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１．保安対策指針の考え方

平成22年度の重点項目

①
 

業務用厨房等におけるＣＯ中毒事故防止

②
 

供給設備の経年劣化による漏えい等ＬＰガス販売事
 業者に起因する事故防止

③
 

一般消費者等への普及啓発による一般消費者等に
 起因する事故防止

①
 

消費者保安の原点に戻り、事業遂行の前提である
 法令の確実な遵守と適切な保安対策の実施

②
 

時代や社会の要請に応じて自主保安の高度化を
 一層推進



２．平成21年の事故発生状況

•平成21年の事故件数及び被害発生状況

発生件数：
 

１８５件
 

（H20：２３２件）
死 亡： 4名 （H20： ４名）
負 傷：↑１５２名

 
（H20：

 
７６名）

•Ｂ級以上の事故

発生件数：
 

９件
 

（H20：４件）
死 亡： 4名 （H20：４名）

負 傷：↑７８名



２．平成21年の事故発生状況

•Ｂ級以上の事故事例

月 日 曜日 事故概要 被害状況

1月26日 月 鹿児島県の高等学校で発生したＣＯ中毒事故 軽症１８名

2月13日 金 京都府の一般住宅で発生した漏えい爆発事故 死亡１名
軽傷２名

6月1日 月 青森県の飲食店で発生した漏えい爆発事故 軽傷６名

6月2日 火 山口県の旅館で発生したＣＯ中毒事故 死亡１名
軽症２１名

7月21日 火 福岡県の飲食店で発生したＣＯ中毒事故 軽症９名

7月21日 火 石川県の学校で発生したＣＯ中毒事故 死亡２名

9月16日 水 栃木県の飲食店で発生したＣＯ中毒事故 軽症１１名

10月2日 金 岡山県の飲食店で発生したＣＯ中毒事故 軽症６名

10月4日 日 福岡県の共同住宅で発生した火災事故 重傷２名
軽傷３名

＝

 
業務用厨房

赤字 ＝ ＣＯ中毒



２．平成21年の事故発生状況

平成２１年：

負傷者152名



２．平成21年の事故発生状況

ＣＯ中毒事故 業務用厨房での事故

事故の背景にある法令違反の事例

• 供給開始時点検・調査、定期点検・調査の実施時期の遅れ
• 供給開始時点検・調査、定期点検・調査の不適切な実施
• 供給設備・消費設備の技術基準不適合
• 質量販売における周知の未実施
• 質量販売における配管接続義務の未履行



