順チェックシートを作成し、施工時に活用す
ることとした。

113 2017/7/28
岐阜県
群上市

漏えい爆発・
火災

重傷1名
軽傷1名

旅館
鉄骨造5階建

20:15
設備工事業者
（ボイラ業者）

設備工事業者（ボイラ業者）
による工事ミス

ホテルにおいて、ボイラ業者が給湯ボイラの部品交換後の試運転を行っていたところ、異常が発生したた
め、ホテルの従業員に対して、調査のため全てのボイラを停止させる旨の説明を行っていたところ、爆発が
起こりボイラ室に残った作業員1名とタオルを干しに来ていた従業員1名が負傷し、うち作業員1名が病院へ
救急搬送された。
原因は、ボイラ業者がファンモータの交換作業を実施するため、ガス配管途中にある電磁弁の取り外し作
業を行ったが、再取付けの際にねじの締め付けが不足していたため、ガスが漏えいし、何らかの着火源に
より爆発したもの。作業は4基あるボイラのうち、当該ボイラのみを停止し行われたが、試運転の際に当該
ボイラが起動しなかったため数回起動操作を繰り返していたところ、運転中のボイラ3基のうち2基が停止
し、ボイラ後方の貯水タンクから水が噴出したとのこと。
なお、事故発生前に1,2号機で電磁弁漏れ警報が出ていた（３，４号機はデータ破損のため不明）が、ボイラ
業者は当該3号機の試運転前にガス漏れ検知器による漏えい確認を行っていなかった。

（バルク貯槽　2900kg×2基）

温水ボイラ 三浦工業（株）
ZボイラーMIURA（UT-
200W）
（2007年10月製造

（株）マルエイ

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・ルーツメータあり（作動なし）
・自動ガス遮断装置（対震）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（片方向）あり

・県は、販売事業者に対し、作業手順の確認と教育、検査器具の点検及びボイラの使用
停止を指示した。また、ボイラ業者に対し、作業手順の確認等の事故報告を指示した。
・販売事業者は、2次災害を防止するため、バルク貯槽の元弁を遮断した。
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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

114 2017/7/29
佐賀県
大町町

漏えい
一般住宅

木造
15:09 保安機関

保安機関による調整器交換
時の施工不完全

一般住宅において、消費者より容器周辺でガス臭がするとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したと
ころ、調整器と容器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、保安機関が調整機の交換を行った際に、調整器のOリングが外れた状態で接続を行ったため、ガ
スが漏えいしたもの。
なお、保安機関は調整器と容器のガス漏れ点検を怠っていた。

単段式調整器 （株）桂精機製作所
SLK-5B
（2017年5月製造）

（株）エネサンス九州

・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

・県は、販売事業者に対して、事故報告の遅れに対する厳重注意を行った。
・販売事業者は、社内で事例を共有し、確実な点検・調査方法を周知した。また、保安機
関に対して、供給機器交換時の確実な点検、社員への周知及び再発防止策の提出を依
頼した。

115 2017/7/30
滋賀県
彦根市

漏えい火災

その他（研修
センター）
鉄筋コンク

リート造1階建

11:55 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

研修センターにおいて、消費者がバーベキューこんろ２台の準備中に、質量販売された容器と接続したトー
チバーナにより炭の着火を試みたところ、火災が発生しトーチバーナの一部及び容器の一部を焼損した。
原因は、消費者が容器とトーチバーナを接続したところ、ねじ込みが不十分であったためガスが漏えいし、
先に着火していたバーベキューこんろの火に引火したもの。

（質量販売　10kg×１本）
トーチバーナー(容器
接続部）

不明 不明 大丸エナウィン（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・ガス漏れ警報器なし
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓なし
・ＣΟ警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、LPガスの質量販売にかかる全消費者に対して、再度周知文書の配布
と消費設備の調査を実施することとした。

116 2017/7/30
石川県
小松市

漏えい
一般住宅
木造2階建

14:30 一般消費者等 消費者による配管の損傷

一般住宅において、目撃者より火災発生の通報を受け、消防が現場に出動したところ、配管が切断されて
いること及び、消火器による消火が完了していることを確認した。
原因は、住人が建物壁面の板金の貼替え作業の際に、エアコンの配管と間違えて露出配管を切断したた
め、ガスが漏えいし、漏えいしたガスに切断時の火花が引火したもの。

配管 不明 不明 （有）ツジイケ

・ガス放出防止器なし
・マイコンSBあり（作動なし）
・ガス漏れ警報器なし
・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、切断部分を修繕した。また、消費者に対し当該配管は現在未使用の配
管であるため撤去を依頼した。

117 2017/7/30
神奈川県
横浜市

漏えい爆発・
火災

一般住宅
木造2階建

14:55 設備工事業者

設備工事業者による工事ミ
ス

＜法令違反＞
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）
法第３８条の１０
（特定液化石油ガス設備工
事事業の届出）

一般住宅において、一般消費者より風呂釜を点火したところ出火したとの通報を受け、販売事業者が現場
に出動したところ、風呂釜と接続している金属フレキシブルホースの接続不良を確認した。
原因は、風呂釜設備工事業者が、屋外（RF）式風呂釜のガス接続工事を行った際に、シーリング剤を使用
しない手締めの施工により、金属フレキシブルホースを４本直列に接続したため、接続部よりガスが漏えい
し、風呂釜付近に滞留していた未燃ガスに点火テスト時の火が引火したもの。
なお、風呂釜設備工事業者は、特定液化石油ガス設備工事事業の開始届がなく、液化石油ガス設備士の
資格を有する者もおらず、作業者も液化石油ガス設備士の資格を有していなかった。
また、生活保護制度下の工事であり、工事の発注者は横浜市であったが、設備工事業者の選定は消費者
が行う仕組みであった。

金属フレキシブルホー
ス

不明 不明
アストモスリテイリング
（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンSあり（作動あり）
・ガス漏れ警報器なし
・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、関係者（設備工事業者、消費者、販売事業者。風呂釜販売事業者、風呂釜製造
事業者及び横浜市）に対し、事実確認と工事に要する資格の認識について聞き取りを
行った。また、設備工事業者に対して、文書により法令遵守の勧告を行い、改善計画書
の提出を指示した。
・販売事業者は、設備工事事業者の施工した当該風呂釜を使用禁止にし、翌日正規の
方法により施工し直した。

118 2017/8/2
埼玉県
川越市

漏えい
一般住宅
木造2階建

10:30
他工事業者（掘削工事

業者）

他工事業者（掘削工事業
者）による供給管埋設部の
損傷

一般住宅において、掘削工事業者より埋設管を損傷したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したと
ころ、埋設ポリエチレン（PE）管が切断されていること及び掘削工事業者による応急処置（PE管を折り曲げ
てテープで固定）を確認した。
原因は、掘削工事業者が土間工事の際に、誤って重機により埋設PE管を引き上げたため、PE管が損傷
し、ガスが漏えいしたもの。
なお、掘削工事業者は、販売事業者に対して、事前に工事の連絡をしておらず、ガス管の有無等の現場の
確認が不十分であった。

（バルク貯槽　980kg×1基）

供給管（埋設部） 不明 不明 河原実業（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、原因調査の実施及び事故届の提出を指示した。

119 2017/8/2
群馬県
沼田市

漏えい
共同住宅

木造２階建
19:50

他工事業者
（管理業者）

他工事業者（管理業者）に
よる供給管の損傷

共同住宅において、消費者より「ガス臭い」との通報受けたアパート管理業者より連絡を受け、保安機関が
現場に出動したところ、2箇所で配管用フレキ管が損傷していることを確認した。
原因は、アパート業者が草刈り作業の際、草刈り機により供給管を損傷させたため、ガスが漏えいしたも
の。
なお、管理業者は供給管の損傷を認識しておらず、放置されていた。また、当該供給管には、囲い又は標
識等の損傷防止措置はされていなかったとのこと。 配管用フレキ管 不明 不明 カメイ（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

・販売事業者は、敷地内の配管用フレキ管の保護措置及び表示板の設置を行い損傷防
止のための注意喚起を実施した。

120 2017/8/7
福島県
郡山市

漏えい火災
一般住宅
木造2階建

16:30 一般消費者等 消費者による配管の損傷

一般住宅において、消費者より配管を損傷し一時的に着火したとの通報を受け、保安機関が現場に出動し
たところ、配管用フレキ管の損傷とガスメータの合計・増加流量遮断を確認した。
原因は、消費者がリフォーム作業中に丸鋸により誤って配管用フレキ管を切断したため、ガスが漏えいし、
何らかの着火源により着火したもの。
なお、消費者は事故発生場所に配管があることを認識していたとのこと。

配管用フレキ管 不明 １５A 東邦福島（株）

・ガス放出防止器あり（作動不明）
・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、販売事業者に対し、工事の際には立ち会いを行うよう口頭で指導した。
・販売事業者は、他工事業者及び消費者と打ち合わせが可能な環境を整え、工事の際
に協議及び立ち会いを実施することとした。

121 2017/8/12
福岡県

久留米市
漏えい

病院
鉄骨造３階建

9:30 販売事業者
販売事業者による調整器交
換時の工事ミス

病院兼一般住宅において、調整器の接続部からガスが漏えいしていた。
原因は、販売事業者が３ヶ月前に調整器を交換した際、締め付けが甘かったため、接続部からガスが漏れ
ていたものと推定される。

自動切替式調整器 （株）桂精機製作所
PTC4B-10HZ
（2017年3月製造）

ENEOSグローブエナ
ジー（株）

・ガス放出防止器あり
・マイコンSBあり
・自動ガス遮断装置（対震）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、遅滞なき報告及び保安教育の徹底を口頭指導した。
・販売事業者は、調整器出口側のユニオン部の増し締めを行うとともに、他の供給設備
で同様の事象がないか現場調査を実施した。また、従業員に対し、臨時保安教育を行
い、他事業所への水平展開を実施することとした。

122 2017/8/17
千葉県
流山市

漏えい爆発・
火災

飲食店
木造2階建

17:55 一般消費者等
経年による配管の腐食
消費者による器具の取扱い
ミス

飲食店において、従業員が業務用こんろを使用していたところ、付近の冷蔵庫周辺より爆発が発生し、ドア
の硝子2枚が破損し冷蔵庫1台が焼損した。
原因は、従業員が当該こんろの器具栓付近を金だわしにより清掃していたところ、腐食していた配管に微
小な開口が生じたためガスが漏えいし、微小の漏電をしていた冷蔵庫に引火し爆発したもの。
なお、事故直前にガス漏れ警報器が鳴動したが、ガス臭及びガス漏れ音が無かったことから、従業員は警
報器のコンセントを抜きこんろの使用を続けたとのこと。また、爆発により冷蔵庫より小火が発生したが、従
業員が消火器にて消火した。

業務用こんろ 不明 不明 富士産業（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（対震）あり（作動な
し）
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり

