
消費者に起因するＬＰＧ事故の防止

関東液化石油ガス協議会
保安委員会



1997～
2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010

[平均] (H17) (H18) (H19) (H20) (H21) (H22)

全事故件数 125.2 152 301 396 382 347 406

(死亡者数) 9.3 4 2 8 8 7 6

漏えい着火 101.2 128 283 370 356 319 389

(死亡者数) 1.8 1 1 2 5 2 2

不完全燃焼 24.6 24 18 26 26 28 17

(死亡者数) 6.5 3 1 6 3 5 4

年号

出典：2011 原子力安全・保安院総合資源エネルギー調査会

 資料及びガス警報器工業会調べ

消費段階の全事故件数（LPガス+ 都市ガス）
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業者不適切は⇒販売店等の

 不適切な処理と設備工事業

 者、充てん事業者を合計



減少傾向

増加傾向



平成２２年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針

重点対応３項目

（１）業務用施設等におけるＣＯ中毒事故の防止

（２）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の防止

（３）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の防止

重点対応３項目

（１）業務用施設等におけるＣＯ中毒事故の防止

（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の防止

（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の防止

平成２３年度液化石油ガス販売事業者等保安対策指針

３番目から２番目へ！



消費者の器具誤操作等不注意の内訳対比
（平成17年31件：平成22年83件）

17年比２２０％

17年比２８７％

17年比３００％



年月日 2010年8月18日

発生場所 香川県坂出市

被害状況 漏えい火災

 
軽傷1名

原因者 一般消費者等

事故の原因 未使用ガス栓の誤開放

事故概要 一般住宅でホームヘルパーがガスこんろに火

 を点け、流し付近で作業をしていたところ、こん

 ろ周辺から火が上がり、軽傷を負った。
原因は２口ガス栓のうち、未使用側のガス栓を

 誤開放したことでガスが漏えいし、ガスこんろ

 の火が引火したことによる。

（ヒューズガス栓なし）
（質量販売

 
８ｋｇ×１本）

同日、同宅では経年劣化したゴムホースから

 ガスが漏えいし、ライターの火が引火してゴム

 管を焼損した事故がすでに発生していた。

事故事例（１）

 
誤開放



年月日 2010年2月15日

発生場所 香川県観音寺市

被害状況 漏えい爆発

原因者 一般消費者等

事故の原因 未使用ガス栓の誤開放

事故概要 葬祭場の給湯室において、葬儀関係者がコン

 ロを使用するため、２口ヒューズガス栓のうち１

 つを開栓し着火したところ爆発した。
原因は、関係者が誤って機器に接続されてい

 ない未使用ガス栓を開放したため、そこから漏

 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。

（事故後、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た)

