
業務用厨房施設での
ＣＯ中毒事故対策について

平成２９年１１月
関東液化石油ガス協議会
業務主任者・管理者研修会
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１．(1) ＣＯ（一酸化炭素）中毒について

私たちの身体は生きていくために酸素が必要ですが、呼吸す
ることにより血液中のヘモグロビン（酸素を運ぶ物質）と酸素が
結びつき、体に運ばれています。

このヘモグロビンは一酸化炭素との結びつきが強く、酸素の

２００～３００倍と言われています。

このため、微量であっても一酸化炭素を身体に吸い込むと、

酸素を運ぶ量が減るため、身体が酸素欠乏状態となり、簡単
に死亡に至ります。
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ヘモグロビン ヘモグロビン

Ｃ Ｏ



ＣＯ（一酸化炭素）中毒の症状

０．０２

０．０４

０．０８

０．１６

０．３２

０．６４

１．２８

１～２分間で頭痛、めまい、１５～３０分間で死亡

１～３分間で死亡

２～３時間で前頭部に軽度の頭痛

１～２時間で前頭痛、吐き気、２．５～３．５時間で後頭痛

４５分間で頭痛、めまい、吐き気、けいれん、２時間で失神

２０分間で頭痛、めまい、吐き気、２時間で死亡

５～１０分間で頭痛、めまい、３０分間で死亡

空気中における
一酸化炭素濃度（％）

症状

4



１．(2)ＣＯ中毒事例ムービー

● 業務用換気警報器の設置と、

換気（給気と排気）の重要性！

業務用厨房施設におけるＣＯ中毒事故防止動画

（約４分）＜ガス警報器工業会より＞

5



昭和54年
事故件数 793件
負傷者数 825人
死亡者数 63人

平成28年
事故件数 136件
負傷者数 52人
死亡者数 0人

２．（１）事故件数・被害者数の推移

死亡者数

負傷者数

事故件数

平成27年
事故件数 178件
負傷者数 60人
死亡者数 2人
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Ｂ級事故の発生状況

・事故件数・・・１件（昨年より３件減少、近年３年平均3.0件を下回る）

・死亡者数・・・０人（昨年の２名から減少、近年３年平均2.0人を下回る）
・負傷者数・・・１５人（昨年より６人減少、近年３年平均8.3人を下回る）

・ＣＯ中毒事故・・・・ １件

死者０名、症者１５名
（近年３年 平均死亡者数１．０人、症者２．７人）を上回った

7



平成２８年までのＣＯ事故件数
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ＣＯ中毒事故の原因
現象別発生状況

①住宅での事故発生（１件）

・給排気不良

②業務用施設での発生（８件）

・給排気不良
・燃焼器具の取り扱いミス

※ ８件の内５件は業務用
換気警報器等 は未設置
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Ｂ級事故
ＣＯ中毒事故（１件）
・住宅：０件
・業務用施設等：１件（学校の調理実習室）

場所別発生状況

◆重大事故・ＣＯ中毒事故は、業務用施設等で多発傾向
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発生箇所別発生状況

代表的な事故原因
【容器・容器バルブ】

・容器の経年腐食
・消費者の器具取扱いミス

【調整器】
･経年劣化によるﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ損傷
・落雪による破損

【供給管、高圧ﾎｰｽ・集合装置
・ｶﾞｽﾒｰﾀｰ・配管・金属ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ
・低圧ﾎｰｽ・ｺﾞﾑ管等】
・経年劣化、金属疲労、作業ﾐｽ による
埋設管損傷、落雪による破損

【末端ガス栓】
・劣化、誤開放・器具取扱い不備

【風呂釜】：点火ミス、取扱いミス
【業務用燃焼】

・点火ミス、消費者の取扱不備
【バルク貯槽等】

・気化装置内ダイヤフラム劣化、バル
ク貯槽安全弁交換時の作業ミス

業務用燃焼器
・過去３年平均

Ｂ級事故：０．７件（毎年発生）
負傷者数：２３．７人

・・・他の発生箇所に比べて多い

レンジ麺ゆで器 こんろ

【特に事故が多い業務用燃焼器】
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事故事例１＜経産省 NewsRelease＞