・販売事業者は、事故再発防止のため、ガス漏れ警報器とガスメータの連動工事を行っ
た。
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123 2017/8/18
宮城県
角田市

漏えい爆発
軽傷1名

その他（公共
施設）

鉄筋コンク
リート造2階建

8:37 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

公共スポーツ施設において、施設管理者より小規模爆発が発生し負傷者が出たとの通報を受け、販売事
業者が現場に出動したところ、点検による異常は確認されなかった。
原因は、合宿中の生徒が業務用炊飯器の点火を試みた際に点火しなかったことから先生に作業を交代し、
その間機器の保温機能を作動させていたため未燃ガスが機器内部に滞留し、再点火時の火花に引火し爆
発したものと推定される。
なお、当該炊飯釜は、1990年製造品であり、立ち消え安全装置は搭載されていなかった。 業務用炊飯器 （株）パロマ PR-6AS-1

（株）ジェイエイ仙南
サービス

・マイコンSB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
・集中監視システムなし

・販売事業者は、消費者に対して、操作手順書を配布し取扱について再度説明をした。
また、当該燃焼器が安全装置の搭載されていない古い機種であることから、買い替えを
提案し了承を得た。

124 2017/8/21
愛知県
半田市

漏えい爆発
重傷1名

飲食店
木造1階建

11:55 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

飲食店において、従業員からガスが止まり火がつかないとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したと
ころ、ガスメータの合計・増加流量遮断（C）表示を確認した。販売事業者が点検のために「メータ復帰を行っ
た」ことを伝え、点検を始めようとしたところ、ガスが使用できると勘違いした店長がグリドルを点火し、店長
１名がグリドルから生じた火柱により顔及び腕に重度の火傷を負った。
原因は、消費者が特注したグリドル（鉄板の上方に１つ、左右に２つずつ炙り用バーナが付属しているも
の）の左側バーナ２つが取り外されており、ガス栓及び流量を絞るノズルもないことから、末端ガス栓の開
放とともに多量のガスが漏えいし、グリドルの点火を試みたところ引火爆発したもの。
なお、当該グリドルは複数の器具栓に対し、１つのつまみを使いまわしている状態であり、事故発生時、左
側バーナの器具栓は誤開放された状態でつまみが取外されていた。
また、当該グリドルは自動点火では点火しづらい状態であり、点火の際には点火用のライターを使用して点
火していた。 業務用バーナ付きグリ

ドル
富士厨房設備(株) 特注品 武豊ガス（有）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンSB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

・県は、販売事業者に対し、点検中に消費者にガスを使用させないよう指導した。
・販売事業者は、燃焼器製造事業者に対して、バーナが取り外され露出していた先端へ
のガス栓の取付けと現地調査を依頼した。また、従業員に対し、消費者に作業途中にガ
スを使用しないよう説明するよう周知徹底した。

125 2017/8/22
神奈川県
秦野市

漏えい
一般住宅
木造2階建

17:50 不明
異物の侵入による調整器の
故障

一般住宅において、住民よりガス臭がするとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したところ、調整器
からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、調整器の低圧弁体に異物が噛み込んだことから閉塞不良となり、閉塞圧力の上昇により調整器
の安全弁が作動したため不具合を生じ、調整器の切替レバー部よりガスが漏えいしたものと推測される。

自動切換式一体型調
整器

I・T・O（株） AXS-8B-2TH レモンガス（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、速やかな事故届の提出を指示した。
・販売事業者は、当該調整器を新品と交換した。また、調整器の製造業者に対し、事故
原因の調査を依頼した。

126 2017/8/23
埼玉県
吉川市

漏えい
事務所

鉄筋コンク
リート造5階建

10:07
他工事業者（住宅設備

工事業者）

他工事業者（住宅設備工事
業者）による供給管埋設部
の損傷

事務所において、住宅設備工事業者よりガス埋設管を誤って外してしまったとの通報を受け、販売事業者
が現場に出動したところ、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、住宅設備工事業者が掘削作業の際に、誤って重機（ユンボ）により埋設供給管を損傷させたた
め、ガスが漏えいしたもの。

供給管（埋設部） 不明 不明 ミライフ（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンE4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、販売事業者に対し、原因調査の実施及び事故届の提出を指示した。

127 2017/8/23
香川県
三豊市

漏えい爆発
軽傷1名

一般住宅
木造2階建

11:45 販売事業者

販売事業者による金属フレ
キシブルホース交換時の工
事ミス

＜法令違反＞
法第３８条の２
（基準適合義務）
法第３８条の８第１項
（液化石油ガス設備士の義
務）
規則第４４条第１号へ

一般住宅において、消費者がビルトインこんろの点火を試みたところ爆発が生じ、消費者1名が左腕に軽度
の火傷を負った。
原因は、販売事業者が金属フレキシブルホースの取替工事の際に、交換前の接続用アダプタが残った状
態で取付を行ったため、不要なアダプタの重なりにより接続部からガスが漏えいし、こんろ点火時の火花に
引火し爆発したもの。
なお、交換作業時の漏えい検査は実施していたが、設置場所のキャビネット内が薄暗く、漏えいを見落とし
たとのこと。

金属フレキシブルホー
ス

三菱伸銅（株） 不明
大陽日酸エネルギー
（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、県協会へ事故情報を提供した。
・販売事業者は、全従業員に対し、文書による注意喚起を実施し、全事業所に対し、主
に接続方法、設置後の検査、記録に関する保安教育の実施を指示した。また、金属フレ
キシブルホース取付工事に係る要綱書を作成した。

128 2017/8/23
北海道
札幌市

漏えい
一般住宅
木造2階建

15:51 配送センター
配送センターによる容器へ
の過充てん

一般住宅において、消費者より容器の安全弁からガスが漏れているとの通報を受け、販売事業者が現場
に出動したところ、近隣住民による容器への放水及び毛布掛けによる日差しを遮る措置によりガスの放出
が止まっていることを確認した。
原因は、販売事業者が過充てん状態の容器を設置したことから、気温上昇による内圧上昇が起こり、安全
弁が作動したためガスが漏えいしたもの。
なお、当日の充てん作業は研修中の社員が担当しており、容器設置位置の確認及び充てん質量の確認が
不十分であったことから、過充てん状態の容器が配送されたとのこと。また、過充てんされた質量は2.6kgで
あった。

①容器
②容器バルブ

①中国工業（株）
②（株）ハマイ

①20kg型
（1994年11月製造）
②不明
（2016年12月製造）

北海道ミツウロコ（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

・道は、販売事業者に対し、再発防止に向けた保安教育を実施するよう口頭で指導し
た。
・販売事業者は、当該充てん者が担当した容器のうち、設定値より多く充てんされた容
器を抽出し、回収した後、再計量を行い異常がないことを確認した。また、研修中の社員
を含めた全作業従事者に対し、容器設置位置の確認及び充てん完了時の質量確認を
確実に行うよう訓練を徹底することとした。

129 2017/8/24
福島県
郡山市

漏えい
一般住宅
共同住宅

木造
9:15

他工事業者
（建設業者）

他工事業者（建設業者）に
よる供給管埋設部の損傷

一般住宅において、建設業者より供給管を損傷させたとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、供給管からのガス漏えい及び建設業者による損傷箇所のビニールテープによる補強を確認した。
原因は、建設業者が、下水管工事を行っていたところ、誤って建設重機（ユンボ）により埋設されていた供
給管を損傷させたため、ガスが漏えいしたもの。
なお、建設業者はガス管は存在しないと判断のもと工事を行っており、事前のガス管の有無等の現場の確
認が不十分であった。

供給管（PE管（埋設
部））

三井化学産資（株） GP25A ミライフ東日本（株）

・ガス放出防止器あり（作動不明）
・マイコンメータなし
・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、消費者が工事を実施する際には販売事業者へ連絡をする
よう周知するよう指導した。また、工事の連絡があった場合は、引き続き図面確認及び
立会を実施するよう口頭で指導した。
・販売事業者は、日頃より行っている他工事事故防止のための照会対応、工事立会及
び周知活動を引き続き行い、2～3ヶ月毎にチラシを活用した周知を実施することとした。

130 2017/8/25
東京都

八王子市
漏えい

共同住宅
木造2階建

10:04 器具メーカー
器具メーカーによる高圧
ホースの製造ミス

集合住宅において、住民から通報を受けた共同住宅管理会社よりガス臭がするとの連絡を受け、販売事
業者が現場に出動したところ、ガス漏えいの形跡（容器の40%の高さまで結露）及び共同住宅オーナーによ
る容器バルブの閉止を確認した。
原因は、50kg容器4本のうちの1本で、高圧ホースが金属製接続ネジ部から脱落したため、ガスが漏えいし
たもの。
なお、後日の調査において当該高圧ホースは製造時のホースと金具のかしめ部分に不具合があったこと
が確認された。

張力式集合用高圧
ホース

（株）日豊
NPZS-5
（2016年製造）

グットライフサーラ関東
（株）

・県は、高圧ホースの製造事業者に対し、製品の点検及び不具合品の回収作業を迅速
に行うよう指示した。
・販売事業者は、事故現場の全ての高圧ホースの交換を実施した。また、設備製造業者
を通じて、当該ホースの製造業者を確認した。

131 2017/8/25
茨城県
水戸市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
14:00

他工事業者
（水道工事業者）

他工事業者（水道工事業
者）による供給管埋設部の
損傷

共同住宅において、下水道工事業者より供給管を損傷したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動し
たところ、供給管の切断と下水道工事業者による容器バルブ及び中間ガス栓の閉止を確認した。
原因は、下水道工事業者がコインランドリー改築工事のためコンクリート切断作業をしていたところ、誤って
コンクリートカッターにより埋設されていた供給管を損傷したため、ガスが漏えいしたもの。
なお、下水道工事業者は埋設供給管の存在を認識していなかった。 供給管

（埋設部）
不明 不明 富士産業（株）

・マイコンSあり（作動なし）
・ヒューズガス栓あり（作動なし）

・販売事業者は、当該供給管を修繕し、気密試験を実施し異常がないことを確認した。
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132 2017/8/26
宮城県
仙台市

漏えい火災
重傷1名

一般住宅 13:08 一般消費者等
消費者による容器の取扱ミ
ス

一般住宅において、消費者が不要になった2kg容器内の LPガスを大気へ廃棄中に、付近で使用していた
石炭こんろ（離隔距離約1.5m～1.8m）に引火し、顔や手足に火傷を負うとともに近くにあったものを一部焼
損した。
原因は、消費者のガスに関する知識の欠如による容器の取扱ミスによるもの。
なお、当該容器は消費者の実家から譲り受けたものであった。また容器の製造年等は古いものであった
（製造年月1974年5月。充てん期限1991年4月）。販売事業者は不明。