事故事例（２）

 
誤開放



年月日 2010年1月12日

発生場所 愛知県

被害状況 漏えい火災

原因者 一般消費者等

事故の原因 ガスこんろとゴム管の接続不良

事故概要 こんろを使用中、接続されたゴム管から発火し、

 台所壁面の一部を焼損した。
原因は住人が購入したゴム管をこんろと接続

 する際、アルミ製レンジパネルをアーチ状にま

 たいで接続したため、レンジパネルの過熱によ

 りゴム管が溶け、ガスが漏えいし、こんろの火

 に引火したものと推定される。

事故事例（３）

 
不適切な使用（レンジパネル）



年月日 2010年9月1日

発生場所 愛知県岡崎市

被害状況 漏えい火災

原因者 一般消費者等

事故の原因 消費者の取扱いミス：液石法第38条の7違反

事故概要 飲食店の厨房において、漏えいしたガスに蒸

 し器の火が引火した。
原因は、従業員が使用しなくなった業務用こん

 ろを撤去する際、閉栓措置を行わず、金属フレ

 キシブルホースを残し、先端に簡易的なゴム

 キャップを被せただけであったため、経年劣化

 もしくは隣接する蒸し器の熱によってゴム

 キャップが溶けガスが漏えいし、蒸し器の火が

 引火した。なお、フレキ管を外した従業員は液

 化石油ガス設備士免状を持っていなかった。

事故事例（４）

 
不適切な使用（閉栓ミス）



年月日 2010年10月12日

発生場所 神奈川県三浦市

被害状況 漏えい爆発

原因者 一般消費者等

事故の原因 消費者の器具の点火ミス

事故概要 共同住宅において、住人が風呂釜を使用した

 ところ、爆発が発生し、風呂釜のカバーの一部

 が変形した。
原因は、住人が風呂釜の点火操作を繰り返し

 たことで風呂釜内に未燃ガスが滞留し、点火

 時の火が引火したものと推定される。

事故事例（５）

 
点火ミス（風呂釜）



年月日 2010年10月7日

発生場所 徳島県徳島市

被害状況 漏えい爆発

 
軽傷１名

原因者 一般消費者等

事故の原因 消費者の器具の点火ミス

事故概要 飲食店で従業員が麺ゆで器に点火し厨房を離

 れたところガス警報器が鳴動した。これに気付

 いた従業員が麺ゆで器の覗き窓を開けたとこ

 ろ、爆発し顔に軽度の火傷を負った。
原因は麺ゆで器のすべてのバーナーに点火で

 きておらず、未点火部分から漏えいしたガスが

 機器内に滞留していたため、覗き窓を開けた

 際に空気が入り、滞留していたガスに燃焼した

 ものと推定される。

事故事例（６）

 
点火ミス（業務用麺ゆで器）

http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/tenpos2/cabinet/ric7/210190033217.jpg


消費者の“うっかりミス”の要因

 ＬＰガスを安全に使用するための知識を知らない
これくらい大丈夫だと思ってしまう
もったいない（古く安全装置のない器具を使用）
面倒くさい

具体的なＬＰガス事故例の情報が入ってこない
パンフレットが難しくてよくわからない
交通事故に比べればＬＰガスの事故なんて

ライフスタイルの変化（子供が火を使えない）
建物及び設備の変化（気密性の向上）
その他



ここで確認しなければならないことは、
販売事業者にとってプロパンガスは

大きな関心事であっても、

多くの消費者にとって多くの消費者にとって
プロパンガスは、プロパンガスは、

生活の関心事の一部でしかない生活の関心事の一部でしかない

ことである。



キーワードは、

「簡単に」・「判りやすく」・「安く」です



消費者の器具誤操作等不注意の内訳対比
（平成17年31件：平成22年83件）

17年比２２０％

17年比２８７％

17年比３００％



消費者に起因するＬＰＧ事故の防止
（消費者の器具誤操作等不注意事故の防止）

1.ハード面の対策
・閉栓カバーの使用等
・安全装置付き燃焼器具の推奨
・警報器（LPG,CO)の設置推進

2.ソフト面の対策
・確実な「点検･調査」の実施
・消費者への“周知・啓蒙”



ハード面の対策

誤開放を防止するためには、

●

 
不要なガス栓を無くす（２口→１口）

 
◎

●

 
不要なガス栓にガス栓キャップをする

 
△

不完全に装着すると、
 ヒューズ機能が効かないで、

 かえってガス漏えいの危
 険性がある



ハード面の対策
＊燃焼器と接続されていない末端ガス栓の閉栓措置
供給設備、消費設備及び特定供給設備に関する技術基準等の細目を定める告示第１１条

「規則第４４条第１号ヲただし書の燃焼器と接続されないで設置されている末端ガス栓の

 設置方法は次の各号に揚げるとおりとする。」

１

 
安全機構を内臓すること

２

 
金属製の栓をねじにより接続すること

年月日 2010年4月3日

発生場所 新潟県長岡市

被害状況 漏えい火災

原因者 販売事業者

 