平成２８年２月２９日（月）

埼玉県内の飲食店で一酸化炭素中毒事故（軽
症１名）が発生しました。

事故発生日時： 平成28年2月29日（月）午後5時9分頃

事故発生場所： 埼玉県

人的被害： 軽症1名
事故概要： 飲食店において、従業員１名が、調理中に気分が悪く
なり、一酸化炭素中毒と診断される事故が発生いたしました。

原因は、換気扇を稼働せずに、業務用コンロを使用したため、換気
不良による不完全燃焼で一酸化炭素が滞留したものと推定されま
すが、現在詳細調査中です。
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事故事例２＜経産省 NewsRelease＞

平成２８年８月４日（木）

宮崎県内の高等学校で一酸化炭素中毒事故
（負傷者１５名）が発生しました。

事故発生日時： 平成28年8月4日（木）午前9時15分頃

事故発生場所： 宮崎県

人的被害： 負傷者15名
事故概要： 高等学校において、生徒１３名と教諭２名が、一酸化
炭素中毒の疑いにより診察を受ける事故が発生いたしました（うち
入院された方は３名）。

原因は、調理実習の授業中に、空調をかけていたので、窓を閉め
た状態で、ガスオーブンを使用していたことから、不完全燃焼に
よって、一酸化炭素が滞留したものと推定されますが、現在詳細
調査中です。 13



（２）Ｂ級事故の発生状況
発生年月 発生場所 現象 被害状況 建物 原因等

8月4日 宮崎県 一酸化炭
素中毒

軽症15人 高校（調理
実習室）

給気扇4台のうち２台が作動
していなかった。

作動している給気扇は、フィ
ルターに目詰まりがあった。

調理実習室

目詰まりしている給気扇のフィルター
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事故事例３＜経産省 NewsRelease＞

平成２８年８月１７日（水）

石川県内の福祉施設で一酸化炭素中毒の疑い
のある事故（軽症１名）が発生しました。

事故発生日時： 平成28年8月17日（水）午後3時頃

事故発生場所： 石川県

人的被害： 軽症1名
事故概要： 福祉施設において、調理を行っていた従業員１名が、
帰宅後、気分が悪くなったため病院で受診したところ、一酸化炭素
中毒の疑いと診断を受ける事故が発生いたしました。

原因は、厨房内でガスコンロオーブン及び、スチームオーブンを使
用していたことから、不完全燃焼によって、一酸化炭素が滞留した
ものと推定されますが、現在詳細調査中です。
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事故事例４＜経産省 NewsRelease＞

平成２８年９月１７日（土）

栃木県内の福祉施設で一酸化炭素中毒の疑い
のある事故（軽症２名）が発生しました。

事故発生日時： 平成28年9月17日（土）午後4時頃

事故発生場所： 栃木県

人的被害： 軽症2名
事故概要： 福祉施設において、調理を行っていた従業員２名が一
酸化炭素中毒の疑いで病院に搬送される事故が発生いたしました。

原因は、厨房内の吸排気を行う換気スイッチを切った状態で、ス
チームオーブンを使用していたことから、不完全燃焼によって、一
酸化炭素が滞留したものと推定されますが、現在詳細調査中です。
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事故事例５＜経産省 NewsRelease＞

平成２８年９月２０日（火）

香川県内の飲食店で一酸化炭素中毒の疑いの
ある事故（軽症５名）が発生しました。

事故発生日時： 平成28年9月20日（火）午前11時50分頃

事故発生場所： 香川県

人的被害： 軽症5名
事故概要： 飲食店において、調理を行っていた従業員５名が一酸
化炭素中毒の疑いで診察を受ける事故が発生いたしました。

原因は、厨房内の排気筒が向かい風の影響で負圧となり、換気不
良の状態で業務用フライヤー及び、業務用めんゆで器を使用して
いたことから、不完全燃焼によって、一酸化炭素が滞留したものと
推定されますが、現在詳細調査中です。
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２．(2) 事故事例６＜経産省 NewsRelease＞

平成２８年10月25日（火）

熊本県内の福祉施設で一酸化炭素中毒の疑い
のある事故（軽症1名）が発生しました。

事故発生日時： 平成28年10月25日（火）午後0時30分頃

事故発生場所： 熊本県

人的被害： 軽症1名
事故概要： 福祉施設において、厨房の食器洗浄機付近で作業を
していた従業員１名が一酸化炭素中毒の疑いで病院へ搬送される
事故が発生いたしました。

原因は、食器洗浄機に起因する不完全燃焼によって、一酸化炭素
が滞留したものと推定されますが、現在詳細調査中です。
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３．目標と対策
（平成２９年度指針の主な追加項目）