（質量販売　2kg×1本）

容器 （株）中国工業
2kg型
（1974年5月製造）

不明

・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
・ガス漏れ警報器なし

・県は、一般消費者等に対し、容器を取り扱う際は適切に取り扱うよう指導した。

133 2017/8/31
島根県
松江市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク

リート造2階建
9:24

他工事業者
（清掃業者）

他工事業者（清掃業者）に
よる調整器の損傷

共同住宅において、清掃業者がバルク貯槽の調整器を損傷させガスが漏えいした。
原因は、清掃業者が貯水槽の清掃作業を行っていたところ、はしごを踏み外し当該調整器の過流出防止
装置部分を損傷させたため、ガスが漏えいしたもの。
なお、清掃業者は落下に備えた措置を行っていなかった。

（バルク貯槽　980kg） 調整器 I・T・O（株）
RL-100HL-2
（2012年6月製造）

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、損傷箇所に対して木栓により応急措置を行い、その後損傷箇所の交
換を実施した。

134 2017/8/31
大阪府
枚方市

漏えい火災
軽傷2名

学校
鉄筋コンク

リート造7階建
14:39 一般消費者等

消費者による器具の取扱ミ
ス

高等学校において、生徒が文化祭準備のため業務用たこ焼き器に点火を試みたところ、炎が上がり作業を
していた生徒２名がそれぞれ顔面及び左手に軽度の火傷を負った。
原因は、生徒が当該機器に点火をする際、５つある器具栓を約20秒かけて開栓したため、機器内部に未燃
ガスが滞留し、点火時の点火器具（着火ライター）の火が引火したもの。
なお、消防が現場に到着した際、容器バルブが開放状態であったことから二次災害防止のためバルブを閉
止した。
また、事故発生時、現場での教職員の立会いはなかったとのこと。

（質量販売　10kg×1本）

業務用たこ焼き器 不明 不明 泉燃料店

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・ガス漏れ警報器なし
・自動ガス遮断装置なし
・ヒューズガス栓なし
・ＣΟ警報器なし
・集中監視システムなし

・府は、学校に対し、生徒が火気を使用する際には防火管理者又は学校関係者が立会
い使用状況の監督を行うよう口頭で指導した。
・消防は、学園祭等で火気を使用する催し物を開催する際には、所轄消防署長に届け
出を行うよう指導した。（火災予防条例第45条）

135 2017/8/31
岐阜県
関市

漏えい火災
その他（キャン

プ場）
木造

18:54 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

キャンプ場コテージにおいて、消費者がバーベーキューを行っていたところ、火災が発生し、コテージの壁、
換気扇、ゴム管、ガス栓等を焼損した。
原因は、消費者が台所の一口こんろの火をつけた後、その場を離れていたところ、何らかの原因により火
災が発生したものと推定される。
なお、火は消費者が消火器により消火した。

一口こんろ 不明 不明
めぐみの農業協同組
合

不明

136 2017/9/1
神奈川県
秦野市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク

リート造2階建
7:39 一般消費者等 経年による給湯器の劣化

共同住宅において、ガスメータの使用時間（AC）遮断の事前予告を受けた集中監視センターが消費者にガ
スの使用状態を確認したところ、未使用であったためそのままメータによるAC遮断が行われた。
原因は、経年により給湯器が劣化していたため、ガスが漏えいしたもの。
なお、販売事業者は、室外からの確認により、漏えい箇所を特定しため給湯器の仮設交換を実施し、消費
者の帰宅後に室内についても漏えいがないことを確認した。

給湯器（RF式） パーパス（株）
TP-PS16HX
（1992年12月製造）

レモンガス（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・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（双方向）あり

・販売事業者は、当該給湯器の交換を実施した。

137 2017/9/1
神奈川県
小田原市

漏えい
共同住宅
木造2階建

12:30 設備工事業者

設備工事業者による調整器
交換時の施行不完全

＜法令違反＞
法第１６条の２
（供給設備の基準適合義
務）
規則第１８条第１０号
（供給設備の技術上の基
準）

共同住宅において、入居者よりガス供給不良の通報を受けた販売事業者が現場に出動したところ、容器が
2本とも空であることを確認し、容器交換後の漏えい検査により、金属フレキシブルホースの接続部でガス
の漏えいを確認した。
原因は、販売事業者が漏えい検知付調整器の交換時の漏えい検査の際に、金属フレキシブルホースへ検
知液を塗布し忘れたため、ガスの漏えいを発見できなかったものと推測される。

供給管 不明 不明 三ツ輪産業（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、原因調査の実施を指示し、事情聴取を行うこととした。
・販売事業者は、作業従事者に対し、施工後に作業部分をマーキングし、当該部分へ漏
えい検知液を塗布し確認を行うことを徹底した。

138 2017/9/1
北海道
余市町

漏えい爆発
軽症１名

学校
鉄筋コンク

リート造3階建
16:00

その他（施設管理者）
販売事業者

経年によるゴム管の劣化

小学校において、職員が食器洗浄機を使用していた際にガス臭を知覚したため、販売事業者に通報を行っ
たが、販売事業者から機器の使用中止等の指示がなかったため、通報後も食器洗浄機の使用を継続して
いたところ、食洗機付近で爆発が生じた。事故後、職員２名が体調不良を訴え、うち１名が病院で一酸化炭
素中毒疑いと診断された。
原因は、食器洗浄機と末端ガス栓を接続しているゴム管に経年による1cmほどの亀裂が生じていたため、
ガスが漏えいし、食器洗浄機の火が引火し爆発したもの。
食器洗浄機稼働時のCO濃度は、後日の測定において最大で90ppmであったことから、一酸化炭素は爆発
時に一時的に発生したものと推定される。
なお、給食室にはガス漏れ警報器が3台設置されていたが、窓、ドアを開けた状態でエアコン、換気扇を作
動させていたことから、対流が生じ、ガスを検知できなかったと推定される。
また、当該ゴム管は、供給を開始した２月の時点で、すでに長期間使用されていたものと推測され、販売事
業者が交換を要請していたが学校側の予算の都合から交換は行われなかった。

ゴム管 不明 不明 小樽第一興産（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（ガス漏れ警報器
連動）あり（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

・道は、現地調査を実施し、販売事業者に対して再発防止の指導を行った。また、道協
会に対し、事故の概要を管内の販売事業者と共有し注意喚起を行うよう依頼した。教育
局に対し、一酸化炭素中毒事故防止についての注意文書を通知した。
・販売事業者は、当該ゴム管を金属フレキシブルホースに交換し、ガス漏れ警報器を１
台増設した。また、取替えが行われていない調整器及び高圧ホースについて、取替えの
提案を継続することとした。

139 2017/9/2
福岡県
筑前町

漏えい爆発
軽傷１名

一般住宅
木造2階建

19:30 一般消費者等 経年による燃焼器の劣化

一般住宅において、消費者の家族がビルトインこんろを10分程度使用した後、消火のためスイッチを操作し
たところ爆発が生じ、娘1名が手足に軽度の火傷を負った。
原因は、こんろのバーナ内部の混合管内に大量の錆が蓄積していたことにより、ガスが正常に流れずに逆
流したため、機器内部に滞留した未燃ガスにこんろの火が引火したもの。
なお、消費者はバーナの一つが赤火であったことから、バーナ出口側からエアスプレーによる清掃を行った
が、赤火は改善されなかった。また、消費者は当該バーナが不調のため使用しないよう妻に伝え外出した
が、娘は事情を知らずに当該こんろを使用していた。

グリル付3口こんろ リンナイ（株）
RBG-30A3-11
（1995年6月製造）

サンダーガス（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、販売事業者に対し立入検査を実施し、法令違反がないことを確認した。
・販売事業者は、消費者、大家、管理会社と協議し当該こんろを交換した。また、消費者
に対し、不具合があった場合に連絡を行うよう依頼した。
・県協会は、事故調査員による現地調査を実施した。

140 2017/9/8
神奈川県
秦野市

漏えい
飲食店

木造１階建
8:46 その他（経年劣化）

経年による埋設配管継手部
の腐食

飲食店において、容器交換を行っていた配送員がガスメーターに流量式微少漏えい警告（B）が表示されて
いるのを確認した。連絡を受けた販売事業者が現場へ出動したところ、埋設配管の継手部が腐食してお
り、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、埋設配管（白管）が経年により腐食したことで、ガスが漏えいしたことによるもの。

配管（白管（継手部）） 不明 不明 日本瓦斯（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、マイコンメーターの異常を発見した場合は即日対応を行うこと及び、保
安業務を怠った場合の重大事故の危険性について社員教育を行った。



 2017年事故概要

16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

141 2017/9/11
埼玉県

さいたま市
漏えい火災

一般住宅
木造2階建

13:54
他工事業者（解体工事

業者）

他工事業者（解体工事業
者）による供給管埋設部の
損傷

一般住宅において、解体工事業者が解体工事を行っていたところ、埋設供給管が損傷し火災が発生した。
原因は、解体工事業者がＬＰガスの表示杭の設置があったものの、販売事業者に連絡を取らずに工事を行
い、誤って重機により埋設供給管を損傷させ、ガスが漏えいし、漏えいしたガスに接触時の火花が引火した
もの。

（バルク貯槽　980kg×1基） 供給管（埋設部） 不明 不明 日本瓦斯（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

・県は、販売事業者に対し、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、解体刻事業者に対し、ガス管末端部や官民境界上に設置されている
表示杭に注意し、工事の際に事前に連絡を入れること及びガス管周辺の掘削は手作業
で行うことを周知するよう要請した。

142 2017/9/12
富山県
富山市

漏えい爆発
飲食店

鉄筋コンク
リート造1階建

18:45 不明
不明（原因が特定できない
ため）

飲食店において、従業員が業務用こんろ下に金属製汁受け皿を勢いよく差し込んだところ、こんろ内の金
属フレキシブルホース付近で爆発が生じた。
原因は、金属フレキシブルホースの接続部からの漏えい又は、当日に従業員が行ったパイロットバーナの
交換の際にガスが漏えいし、機器内部に滞留していたガスに汁受け皿を差し込んだ際の火花が引火し爆
発したもの。
なお、金属フレキシブルホースは被覆部分が溶けていたが、後日の気密試験において、当該燃焼器を含め
漏えいは確認されなかった。

6口こんろ 不明 不明 （株）リビック富山

・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（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、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、飲食店に対し、経年劣化の可能性から機器の交換を依頼した。また、
緊急時対応先を再確認するとともに、緊急時の連絡先を厨房内に設置した。

143 2017/9/13
鳥取県
米子市

漏えい その他（市道） 9:28
他工事業者（下水道工

事業者）
販売事業者

他工事業者（水道工事業
者）による配管埋設部の損
傷

市道において、下水工事業者が掘削を行っていたところ、埋設配管を損傷し、ガスが漏えいした。
原因は、販売事業者が事前に提供した図面と実際の敷設箇所が一部異なっており、かつ埋設表示シートも
なかったことから、下水道工事業者が重機（バックホー）により掘削を行い、埋設ポリエチレン管を損傷させ
たため、ガスが漏えいしたもの。