一般消費者等

事故の原因 未使用ガス栓の誤開放

事故概要 共同住宅において、住人がガスこんろの点火スイッチを押したところ出火し、ガスこ

 
んろの一部を焼損した。原因は、当該住人が、未使用側のガス栓を誤開放し、ガス

 
が漏えいし、コンロに着火スパークが引火したもの。なお、当該ガス栓の未使用側に

 
は、不適切なキャップが装着されており、供給開始時調査の際に販売事業者もこれ

 
を見逃していたため、ヒューズ機能が作動するガス流量までの漏えいとならなかった。

ヒューズ

 ガス栓の

 漏えい



ハード面の対策

誤開放の防止
 

→
 

閉栓カバーの利用



調理油過熱防止装置

立ち消えの防止等→安全装置付き燃焼器具の推奨

ハード面の対策

※業務用ガスコンロについては、

 調理油過熱防止装置、立ち消え安

 全装置の搭載免除を、卓上型一口

 ガスコンロについては、調理油過

 熱防止装置の搭載免除

卓上型一口ガスコンロ

業務用ガスコンロ



フェイルセーフの流れ 多人数で使用

新人（未経験者）の使用業務用厨房事故の増加

立ち消え安全装置、不完全燃焼防止装置等の
 安全装置が付いたガス機器の使用を勧める

立消え安全装置/過熱防止装置 不完全燃焼防止装置 立消え安全装置・過熱防止装置

ハード面の対策

業務用厨房であっても、



ハード面の対策
警報器（LPG,CO)の設置推進

ガス警報器（ＬＰガス） ＣＯ警報器＋業務用換気警報器

その他

 多数

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

http://www.gkk.gr.jp/download/gkk_yazaki_yf437e.pdf
http://www.gkk.gr.jp/download/gkk_cosmos_xh681f.pdf
http://www.gkk.gr.jp/download/gkk_cosmos_xh453.pdf
http://www.gkk.gr.jp/download/gkk_yazaki_yp_yk_yz.pdf
http://www.gkk.gr.jp/download/gkk_cosmos_xhfa_fpa_fp.pdf
http://www.gkk.gr.jp/download/gkk_fuji_kp.pdf
http://www.gkk.gr.jp/download/gkk_cosmos_xw700kl.pdf
http://www.gkk.gr.jp/download/download/gkk_yazaki_yz-220.pdf


（事故を防ぐのに必要な事項の確認と改善指導）

• 燃焼器具の点火状態は良いか
 

（一発点火）

• 換気（給気＋排気）は良いか
 

（給気口確保）

• 各種警報器等の電源は入っているか

• 未使用のガス栓の閉栓処理は適切か
 

（閉栓ｶﾊﾞｰ）

• ゴム管の状態は良いか
 

（接続状態）

• その他

ソフト面の対策
確実な「点検･調査」の実施

ＬＰＧ



ソフト面の対策

消費者への“周知・啓蒙”

とても重要であり、これなしには消費者に
 起因するＬＰガス事故の削減は望めない。

何故ならば、

消費者に起因するガス事故のパターンは多岐に
わたっており、ハード面の対策では限界がある。



①一般消費者等に対して、液化石

 油ガス販売事業者等が行っている

 保安業務の内容、消費機器の維持

 管理方法、一酸化炭素中毒事故防

 止対策及びガスが万が一漏出した

 場合の適切な対処方法の周知

②業務用厨房等の事故防止対策と

 して、燃焼器具の適切な操作方法

 に重点をおいた周知の徹底

③高齢者及び一人暮らしの消費者

 に対して、ＬＰガス設備を安全・安心

 に使用するための保安啓発の実施

④液化石油ガス販売事業者等に対

 して、法令遵守、事故防止対策等の

 再周知の徹底

平成２３年度高圧ガス保安活動促進週間

重点目標
（液石法関係）



ソフト面の対策

１）法定周知業務（１年又は２年に１回以上）

２）供給開始時及び定期点検・調査時

３）その他訪問時（営業、保安、その他）

“周知・啓蒙”を行うチャンス

ＬＰＧ



“周知・啓蒙”で一番重要なことは、

「対面で説明」することです。

ＬＰＧ



「対面で説明」することで、
• 消費者の設備に沿った説明をすることができる
• 高齢者等には特に判りやすく説明することができる
• 外国人消費者には外国の周知文書を配布することができる
• 注意すべきポイントを説明することができる
• 消費者からの質問を受けることができる
• 今いない人にも伝えてもらうことができる（他の家族・従業員等）

• 信頼関係を築く一歩となる
• 文字を読むよりも記憶に残る



周知には「書類」を用意すること

• 目と耳で説明を聞くことができる
• 書類があると説得力が増す
• 後で読み返すことができる
• 多くの人が周知内容を知ることができる



このような書類も事故の防止には有効的



1.ハード面の対策
・閉栓カバーの使用等
・安全装置付き燃焼器具の推奨
・警報器（LPG,CO)の設置推進

2.ソフト面の対策
・確実な「点検･調査」の実施

・消費者への“周知・啓蒙”

まとめ（消費者に起因するＬＰＧ事故の防止）



ご清聴ありがとうございました
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