３．重大な法令違反への対応

本院及び地方産業保安監督部の対応

平成21年度の立入検査等において不適切な事案における、

 液石法の規定に基づく行政処分又は厳重注意の行政指導の実

 施。

1.１４条書面の再交付の未実施
2.供給開始時点検・調査の未実施
3.定期点検・調査の未実施
4.バルク貯槽における供給開始時

 点検の未実施

代表的な法令違反



３．重大な法令違反への対応
平成２１年の本院の対応例

№ 法令違反の内容 処分内容

１ (1)委託保安機関の変更時に再交付すべき１４条書面が６８６件未実施。

 (2)供給開始時点検・供給開始時調査や４年に１回以上行うべき定期点

 検・調査の一部（４４７件/全体３，０６９件）未実施。

改善命令

２ ４年に１回以上行うべき定期点検・調査の一部（１５，６８１件/全体８

 ７，３１９件）未実施。
改善命令

３ ４年に１回以上行うべき定期点検・調査の一部（４７６件/全体２，７２

 ５件）未実施。
改善命令

４ ４年に１回以上行うべき定期点検・調査の一部（５４３件/全体２，７１

 ８件）未実施。
改善命令

５ 保安業務の再委託及び保安業務に係る技術的能力の基準不適合。 厳重注意

６ ４年に１回以上行うべき定期点検・調査の一部（２０件/全体３，４５６

 件）未実施。
厳重注意

７ ４年に１回以上行うべき定期点検・調査の一部（１６件/全体１，６４５

 件）未実施。
厳重注意

８ ４年に１回以上行うべき定期点検・調査の一部（６３件/全体８，６９１

 件）及び供給開始時点検（１１件/全体８，６９１件）未実施他。
厳重注意



３．重大な法令違反への対応
平成２１年の地方産業保安監督部の対応例

№ 産業保安監督部 法令違反の内容 処分内容

１ 中部 保安業務の未実施及び不適切な実施。 厳重注意

２ 近畿支部 １４条書面の未交付。 厳重注意

３ 近畿支部 未登録販売事業所における販売業務の実施。 厳重注意

４ 四国支部 供給設備点検のうち埋設管供給に係る漏えい試験の大半が未

 
実施。販売契約を締結している一般消費者等の正確な数を把

 
握していなかった。

厳重注意

５ 四国支部 ４年に１回以上行うべき定期点検・調査の未実施、集合住宅

 
等の埋設供給管の点検記録を保存していない。バルク供給設

 
備の安全弁の法定検査（交換）の未実施等。

厳重注意

６ 九州 ４年に１回以上行うべき定期点検・調査の未実施。 改善報告指示

７ 九州 業務主任者の再講習の未受講、販売の基準違反及び帳簿の一

 
部を記載・保存していない。

改善報告指示

８ 九州 営業譲渡を受けた消費者の一部に対する供給開始時点検・調

 
査の未実施、（過去にも同様の指摘有り）

改善報告指示

９ 九州 定期点検・調査の実施日が供給設備の製造年月と整合がとれ

 
ていない。

報告徴収



４．ＬＰガス販売事業者及び保安機関が講ず
 べき具体的な保安対策

（１）法令遵守の徹底

1. 「経営者」の保安確保へ向けた社内外への表
 明（コミットメント）

2. ＬＰガス販売事業者及び保安機関の義務の再
 認識

3. 保安教育の確実な実施
4. 事業所単位での保安確保
5. 営業譲渡時の保安業務の確実な実施



４．ＬＰガス販売事業者及び保安機関が講ず
 べき具体的な保安対策

（２）組織内のリスク管理の徹底

Ｐｌａｎ

Ｄo

Ｃｈｅｃｋ

Ａｃｔｉｏｎ

（計画）

（実行）（改善）

（チエック）

組織的にチェック

「リスクマネジメント」

ＰＤＣＡサイクル



４．ＬＰガス販売事業者及び保安機関が講ず
 べき具体的な保安対策

（２）組織内のリスク管理の徹底
例：保安教育の未実施

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

保安教育年間

 計画の立案

・毎月の保

 安教育実施

・業務管理者

 再講習＆設備

 士再講習受講・保安教育実

 施内容の適否

 確認

・保安教育の

 効果の確認

・教育内容の

 見直し

・教育対象

 者の見直し

リスク

「保安教育の未実施」



４．ＬＰガス販売事業者及び保安機関が講ず
 べき具体的な保安対策

（３）事故防止対策

1. 業務用厨房等におけるＣＯ中毒事故防止
 対策

2. 業務用厨房以外におけるＣＯ中毒事故防
 止対策

3. 家庭におけるＣＯ等の事故防止対策
4. 質量販売に係る事故防止対策
5. 埋設管・機器等の事故防止対策
6. バルク供給にかかる事故防止対策
7. 落雪事故防止対策



「業務用厨房におけるガス機器

 による事故防止についての注意

 喚起マニュアル」原子力安全・保

 安院液化石油ガス保安課ＨＰよ

 り抜粋

経済産業省、ガス関係団体及び

 ガス使用者のユーザー団体が共

 同して、業務用厨房の関係者（店

 長、オーナー、管理責任者及び店

 舗・厨房の従業員）向けにガス機

 器使用時の注意事項をまとめた

 マニュアルを作成しました。



http://www.meti.go.jp/report/data/g100125aj.html

山口県における液化石油ガス一酸化炭素中毒

 事故原因調査及びこれを契機とした安全・再発

 防止対策について



http://www.meti.go.jp/report/data/g100125aj.html

事業者が取り組むべき対策

•一酸化炭素検出機能を搭載した業務用ガス

 
温水機器のＪＩＳ制定
•ボイラーメンテナンス契約締結の促進
•一酸化炭素警報器の設置基準・ガイドライン

 
の策定
•ガス事業者等による周知活動の継続
•オーナーの意識を高めるための講習会、資格

 
取得の実施



ホテル・旅館等の施設におけるボ

 イラーの一酸化炭素中毒事故の

 防止に関する注意喚起について

 の事業者団体への要請について

 のパンフレットを作成しました。

「ホテル・旅館等の施設における

 ボイラーの一酸化炭素中毒事故

 の防止に関する注意喚起のパン

 フレット」原子力安全・保安院液

 化石油ガス保安課ＨＰより抜粋



長期使用製品安全[点検制度] 
のポスターを作成しました。

「長期使用製品安全[点検制度] 
のポスター」経済産業省製品安

 全サイトＨＰより抜粋



質量販売のパンフレットを作成

 を作成しました。

「ガスメーターを通さずにＬＰガス

 をお使いの方へ・・・のパンフレッ

 ト」原子力安全・保安院液化石油

 ガス保安課ＨＰより抜粋



高圧ガス保安協会の協力により「雪

 害事故防止に向けて」のパンフレッ

 トを作成しました。

「雪害事故防止のポスター」高圧

 ガス保安協会ＨＰより抜粋



４．ＬＰガス販売事業者及び保安機関が講ず
 べき具体的な保安対策

（４）自然災害対策

•容器転倒防止の鎖がけのチェック
•ガス放出防止器の設置励行

震度５弱以上の地震
豪雨等 「災害発生」

•迅速な被害状況の把握
•販売事業者及び保安機関による被災状況等

 の国又は都道府県への報告



「平成22年度液化石油ガス販売事業者等保安対
 策指針」の公文書については、関東東北産業保安

 監督部のホームページをご参照下さい。

http://www.nisa.meti.go.jp/safety- 
ｋanto/gas/5LPgas/LP_index.html

http://www.nisa.meti.go.jp/safety-��anto/gas/5LPgas/LP_index.htm
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-��anto/gas/5LPgas/LP_index.htm
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-��anto/gas/5LPgas/LP_index.htm
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