ポリエチレン管（配管
（埋設部））

不明 不明 鳥取瓦斯産業（株）

　 ・販売事業者は、他工事の予定を確認した場合、①現地での協議、②ガス竣工図面等と
実際の敷設位置が異なっていないか表示ピン又はパイプロケータ等による確認、③ガス
管埋設箇所をマーキング等で明示する等の措置を行うこととした。

144 2017/9/14
神奈川県
箱根町

漏えい
飲食店

鉄骨造2階建
11:06

他工事業者（住宅設備
工事業者）

他工事業者（水道工事業
者）による配管埋設部の損
傷

飲食店において、店主よりガス漏れ警報器が鳴動したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、ガスメータによるガス漏れ警報器連動遮断を確認した。
原因は、水道工事業者が漏水検査の際に、電動ドリルにより床を掘削したため、土間下に埋設されていた
配管用フレキ管を破損し、ガスが漏えいしたもの。

配管用フレキシブル
ホース（埋設部）

不明 不明 （株）サイサン

・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（ガス漏れ警報器
連動）あり（作動あり）
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり
・集中監視システムなし

・販売事業者は、当該配管を露出配管へ変更することとした。また、飲食店に対し、掘削
工事をする際は、事前に販売事業者に連絡を入れるよう依頼した。

145 2017/9/15
沖縄県
沖縄市

漏えい爆発
飲食店

鉄筋コンク
リート造3階建

9:30 販売事業者

販売事業者による工事ミス

＜法令違反＞
法第３８条の２
（基準適合義務）

飲食店において、機器販売業者が修理対応のため業務用中華レンジの点火を試みたところ、レンジ内部で
爆発が生じた。
原因は、前日に販売事業者がレンジのガス接続工事を行った際、誤って水供給口にガス管を接続したこと
からガスが微小漏えいし、レンジ内部に滞留したガスに点火時のマッチの火が引火したもの。
なお、当該レンジは、前日の着火テストにおいて着火しなかったことから、機器販売事業者に対し修理依頼
が行われていた。 業務用中華レンジ （株）みつわ産業 不明 マルヰ産業（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（ガス漏れ警報器
連動）あり（作動なし）
・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、文書による厳重注意、再発防止策の提出を指示することとし
た。
・販売事業者は、県に再発防止策を報告した。

146 2017/9/17
広島県
広島市

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
木造

9:30 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

スナックにおいて、従業員が鉄板焼器の鋳物バーナへ点火を試みたところ、爆発が生じ従業員1名が左手
と顔面に軽度の火傷を負った。
原因は、従業員がバーナに点火した際に着火せず、再点火を試みた際に周囲に滞留していた未燃ガスに
点火用ライタの火が引火し爆発したもの。

（質量販売　5kg×1本） 2重巻鋳物バーナ 不明
不明
（2006年1月製造）

広島ガス北部販売
（株）

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

・販売事業者は、消費者に対し、再度機器の点火方法について説明を行った。また、周
知文書を再配布し、注意喚起を実施した。

147 2017/9/17
兵庫県
神戸市

漏えい爆発
一般住宅
木造2階建

21:00 一般消費者等
経年による燃焼器の腐食劣
化

一般住宅において、消費者がビルトインこんろを使用していたところ小爆発が起こり腕の毛と頭髪の一部が
焦げた。
原因は、消費者がこんろを使用する際に度々煮こぼれを起こしていたことから、機器内部のガス連結管が
腐食し、漏えいしたガスがこんろ下の戸棚内に滞留していたところに、こんろの火が引火し爆発したもの。
なお、消費者は数日前からこんろ使用中にガス臭を感じていたとのこと。

ビルトインこんろ リンナイ（株）
RBG-N730V4GRT-L
（2003年1月製造）

大阪ガスＬＰＧ（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
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、器具の取扱について消費者への周知を徹底するよう指導し
た。
・販売事業者は、消費者に対し、再度器具の取扱について周知を徹底することとした。

148 2017/9/26
静岡県
袋井市

漏えい
一般住宅

その他（更地）
13:32

他工事業者（解体工事
業者）

他工事業者（解体工事業
者）による供給管埋設部の
損傷

一般住宅において、解体工事業者より埋設ガス管を損傷したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動し
たところ、埋設供給管が損傷していること及び解体工事業者による応急処置により漏えいが停止しているこ
とを確認した。
原因は、解体工事業者が掘削作業の際に、誤って重機により埋設供給管を損傷したため、ガスが漏えいし
たもの。
なお、解体工事業者は、販売事業者に対して、事前に工事の連絡をしておらず、また、ガス管の有無等の
現場の確認が不十分であった。

（バルク貯槽　985kg×1基）

供給管（埋設部） 不明 不明 （株）サイサン

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、他工事業者及び消費者に対し、工事の際に事前照会、連絡を行うよう
周知した。また、他工事実施の際は従業員の立会を実施することとした。

149 2017/10/1
福島県
田村市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク

リート造3階建
22:45 一般消費者等

経年による配管（埋設部）の
腐食

共同住宅において、消費者より浴室からガス臭がするとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、浴室の風呂釜付近にてガス臭を確認した。
原因は、浴室の壁内より伸びた埋設白管が経年により腐食したため、ガスが漏えいしたもの。
なお、当該建物は昭和５４年に立てられたものであった。

配管（白管（埋設部）） 不明 不明
福島さくら農業協同組
合

・ガス放出防止器なし
・マイコンⅠ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
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、原因調査の実施を指示した。また、口頭にて、他の供給先
の埋設管の設置年数を調べ、経年劣化が疑われる場合には取替えを依頼し、同様の事
故発生を防ぐよう指導した。

150 2017/10/3
神奈川県
相模原市

漏えい
一般住宅
木造2階建

18:00 販売事業者
経年による配管埋設部の腐
食

一般住宅において、消費者よりガス臭がするとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したところ、ガス
メータの圧力式微少漏えい警告（BR）表示と台所付近でのガス臭を確認した。原因は、床下の土中に埋設
されていた配管（白管）が経年により腐食したため、ガスが漏えいしたもの。
なお、自記圧力計を用いた2分間の測定（初期圧力4kPa）の結果、圧力降下は4kPaであった。

配管（白管（埋設部）） 不明 不明 田邊工業（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（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、事故届の提出を指示した。
・販売事業者は、配管をメータ出口から再配管した。
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151 2017/10/4
愛知県

名古屋市
漏えい火災

飲食店
鉄骨造１階建

10:30 販売事業者
経年による金属フレキシブ
ルホースの劣化

飲食店において、従業員がプラスチックが焦げる臭いを感じ厨房を確認したところ、食器洗浄機の内部に
炎が出ているように見え、かつ、接続管から食器洗浄機に向けて約20cm程度の炎が出ていることを確認し
た。
原因は、食器洗浄機と接続されている金属フレキシブルホースの劣化により亀裂が生じ、当該亀裂から漏
えいしたガスに食器洗浄機の火が引火したものと推定される。
なお、末端ガス栓のつまみは、出火時の炎により溶けて動かなくなっていた。
また、厨房内に設置されていたガス漏れ警報器は2台ともコンセントが抜かれていた。

（バルク貯槽　980kg×1基）

業務用食器洗浄機 日本洗浄機（株）
SD82G
（2007年7月）

伊藤忠エネクスホーム
ライフ中部（株）

・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（作動なし）
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、事故届の提出を指示した。
・販売事業者は、当該店舗及び同系列店の2店舗において全ての厨房器具の設置状
況、異常の有無を確認するとともに、当該店舗の当該食器洗浄機及びその他の移動式
以外の燃焼器の接続管を金属フレキシブルホースから燃焼器用ホースへ交換した。ま
た、食器洗浄機付近にガス漏れ警報器を追加し、消費者に対してコンセントを抜かない
よう依頼した。

152 2017/10/6
千葉県
松戸市

漏えい
その他店舗

（カラオケ店）
鉄骨造2階建

18:27 一般消費者等
経年による器具の腐食・劣
化

カラオケ店において、従業員より厨房設置の警報器が鳴動したとの通報を受け、保安機関が現場に出動し
たところ、警報器の鳴動とめんゆで器の末端ガス栓及び業務用こんろからのガス漏えいを確認した。
原因は、水のかかる場所に設置された末端ガス栓の腐食及び設置後24年経過しているガスこんろ内部の
パッキンの劣化によるものと推定される。
なお、デジタルマノメータによる2分間の測定（初期圧力3.91kPa）による圧力降下は、0.05kPaであった。 ①ヒューズガス栓

②業務用こんろ
①不明
②タニコー（株）

①不明
②不明
（1993年5月製造）

富士産業（株）

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

・県は、販売事業者に対し、事故届の提出を指示した。
・販売事業者は、当該めんゆで器のゴム管及びガス漏れ警報器についても外観不良が
見られたため交換を実施した。また、消費者に対し、使用上の注意事項を再周知し、定
期点検調査を毎年実施することとした。

153 2017/10/7
東京都
清瀬市

漏えい火災
飲食店

鉄骨造3階建
11:20 一般消費者等

金属疲労による金属フレキ
シブルホースの劣化

飲食店において、従業員が業務用こんろ付近で焦げ臭さを感じ確認したところ、当該こんろと接続している
金属フレキシブルホースより出火していた。
原因は、従業員が日課の清掃の際に当該こんろを移動させていたことから、金属フレキシブルホースに繰
り返し応力が加わったため亀裂が生じ、漏えいしたガスが当該こんろ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

（株）協成
KFP15A30
（2014年9月製造）

日本瓦斯（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
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

154 2017/10/14
神奈川県
寒川町

漏えい
共同住宅
木造2階建

16:05 一般消費者等 経年による給湯器の劣化

共同住宅において、共同住宅の管理会社より、ガス臭い、こんろが点火しないとの通報が居住者からある
との連絡を受け、販売事業者が現場に出動したところ、ガスメータの使用時間遮断（AC）表示と給湯器から
のガス漏えいを確認した。
原因は、経年により給湯器が劣化したことにより、ガスが漏えいしたもの。

給湯器（RF式） パーパス（株）
TP-SQ160R-1
（1996年4月製造）

レモンガス（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・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

・県は、販売事業者に対し、当該消費者が他の販売店からの承継であったため、前回の
調査時に指摘はなかったが念のため、他に老朽化した給湯器がないか確認し、もしあれ
ば点検調査や本事故を示した上で交換を促す等の保安の向上を図ることを勧めた。
・販売事業者は、近々の周知の際に、法定の文書とともに今回の事故事例を周知するこ
ととした。

155 2017/10/19
東京都
江東区

漏えい火災 飲食店 13:00 不明 不明

飲食店において、従業員がパラソルヒーターに点火した1時間後にパラソルヒーターに収納された容器の上
部より出火した。従業員が消火器を用い消火し、消防へ通報した。
原因は、調整器のホースエンドと接続具が緩んでいたことでガスが漏えいし、パラソルヒーターの火が引火
したことによるものと推定される。

配管（継手部） 不明 不明 ミライフ（株）

・販売事業者は、調整器をカップリング式調整器に変更した。

156 2017/10/23
富山県
高岡市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
4:50 販売事業者

販売事業者による容器庫の
施工不良

共同住宅において、警察より容器が容器庫ごと倒れ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、容器庫が転倒し、供給管が折損していることを確認した。
原因は、販売事業者が容器庫を設置した際、固定に使用するアンカーボルトの数及び打ち込み場所が適
切でなかったことから、台風21号（最大瞬間風速31.1m/s）の強風により容器庫が転倒したため、供給管が
折損しガスが漏えいしたもの。
なお、当該容器庫は、厚さ200mm以上の基礎に6本のアンカーボルトにより固定した場合、風速40m/sまで
の風に耐えられるよう設計されていたが、事故発生時の固定は４本であり、うち2本は、基礎の回りに増し
打ちされた土間コンクリートに打ち込まれていた。
また、アンカーボルトでの固定数と打ち込み位置については、工事設計段階のミスによるものか、工事作業
ミスによるものかは不明とのこと。

供給管（白管） 不明 20A
三谷産業イー・シー
（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・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
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、再発防止策の検討及び事故届の提出を指示した。
・販売事業者は、当該容器庫の基礎を製造事業者推奨のものに変更することとした。ま
た、次回検針時に集合住宅の容器庫の固定の施工に問題がないか確認するとともに、
今後基礎を敷設する際には、基礎に増し打ちしていないことを業務主任者が確認するこ
ととした。

157 2017/10/23
大阪府

岸和田市
漏えい爆発・

火災
一般住宅

木造１階建
5:00

一般消費者等
販売事業者

消費者による末端ガス栓の
誤開放
販売事業者による保安業務
の不履行

＜法令違反＞
法第１４条第１項
（１４条書面交付）
法第１６条第２項
（基準適合義務等）
法第１６条の２第１項（供給
設備の技術基準）
法第２０条第１項、第２項
（業務主任者の職務等）
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）
法第３４条第１項
（保安機関の業務等）
法第３５条の５
（消費設備の技術基準違
反）
法第８１条第１項
（帳簿の記載）
法第８３条第３項
（立入検査等）

一般住宅において、消費者（妻）がガスを使用するために末端ガス栓２つ（うち１つは燃焼器に未接続のガ
ス栓）を開放し、風呂釜を使用したところ、ガス臭及び和室の敷居から立ち上がっているゴム管よりガス漏
れ音を知覚したため、開放した末端ガス栓の一つ（燃焼器に未接続のガス栓）を閉止したところ音が止まっ
た。その後、寝室に移動したところ和室で爆発が生じ、数カ所で火災が発生した。
原因は、消費者の妻が、燃焼器に未接続の末端ガス栓を開放したため、ガスが漏えいし、何らかの着火源
により引火爆発したもの（推定漏えい量：約４．３㎥）。
なお、漏えいがあったゴム管は、屋外の容器付近に設置された末端ガス栓から、家の床下を通り和室に立
上っているものであり、ゴム管先端の開口部は鉛筆とホースバンドによる栓がされていた。
また、当該消費者宅は、販売事業者による定期消費調査が実施されておらず、かつ、立入検査においても
質量販売の事実がない旨の申告がなされていた。

（質量販売　50kg×2本）

調査中 調査中 不明 武田住設燃料

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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

・岸和田市消防本部は、消費者及び販売事業者に対し、聞き取り及び現地調査を行い、
販売事業者に対して資料の提出を指示した。
　なお、同様の質量販売を行っている他１件を含め、ガスメータを設置し体積販売を行う
こと及び供給設備及び消費設備を技術上の基準に適合するように改善させ、全ての一
般消費者に対する１４条書面及び帳簿の内容等を再調査するとともに、自社で容器交換
時点検を実施している一般消費者宅の点検を行い報告させる。更に、全ての一般消費
者の供給設備を技術上の基準に適合するように改善させ、消費設備については、所有
者等に改善内容等の通知を行わせ、これらの結果を報告させる。
　また、販売事業者の自覚を持ち、保安の確保のため業務主任者としての責務を全うす
るよう指導し、警告書を交付した。

・販売事業者は、販売方法を体積販売に改め、マイコンメータ、自動切換式調整器、高
圧ホース、ヒューズガス栓の設置を実施することとした。また、業務主任者の責務を果た
し、法令及び保安業務規程に基づく保安業務と記録を実施することとした。
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158 2017/10/23
埼玉県
越谷市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
8:55 販売事業者

経年による供給管継手部の
腐食

共同住宅において、都市ガス事業者より消防からガス臭いとの通報があり容器バルブを閉めた旨の連絡
を受けた販売事業者が現場に出動したところ、露出供給管（塩化ビニル被覆鋼管）のねじ接続部からのガ
ス漏えいを確認した。
原因は、経年により供給管のねじ接続部が腐食したことによりガスが漏えいしたもの。

供給管（塩化ビニル被
覆鋼管）

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、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、PLV管に関して、経年劣化する前に交換を行うよう計画を作成し、従業
員に対し、供給設備の設置環境に気を配るよう周知した。また、毎月、検針員による空
室を含めた全メータの表示の確認を実施することとした。

159 2017/10/24
長野県
長野市

漏えい 共同住宅 9:00
販売事業者
保安機関

販売事業者による供給管継
手部の施工不良
＜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、ガス臭がしたため、販売事業者が現場へ出動したところ、パイプシャフト内の供給管継
手部からの漏えいを確認した。
原因は、供給管継手の施工時に締め付けが十分でなかったことによるもの。

供給管（白管（継手
部））

不明 不明 （株）セリタ

・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

・県は、事故の状況についての情報収集を行った。
・販売事業者は、当該供給管継手部の交換を行うと共に、他の部屋の同様の箇所につ
いても点検を行い、必要に応じて増し締めを行った。

160 2017/10/25
熊本県
氷川町

漏えい
旅館

鉄筋コンク
リート造5階建

13:50 不明
経年によるバルク貯槽の液
取出し口からの漏えい

ホテルにおいて、充てん事業者よりガス漏えいの連絡を受け、販売事業者が現場に出動したところ、バルク
貯槽液取出し口からのガス漏えいを確認した。
原因は、バルク貯槽の液取り出し口のフランジ接合部に何らかの原因により微小な隙間が生じ、ガスが漏
えいしたものと推測される。
なお、販売事業者は、当該バルク貯槽に対して応急処置を施した後、バルク貯槽の入替えを行った。

（バルク貯槽　990kg×1基）

バルク貯槽（地上設置
縦型）

神鋼機器工業（株）
DSK2309
（2007年2月製造）

南九州マルヰ（株）

・ガス放出防止器あり
・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
・集中監視システムなし

・販売事業者は、当該バルク貯槽の撤去と、入替えを実施した。また原因を特定するた
めに、バルク貯槽の製造事業者に対し、調査を依頼した。

161 2017/10/25
群馬県

伊勢崎市
漏えい

飲食店
木造1階建

配送センター
配送事業者による容器交換
時の接続不良

飲食店において、消費者から窓を開けると店裏がとても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、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、配送事業者による容器交換時の高圧ホースの手締めが不十分であったことから、ガスが漏えいし
たもの。
なお、配送事業者による容器交換時の漏えい確認が不十分であったとのこと。

高圧ホース（張力式） 不明
RHS-600ST
（2016年1月）

ミライフ（株）

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

・県は、販売事業者に対し、聞き取り調査を実施した。また、容器交換時の作業不良及
び容器交換作業時の漏えい確認が徹底されていないことについて口頭で指導した。

162 2017/10/26
岡山県
倉敷市

漏えい爆発
軽傷1名

飲食店
鉄筋コンク

リート造2階建
17:05 一般消費者等

消費者による器具の取扱ミ
ス

飲食店において、従業員がお好み焼き器に点火を試みたところ、爆発が生じ、従業員1名が軽度の火傷を
負った。
原因は、従業員がお好み焼き器に点火した際に着火せず、メインバーナを覗き込みながら再点火を試みた
ところ、滞留していた未燃ガスに種火又は圧電火花が引火し爆発したものと推測される。
なお、販売事業者は、事故発生後、漏えい検査、点火テスト（１０回）、ガス警報器の鳴動状況において異
常がないことを確認した。また、当該機器に立ち消え安全装置は付いていなかった。 お好み焼き器 （株）ツヤマ TH-KS 水島瓦斯（株）

・マイコンSあり（作動なし）
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
連動）あり（作動なし）
・ヒューズガス栓あり
・CO警報器あり

・販売事業者は、消費者に対し、ガス機器使用方法及び注意事項の周知を徹底すること
とした。

163 2017/10/26
茨城県
水戸市

漏えい火災
飲食店

木造2階建
22:00

一般消費者等
販売事業者

消費者によるゴム管の接続
不良

飲食店において、従業員がガスストーブの点火を試みたところ、ガス栓とゴム管の接続部分より出火し、消
火の際に従業員の頭髪の一部が焦げ、従業員の前掛け及び内装の壁紙の一部が焦損した。
原因は、ゴム管の迅速継手とガス栓の接続が不完全であったことから接続部よりガスが漏えいし、ストーブ
の着火時の火花等が引火し出火したものと推測される。
なお、ゴム管は通年接続したままの状態であり、ストーブの使用は今シーズン初めてであった。
また、販売事業者は供給開始時の調査で当該機器の調査を行っておらず、消費者も接続部の確認は行わ
ずに使用するのが常であった。

ゴム管（迅速継手） （株）ターダ C-5 イワタニ関東（株）

・ガス放出防止器あり
・マイコンI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
・CO警報器なし
・集中監視システムなし

・販売事業者は、ガスストーブからファンヒータへ、ゴム管とプラグソケットからガスコード
へ交換を実施した。また、ガス漏れ警報器をガス栓付近に移設した。

164 2017/10/27
群馬県
前橋市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
15:00

他工事業者（太陽光設
備事業者）

他工事業者（太陽光設備事
業者）による供給管埋設部
の損傷

共同住宅において、バルク貯槽への充てんを行う充てん事業者が、ガスメータの表示によりガス漏えいを
覚知し、埋設供給管（PE管）が破断していることを確認した。
原因は、当該集合住宅が太陽光発電設備を設置し、アース棒を地面に指した際に、誤って埋設されていた
供給管を損傷しガスが漏えいしたものと推測される。
なお、破断箇所に覆土されていた土は最近掘り起こした形跡があり、供給管には鋭い棒が当たった形跡が
あることから、損傷した際に当事者が土を掘り起こして状況を確認したものと推測される。

（バルク貯槽　298kg×1基）

供給管（PE管（埋設
部））

清水化学工業（株）
25N-16-12-12224
（2008年11月）

（株）モテキ

・ガス放出防止器あり
・マイコンあり
・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
・集中監視システムあり

・県は、販売事業者に対して、聞き取り調査を実施した。

165 2017/10/31
山梨県

上野原市
漏えい

軽傷1名

飲食店
鉄筋コンク

リート造1階建
23:00 設備工事業者

設備工事業者によるガス栓
設置時の施行不完全

飲食店において、従業員が業務用鋳物こんろ付近で調理をしていたところ、当該こんろに接続されている
機器接続ガス栓内部の接続管固定具（ストップリング）が配管用フレキ管とともに抜け落ちたためガスが漏
えいし、出火時の熱により従業員1名が右手親指及び右頬に軽度の火傷を負った。
原因は機器接続ガス栓と配管用フレキ管の接続時に配管用フレキ管の被覆を剥離しすぎたため、水密
パッキンが機能せず、調理時の油や清掃時の洗剤等がガス栓内部に浸入し、かつ、頻繁にこんろを移動さ
せていたことからその都度接続部に負荷がかかり、ストップリングが溝から外れた際に接続部品とともに配
管用フレキ管が脱落し、漏えいしたガスにこんろの火が引火したものと推測される。
なお、機器接続ガス栓の取扱説明書では、配管用フレキ管の被覆を先端から7山剥離する指示であった
が、実際には10山剥離されていた。
また、ガス栓の製造事業者の調査により、ストップリング部に油もしくは洗剤を塗布した状態で上下左右の
揺れを加えた場合、配管用フレキ管が接続部品とともに抜け出る同様の現象が確認された。

（バルク貯槽　2840kg×1基）

機器接続ガス栓 光陽産業（株）
GB363Z 15A
（2017年3月製造）

日通エネルギー関東
（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
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（作動なし）
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、原因調査及び再発防止対策を講じるよう指示した。
・販売事業者は、可とう管ガス栓及び燃焼器用ホースにより移動式燃焼器との接続を行
い、適正な改善措置を講じた。

166 2017/11/9
神奈川県
横須賀市

漏えい火災
軽傷1名

一般住宅
鉄骨造2階建

9:35 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、設備工事業者が床下の老朽配管（塩化ビニル被覆鋼管及び一部白管継手）の改善・
切り回し作業を行っていたところガスが漏えいし、出火した際の炎により作業者1名が軽度の火傷を負っ
た。原因は、設備工事業者が配管の切断作業の際に、供給設備側のガスの閉止を確認していなかったこと
から、配管の切断時にガスが漏えいし、切断時のグラインダーの火花が引火し出火したもの。
なお、作業環境は換気が十分とはいえず、グラインダーを用いた作業への配慮が不十分であった。 配管（塩化ビニル被覆

鋼管）
不明 不明 湘南液化ガス（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、現地での確認を行った。
・販売事業者は、従業員に対し、作業手順等についての聞き取りを行い、再教育を実施
した。
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NO. 年月日 発生場所
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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

167 2017/11/12
北海道
旭川市

漏えい爆発
軽傷１名

その他（屋台） 9:20 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

軽トラックを改造した屋台において、消費者がこんろに点火を試みたところ、50～60cmの火柱があがり、消
費者１名が顔面に軽度の火傷を負った。
原因は、消費者が蕎麦つゆを温めるため、数回に渡り点火を試みたが着火せず、数分間その場を離れた
後、鍋を外し上方から覗き込みながら再点火を試みたところ、漏えいしていた未燃ガスに着火し、爆発が生
じたもの。
なお、消費者は不着火時に容器バルブの開閉状態を確認しないままその場を離れていた。
また、屋台にはガス漏れ警報器が備え付けられていたが、鳴動はしなかった。

（質量販売　8kg×1本）

ファイヤースクリーン
バーナーガスこんろ

（株）マルゼン
MG-260B
（2015年10月製造）

東川町農業協同組合

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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

・道は、道協会及び販売事業者等に対し、消費者のガス機器の使用について注意喚起
を行うよう要請した。
・販売事業者は、消費者に対し、使用の際の注意喚起を実施した。
・道協会は、消費者巡回指導や対策検討会を通じて、ガス機器の使用に関する注意喚
起を実施することとした。

168 2017/11/13
群馬県
片品村

漏えい 飲食店 13:50 他工事業者
他工事業者（電気工事業
者）による配管埋設部の損
傷

飲食店において、電気工事業者より埋設管を損傷したとの連絡を受け、販売事業者が現場に出動したとこ
ろ、埋設PE管の切断とガス漏えい及びビニールテープによる応急措置を確認した。
原因は、電気工事業者が送電線の掘削作業中に誤って重機（ユンボ）により集団供給の埋設配管を切断し
たため、ガスが漏えいしたもの。
なお、電気工事業者は、販売事業者に対して、事前に工事の連絡をしておらず、ガス管の有無等の現場の
確認が不十分であった。 配管（PE管（埋設部）） 不明 不明 （株）ＪＯＭＯプロ関東

・ガス放出防止器なし
・マイコンSB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（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、販売事業者に対し、聞き取り調査を実施した。
・販売事業者は、電力会社及び関係工事業者に工事の事前連絡及び立会を依頼する
周知を実施した。また、周辺住民への周知チラシの配布及び工事に関する情報の収集
を行った。

169 2017/11/16
長崎県

佐世保市
漏えい爆発

共同住宅
木造2階建

22:50 一般消費者等 経年による給湯器の劣化

共同住宅において、警察より近隣住民から爆発音の通報及び聞き込みによる「向かいのアパートの給湯器
が光った」との証言を得た旨の連絡を受けた販売事業者が現場に出動したところ、給湯器の前面が変形
し、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、経年により給湯器内部が劣化したためガスが漏えいし、滞留していた未燃ガスに点火時の火が引
火し爆発が生じたものと推測される。
なお、2分間の圧力測定の結果、圧力降下は0.7ｋPaであった。 給湯器（RF式） （株）長府製作所

GK-1600K
（1994年9月）

（株）チョープロ

・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

・県は、現地調査及び販売事業者の書類調査を行った。
・販売事業者は、給湯器の製造事業者に対し、事故原因の調査を依頼した。

170 2017/11/17
和歌山県
紀の川市

漏えい爆発
軽傷1名

その他（研究
所）

鉄筋コンク
リート造２階建

16:41 一般消費者等
消費者による器具の取扱ミ
ス

農業試験場の厨房において、業務用3口こんろのうち2口を使用して調理していたところ、未使用こんろから
ガスが漏えいし、使用中のこんろの炎に引火し、付近にいた者１名が右手に軽度の火傷を負った。
原因は、衣服が未使用こんろの器具栓に接触し、器具栓が開きガスが漏えいし、滞留したガスが使用中の
こんろの炎に引火したものと推定される。

業務用こんろ 不明 不明 （株）大上石油

・ガス放出防止器あり
・マイコンSあり
・自動ガス遮断装置（対震）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、販売事業者に対して、事故発生時に報告の義務がある旨を口頭で伝えることを
予定した。また、消防による現場での事故原因調査を実施した。
・販売事業者は、現場で事故原因調査を実施し、作成した書類の台帳管理を行った。

171 2017/11/17
石川県

かほく市
漏えい

その他（空き
地）

18:00
他工事業者（宅地造成

管理業者）

他工事業者（宅地造成管理
業者）による供給管埋設部
の損傷

団地内の空き地において、宅地造成管理業者及び団地住民より隣の空き地がガス臭いとの通報を受けた
消防からガス漏えいの連絡を受け、販売事業者が現場に出動したところ、埋設供給管（ポリエチレン管）が
破損し、ガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、宅地造成管理業者がパワーショベルにより整地作業を行っていた際、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。 供給管（PE管（埋設

部））
不明 不明 イワタニ北陸（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、当該供給管の復旧作業を行い、気密試験により漏えいが無いことを確
認した。

172 2017/11/19
栃木県
佐野市

漏えい爆発・
火災

軽傷1名

飲食店
鉄筋コンク

リート造1階建
12:45 一般消費者等

消費者による器具の取扱ミ
ス

飲食店において、従業員が立ち消えしていた業務用鋳物3重こんろの再点火を試みたところ爆発が生じ、
従業員1名が左ふくらはぎに軽度の火傷を負った。
原因は、従業員が鋳物こんろを使用していたところ、寸動鍋のスープが煮こぼれし、鋳物こんろの火が立ち
消えたため、一度閉栓した後、十分な換気を行わずに再開栓し点火を試みたため、滞留していた未燃ガス
に点火時のライターの火が引火し爆発が生じたもの。
なお、立ち消え時は繁忙時間帯であったため、立ち消えしたことにしばらく気がつかず、ガスが漏えいした
状態が続いていた。

業務用鋳物こんろ（3
重）

不明 不明 小池化学（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンメータなし
・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、事故の詳細把握と事故報告書の提出を指示した。
・販売事業者は、消費者に対し、安全装置付きの器具及び新品の器具への入替え提案
を行った上で入替えを実施した。また、厨房内への緊急連絡表の掲示、ガス漏れ警報器
を2台から4台へ増設し、CO警報器の新設及びガス漏れ警報器を連動型への変更を予
定した。

173 2017/11/20
鳥取県
八頭町

漏えい
一般住宅
木造2階建

9:30 販売事業者
販売事業者による調整器設
置時の施工ミス

一般住宅において、販売事業者が仮設供給を開始した供給一時停止中の2戸でメータが動いており、うち1
戸でコンセントガス栓からガスが漏えいしていることを確認した。
原因は、販売事業者がバルク貯槽の交換に伴い容器による仮設供給を行った際に、2段式調整器の2次側
を設置し忘れたため、中圧でガスが供給され、コンセントガス栓よりガスが漏えいしたもの。
なお、不在の1戸に対しては、メータガス栓を閉止し、翌日に点検を行うこと及び当日のガスの使用予定が
無いことを確認した。また、作業の最終確認を行った立会作業者は当該調整器を単段で使用するものと認
識していた。

末端ガス栓（コンセント
ガス栓）

不明 不明 山陰酸素工業（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（対震）あり（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（双方向）あり（作動
なし）

・販売事業者は、再発防止策として作業の手順書を作成するとともに、供給開始前の供
給圧力の確認を行うこととした。

174 2017/11/23
石川県
金沢市

漏えい
共同住宅
鉄骨造

14:11
その他（建物外壁の老

朽化）
建物外壁の崩落による高圧
ホースの損傷

共同住宅において、近隣住民が建物の外壁が崩落しガスが漏えいしているとの通報を消防に行ったとの連
絡を建物の管理不動産業者より受け、販売事業者が現場に出動したところ、高圧ホースの切断と消防によ
る容器バルブ及び調整器近接バルブの閉止措置を確認した。
原因は、強風により容器設置場所上方の建物外壁が崩落したため、建材落下の衝撃により集合装置左側
の固定具が外れ、張力式高圧ホース1本が切断されたため、ガスが漏えいしたもの。
なお、建物の外壁は経年により劣化しており、修繕を検討している状態であった。 高圧ホース（張力式） （株）桂精機製作所

BH-5
（2012年10月製造）

伊藤忠エネクスホーム
ライフ中部（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、当該建物の外壁が断続的に崩落している状態であり、外壁修繕工事
の完了日も未定であったことから、容器を安全な場所に移動し、配管用フレキ管による
供給設備工事を実施した。

175 2017/11/29
埼玉県
上尾市

漏えい
共同住宅

鉄骨造2階建
8:49

他工事業者（水道工事
業者）

他工事業者（水道工事業
者）による供給管埋設部の
損傷

共同住宅において、水道工事業者より供給管を損傷したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したと
ころ、供給管の損傷とテープ巻きによる応急処置を確認した。
原因は、水道工事業者が、漏水点検のため床コンクリートに穴を開けたところ、埋設供給管を損傷し、ガス
が漏えいしたもの。
なお、水道工事業者は、販売事業者に対して、事前に工事の連絡をしておらず、ガス管の有無等の現場の
確認が不十分であった。 供給管（埋設部） 不明 不明

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、原因調査の実施及び事故届の提出を指示した。
・販売事業者は、共同住宅のオーナー及び関連会社に対し、他工事を実施する際には、
販売事業者に連絡をするよう依頼した。
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176 2017/11/29
三重県

四日市市
漏えい火災

軽傷2名
飲食店

鉄骨造1階建
14:20 不明 末端ガス栓の不具合

サービスエリアの飲食店において、販売事業者と厨房業者がローレンジの入替え作業を行っていたところ、

火災が発生し、厨房約12m2を焼損し、販売事業者1名と厨房業者1名が顔面と左腕に軽度の火傷を負っ
た。
原因は、ローレンジの取り外しのため末端ガス栓を閉止した際、不具合により閉止状態とならなかったた
め、取り外しの際にガスが漏えいし、付近で使用中であったこんろの火が引火したもの。
なお、末端ガス栓は、当初つまみが固着し操作ができなかったことから、つまみを取り外し、内部を目視確
認し再装着を行った。事故後つまみを再度取り外し内部を確認したところ、破損していたとのこと。

（バルク貯槽　1960kg×1基）

①末端ガス栓
②2口ローレンジ

①（株）藤井合金製作
所
②（株）コメットカトウ
（2010年6月製造）

①FV752B
②XY-960L2

朝日ガスエナジー（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンメータなし
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
連動）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（双方向）あり

・販売事業者は、サービスエリア上下線内の17店舗に対して、ガス設備調査を実施し、
同種類のガス栓15個のうち1個でつまみの不具合を確認した。当該ガス栓は新品に交換
することとした。

177 2017/12/1
神奈川県
伊勢原市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク

リート造4階建
14:30 不明（隠蔽配管のため） 経年による配管の腐食

共同住宅において、販売事業者が定期調査時に漏えい検査を実施したところ、圧力の低下を確認した。台
所のヒューズガス栓の交換及びガス漏れ検知器による露出管の漏えい検査を実施したところ反応がなかっ
たことから、隠蔽部のガス漏れと推定した。
原因は、当該配管が設置から約30年経過していたことから、腐食し、ガスが漏えいしたものと推定される。

配管（隠蔽部） 不明 SGP20A レモンガス（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

・販売事業者は、当該配管の内管スプレーによる修繕が困難であったことから、配管の
引き直しを実施した。

178 2017/12/3
北海道
札幌市

漏えい
飲食店

木造2階建
22:11 不明 高圧ホースの接続不良

飲食店において、通行よりガス臭がするとの通報を受けた消防から連絡を受け、保安機関が現場に出動し
たところ、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容器と高圧ホースの接続部分が緩んだことにより、ガスが漏えいしたもの。
なお、当該設備は直近の容器交換時点検及び検針時の目視確認時にはガス臭等の異常は無かったとの
こと。

高圧ホース 富士工器（株）
RH-8B
（2018年4月製造）

富士ホームエナジー
（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

・道は、販売事業者に対し、再発防止に向けた保安教育を実施するよう口頭で指導し
た。
・販売事業者は、従業員に対し、再発防止のための社内教育を実施した。

179 2017/12/5
長野県
長野市

漏えい 共同住宅 10:00
販売事業者
保安機関

埋設供給管の腐食・劣化
＜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、検針時に行った点検にて漏えい検知装置に流量式微少漏えい警告（B）が表示されて
いたため、点検を行ったところ、埋設供給管からのガス漏えいを確認した。原因は、埋設供給管の腐食・劣
化によるものと推定される。

供給管（埋設部） 不明 不明 （株）セリタ

・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
・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、事故の状況についての情報収集を行った。

180 2017/12/6
北海道
札幌市

漏えい爆発・
火災

一般住宅
木造2階建

17:05 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、消費者より修理直後のエネファーム貯湯ユニットから爆発音がしたとの連絡を受け、当
該設備工事業者が現場を確認したところ、エネファーム貯湯ユニットのケーシングが変形していることを確
認した。
原因は、設備工事業者が貯湯ユニット内バックアップ熱源機のガス複合電磁弁を交換した際、機器内配管
とフランジの接合部分にパッキンを取付け忘れたことから、ガスが漏えいし、漏えいしたガスにバックアップ
熱源機の火が引火したことにより、爆発、出火したもの。

（バルク貯槽　298kg×1基）

エネファーム （株）東芝
FCG-202-D
（2012年9月）

札幌アポロ石油（株）

・ガス放出防止器あり（作動なし）
・マイコンE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（双方向）あり

・道は、火災に係る調査を実施した。
・販売事業者は、ガス機器設備工事の委託先業者に対し、作業終了後に異常の有無を
確認するようその都度指示することとした。

181 2017/12/7
岐阜県

各務原市
漏えい

学校
鉄筋コンク

リート造3階建
9:00 配送センター

配送センターによる容器交
換時の作業ミス

小学校において、配送業者が容器交換を行った際、約30秒間に渡りガスが漏えいし、容器置場に隣接して
いる給食調理室の調理員4名と3年生の児童1名が気分の悪さを訴えた。
原因は、配送業者が50kg容器16本のうち8本を交換する際に、最奥の容器バルブを閉め忘れたまま手前
の容器を取り外したため、最奥の容器から集合管を経由しガスが漏えいしたもの。
なお、配送作業員は、全ての容器バルブを閉止しているとの認識であったため、ガスの放出は供給管内の
残圧によるものと思い、対応が遅れガス漏えい時間が伸びたとのこと。
また、気分の悪さを訴えた4名は病院で受診し、健康に影響なしとの診断を受けた。

容器バルブ 不明 不明
（株）ミツウロコヴェッセ
ル中部

・ガス放出防止器あり
・マイコンあり（作動あり）
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
連動・対震）あり（作動あり）
・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、原因調査及び負傷者の確認と救護を行った。また、販売事業者に対し、事故防
止行動アニュアルを遵守するとともに、作業員への再教育と再発防止対策の策定を行う
よう口頭で指導した。
・販売事業者は、関係者に対し設備点検、容器交換について説明を行い、再発防止対
策の立案と作業マニュアルの見直しを実施した。

182 2017/12/8
岡山県
津山市

漏えい
一般住宅

木造
10:02

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（白管）の
損傷

一般住宅において、解体工事業者より供給管を損傷したとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したと
ころ、供給管（白管）が損傷していることを確認した。
原因は、解体工事業者が家屋の解体工事を行っていた際、基礎立上り部の供給管にガスが流れているこ
とを認識せずに損傷させたため、ガスが漏えいしたもの。
なお、解体工事業者は、販売事業者の連絡先が不明であったことから、事前に工事の連絡をしておらず、
ガス管の有無等の現場の確認が不十分であった。
また、当該一般住宅は閉栓中であったが、集中ガス供給団地内であったため、供給管にはガスが流れてい
る状態であった。

供給管（白管） 不明 不明 イワタニ山陽（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、事故後、解体工事業者と埋設管の位置の確認を行った。また、従業員
に対し、他工事を発見した際の情報共有を再度徹底し、工事内容の確認と必要に応じて
立会を実施するとともに、他工事業者が容易に確認できる位置に連絡先を記した閉栓札
が掲示してあるか再確認を実施することとした。

183 2017/12/8
大阪府
門真市

漏えい
一般住宅
木造2階建

その他

設置環境不良による供給管
埋設部の腐食

＜法令違反＞
法第１６条の２第１項
（供給設備の基準適合義
務）
法第２７条第１項第１号
（保安業務を行う義務）
規則第１８条第５号
（供給設備の技術上の基
準）
規則第３６条第１項第１号
（供給設備の点検の方法）

集団供給地域において、配送センターより配送周期が短く漏えいの疑いがあるとの連絡を受け、販売事業
者が現場に出動したところ、一般住宅（空き家）の門柱下付近の埋設供給管からのガス漏えいを確認した。
原因は、雑排水升埋設部分の破損により水漏れが生じていたことにより、老朽化した埋設供給管が腐食し
ガスが漏洩したものと推定される。

供給管（埋設部） 不明 不明 大阪マルヰガス（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンⅡ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（作動不明）
・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、集団供給を一時停止し、破損した供給管の復旧を行うよう指
示し、緊急事対応の保安業務の徹底及び事故発生時の早期通報体制を確立するよう口
頭で指導し、立入検査を予定した。また、近隣住民に対し、消防によるガス漏れに関する
注意喚起を実施した。
・販売事業者は、集団供給を停止し、各戸（１５件）に対し容器による臨時供給を実施し、
復旧工事完了後、速やかに集団供給を再開した。
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184 2017/12/11
千葉県
八街市

漏えい爆発
軽傷1名

学校
鉄筋コンク

リート造３階建
7:35 一般消費者等

消費者による器具の取扱ミ
ス

高校において、職員がガスストーブを点火しようとしたところ小爆発を起こし、職員１名が顔に軽度の火傷を
負った。
原因は、職員がストーブを点火しようとした際に、点火しなかったことから、５，６回点火動作を繰り返してい
たところ、点火時に微少に漏れたガスに火花が着火し爆発したもの。
なお、当該ストーブは数週間前に点検を行ったばかりであり、事故後にストーブを再点検したところ異常は
見つからなかった。 ストーブ 松下電器産業（株）

GS-5005
（1985年11月製造）

日東エネルギー（株）

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、情報の収集を行った。
・販売事業者は、消費者に対し、点火操作を繰り返さないこと及びなるべく当該機器を使
用しないよう依頼した。

185 2017/12/12
埼玉県

ふじみ野市
漏えい

共同住宅
鉄筋コンク

リート造3階建
8:30

不明（原因が特定でき
ないため）

不明

共同住宅において、消費者よりメーター遮断によりガスが使用できないとの通報を受け、販売事業者が現
場に出動したところ、ガス栓からガスが漏えいしていることを確認した。原因は、何らかの原因により寝室に
設置されていたガス栓からガスが漏えいしていたもの。
なお、当該ガス栓は製造事業者の調査により、外傷、異物混入、開栓及び閉栓状態のガス漏えいは無く異
常は見つからなかった。

末端ガス栓 光陽産業（株）
G56
（1978年12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、当該ガス栓及び未使用ガス栓を取り外し、プラグ止め措置を実施した。
また、従業員に対し、今後未使用の普通ガス栓を発見した場合、撤去又はヒューズガス
栓への取替えを促進するとともに、ガス栓の安全な使用方法について周知するよう徹底
した。

186 2017/12/14
宮城県
仙台市

漏えい火災
一般住宅
木造2階建

19:48 一般消費者等
経年による給湯器の腐食劣
化

一般住宅において、検針員よりメータに異常表示がでているとの連絡をうけ、販売事業者が現場に出動し
たところ、給湯器内部からのガス漏えいを確認した。販売事業者は末端ガス栓を閉止し、消費者に対し危
険であるため使用しないよう説明を行ったが、消費者の家族が入浴のために２度給湯器を使用したところ
出火した。
原因は、給湯器内部のガス管が腐食したことにより、機器内部に漏えいしたガスが滞留し、バーナーの火
が引火し出火したもの。 給湯器（RF式） （株）ノーリツ （1997年製造） トーホクガス（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

・市は、消費者に対し、販売事業者の注意喚起を忠実に守ること及び機器の劣化を考慮
した使用を行うことを口頭で指導した。
・販売事業者は、配管のプラグ止めを行った。

187 2017/12/20
和歌山県
有田市

漏えい爆発 その他（保育所） 11:20 一般消費者等
経年による金属フレキシブ
ルホースの劣化損傷

保育所において、調理員が回転釜を使用していたところ、回転釜と接続された金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽが破断し
爆発が生じた。
原因は、回転釜の軸受部が経年により固着していたことにより、釜の回転に合わせて金属フレキシブル
ホースにねじれが生じる状態であったため、事故当日に釜を９０度に回転させた際に、金属疲労により当該
ホースが破断し、漏えいしたガスに付近で使用していたこんろの火が引火し爆発したもの。
なお、当該回転釜は点検・整備等を受けておらず、以前より回転部が固くなっていたが、使用を継続してい
たとのこと。

金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ 不明 不明 寺元ガス

・ガス放出防止器なし
・マイコンＳＢあり
・自動ガス遮断装置（ガス漏れ警報器
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、ＬＰガスの点検・整備状況の記録の確認を実施した（不備な
し）。また、同型の回転釜を使用している施設に対し、点検を行うよう要請した。消費者に
対し、器具の点検・整備を適切に実施するよう指導した。器具メーカーに対し、回転部が
固くなるなど異常がある際には点検を行うよう消費者に周知することを要請した。

188 2017/12/23
千葉県
市川市

漏えい
共同住宅

木造２階建
12:30

他工事業者（水道工事
業者）

他工事業者（水道工事業
者）による供給管継手埋設
部の損傷

共同住宅において、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、販売事業者が現場に出
動したところ、埋設供給管継手部の損傷及び水道工事業者による容器バルブの閉止を確認した。
原因は、水道工事業者が漏水工事の為、地盤面下を電動工具により掘削していたところ、埋設されていた
供給管継手部を損傷しガスが漏えいしたもの。
なお、水道工事業者は、販売事業者に対して、事前に工事の連絡をしておらず、ガス管の有無等の現場の
確認が不十分であった。 供給管継手（埋設部） 不明 不明 ミライフ（株）

・ガス放出防止器あり
・マイコンSあり（作動なし）

・県は、販売事業者に対し、事故発覚後すぐに報告をすること及び事故届を提出するよ
う指示した。

189 2017/12/25
群馬県
前橋市

漏えい爆発・
火災

軽傷2名

その他（神社）
木造1階建

13:15 販売事業者 不明

神社において、販売事業者が社務所内で質量販売の容器の交換を行っていたところ、容器からガスが漏え
いしたことにより出火し、作業員1名が顔面に軽度の火傷、宮司1名が飛散したガラス片により軽度の負傷
をし、社務所及びトイレが全焼、売店が半焼した。
原因は、販売事業者が容器交換を行った際に、何らかの原因によりガスが漏えいし、付近で使用していた
石油ストーブに漏えいしたガスが引火したもの。
なお、作業ミス及び容器の劣化等の可能性から調査を行ったが、原因は特定できなかったとのこと。

（質量販売　5kg×1本）

5kg容器 中国工業（株）
CNK-48710
（2010年6月製造）

前橋市農業協同組合

・ガス放出防止器なし
・マイコンメータなし
・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、販売事業者に対して、聞き取り調査及び立入検査を実施した。また、県協会に対
し、情報提供を実施するとともに、注意喚起文章を会員事業者に配布するよう要請した。
・県協会は、販売事業者に向けて、質量販売における注意喚起文書を配布することとし
た。

190 2017/12/25
岩手県
北上市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク

リート造３階建
13:41

他工事業者（改装工事
業者）

暴風雪による他工事作業足
場の倒壊

共同住宅において、改装事業者が組んだ足場が倒れ、ガスが漏えいしていると住人より通報を受けた不動
産業者から連絡を受け、販売事業者が現場に出動したところ、容器が転倒し、ガスが漏えいしていることを
確認した。
原因は、改装事業者が改装作業の為に組んでいた足場が強風により倒れ容器に接触したことにより容器
が転倒し、高圧ホースが外れガスが漏えいしたもの。
なお、容器には転倒防止のための鎖掛けが１本施されていたが、足場接触時の衝撃により切断したとのこ
と。

高圧ホース （株）桂精機製作所
SK-5
(2011年6月製造）

カメイ（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
・集中監視システムなし

・県は、販売事業者に対し、不測の事態に備えた容器転倒予防策（鎖の二重掛け等）を
検討するよう口頭で指導した。

191 2017/12/28
神奈川県
秦野市

漏えい
共同住宅
鉄筋コンク

リート造2階建
10:30 不明

経年による配管（隠蔽部）の
腐食

共同住宅に置いて、販売事業者が給湯器の交換作業後に漏えい検査を実施したところ、圧力の低下が認
められた。給湯器への露出配管をガス漏れ検知器で検査したところ、反応が無かったことから、給湯器まで
の配管を外しキャップ止めを施した上で隠蔽部に圧力をかけたところ圧力低下が確認されることから隠蔽
部でのガス漏えいと推定された。
原因は、当該配管が設置から約30年経過していたことから、隠蔽部で腐食がおこり、ガスが漏えいしたもの
と推定される。
なお、ガスメータにガス漏れの表示はなかったとのこと。

配管 不明 不明 レモンガス（株）

・ガス放出防止器あり（作動無し）
・マイコンＳあり（作動無し）
・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、事故発生時には速やかに報告をするよう指示した。
・販売事業者は、当該隠蔽部の配管を取り外し、露出配管で引きなおしを行った。

192 2017/12/28
兵庫県
神戸市

漏えい火災 飲食店 14:15 販売事業者
販売事業者による容器交換
時の作業ミス

飲食店において、販売事業者が容器交換を行っていたところ、燃焼器と接続されていない接続具よりガス
が漏えいし、餃子焼き器の炎に引火し出火した。
原因は、販売事業者が容器交換後に、燃焼器と接続されていることを確認せずに容器バルブを開放したた
めガスが漏えいし、付近で使用していた餃子焼き器の火に引火したもの。

（質量販売　10kg×2本）
ガスホース（詳細不
明）

不明 不明 江口商事（株）

・県は、販売事業者に対し、容器交換時に、燃焼器まで接続されているか確認してから
容器バルブを開放すること及び保安教育等を行い従業員間で事故情報を共有し、再発
防止に努めるよう指導した。
・販売事業者は、従業員に対し、容器交換時に燃焼器との接続状態を確認するよう徹底
すること及び事故情報を共有し、再発予防に向けた注意換気を実施した。

193 2017/12/28
神奈川県
横須賀市

漏えい爆発
共同住宅
鉄筋コンク

リート造2階建
22:00 不明 経年による給湯器の劣化

共同住宅において、消費者が入浴中にお湯を使用したところ、給湯器から爆発音がしたとのこと。翌日に建
物のオーナーから連絡を受けた販売事業者が現場へ出動し、給湯器の全面パネルの変形を確認した。ま
た、メーターガス栓から給湯器までの配管の漏えい検査を行い、異常がないことを確認した。
原因は、何らかの原因で器具内部に未燃ガスが滞留し、燃焼時に引火したことで爆発に至ったものと推定
される。

給湯器（RF式） パーパス(株)
TP-SQ204C-1F
（1995年3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、当該給湯器の調査をメーカーへ依頼した。
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194 2017/12/31
奈良県
天理市

漏えい
共同住宅

鉄骨造２階建
18:15

他工事業者（水道関係
工事業者）

他工事業者（水道関係業
者）による供給管埋設部の
損傷

共同住宅の住人からガス臭がするとの通報を受け、販売事業者が現場に出動したところ、水道メーター付
近の埋設供給管からのガス漏えいを確認した。
原因は、２日前に水道関係工事業者が水道メーター付近に活水器を設置した際に、誤って切断機により埋
設供給管を損傷したためガスが漏えいしたもの。なお、水道関係業者は、販売事業者、水道業者、管理会
社に工事の連絡を行っておらず、当該供給管を損傷時にも損傷箇所をビニルテープで巻きそのまま埋め戻
して工事を終了しており、供給管損傷の報告を行っていなかった。また、水道管と供給管の離隔距離がほと
んどなく、地域で定める条例や工事の申し合わせに従った工事となっていなかった。

供給管（埋設部） 不明 不明 （株）ミツウロコヴェッセル

不明 ・県は、販売事業者に対し、集合物件の大家及び管理会社に対して他工事の周知を徹
底するよう指導した。
・販売事業者は、従来より入居者に対して定期配布していた他工事事故防止の周知チラ
シに加え、集合物件の大家及び管理会社に対しての他工事周知を徹底し、従業員への
保安教育を実施した。
・県協会は、関係他業種に対し、他工事事故を防止するための通知を行うことを予定し
た。

195 2017/12/31
石川県
加賀市

一酸化炭素中
毒

軽症2名

旅館
鉄筋コンク
リート造

23:00 不明 不明

旅館において、厨房の食器洗浄機付近にいた従業員2名がCO中毒の症状で緊急搬送されたもの。
原因は、厨房で使用していた食器洗浄機が何らかの原因で不完全燃焼となったものと推定される。

食器洗浄機 不明 不明 （有）矢田郷商店

・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、CO警報器の設置を提案し同意の上、設置を行った。
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