（１）集中監視システムの導入
・集中監視システムに関する配慮

（２）ＣＯ中毒事故の防止対策
・業務用施設の使用者、所有者に対しＣＯ警報器及び
業務用換気警報器の設置促進

（３）機器の事故防止対策
・自動切替式調整器の予備側未接続によるガス漏えい
事故対策を目的とした設備改善

（４）熊本震災を受けた災害時対策の見直し
・災害発生時においては「ＬＰガス災害対策マニュアル」
に基づいた取組を着実に実施
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３．(1) ２０２０年に向けての目標

【目標】 死亡者ゼロ、負傷者２５人未満

【重点実施事項】
（１）一般消費者に対する積極的な注意喚起と

古いｶﾞｽ機器の交換と安全な消費機器の普及促進
（２）ﾏｲｺﾝﾒｰﾀｰ、調整器等の期限管理の徹底と

期限内の確実な交換
（３）換気・清掃・ﾒﾝﾃﾅﾝｽの重要性についての

一般消費者に対する周知の徹底
業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置促進

（４）法令遵守の徹底と自主保安活動ﾁｪｯｸｼｰﾄの
積極的活用による自主保安活動の推進
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目標と対策
ＬＰガス販売事業者等が講ずべき具体的な保安対策及び

重点事故防止対策

（重点事故防止対策３項目）

（１）ＣＯ中毒事故の防止
（２）一般消費者等に起因する事故の防止
（３）ＬＰガス販売事業者等に起因する事故の防止

「ＬＰガス安全応援推進運動」、「七協議会連絡会」の行動基準で実施
する項目を積極的に自主保安活動に取り入れる
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（ｱ）所有者、従業員等に対面説明による周知

（ｲ）定期消費設備調査等時の業務用厨房機器の
設置環境・使用状況確認と清掃・ﾒﾝﾃﾅﾝｽの働きかけ

（ｳ）ＣＯ中毒事故の未対策めんゆで器を発見した場合、
メーカー対応の紹介と対策の働きかけ

Ｂ 業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置促進

１）ＣＯ中毒事故防止対策
①業務用厨房におけるＣＯ中毒事故の防止対策

換気＝（給気と排気）

Ａ．業務用厨房の関係者に対する周知

・ＣＯ中毒発生メカニズムの理解促進
・事故は、来店者も巻き込む（社会的影響の周知）
・換気、清掃、メンテナンスの重要性

３．(2) 事故防止対策
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Ａ．業務用厨房の関係者に対する周知

ＣＯ中毒事故防止対策
②業務用厨房におけるＣＯ中毒事故防止対策

CO中毒事故防止の注意喚起リーフレット

事故防止対策
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ＣＯ中毒事故防止対策
③業務用厨房におけるＣＯ中毒事故の防止対策

Ａ．業務用厨房の関係者に対する周知のシール

事故防止対策
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Ａ．業務用厨房の関係者に対する周知

ＣＯ中毒事故防止対策
④業務用厨房におけるＣＯ中毒事故防止対策

清掃・メンテナンスに関する注意喚起のリーフレット

事故防止対策
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①．お使いのガス機器は汚れていませんか

26

ガス機器の汚れ

フライヤーが

油やほこりで

激しく

汚れています。

①業務用厨房の関係者に対する周知

３．(2) 事故防止と周知の必要性
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ガス機器周辺の汚れ

油汚れ、飛散した

食材などが

レンジ周りに

たまっています。

②業務用厨房の関係者に対する周知

事故防止と周知の必要性

②．お使いのガス機器は汚れていませんか
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排気設備の汚れ

油やほこりで

汚れて

作動不良を

起こします。

③業務用厨房の関係者に対する周知

事故防止と周知の必要性

③．お使いのガス機器は汚れていませんか



３．(2) 事故防止対策

業務用厨房におけるＣＯ中毒事故の防止対策
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清掃、必要な点検及び整備などの

厨房設備の維持管理は

『火災予防条例』で

義務付けられています。

Ａ．業務用厨房の関係者に対する周知



（ガス警報器工業会発行）

Ｂ．業務用換気警報器・ＣＯ警報器の設置の促進
業務用施設の使用者、所有者に対し業務用換気警報器及びＣＯ警報器の設置を

促進すること（追加）

ＣＯ中毒事故防止対策
業務用厨房におけるＣＯ中毒事故防止対策

CO中毒事故
対策機器

普及率：67％
（H28年12月

対象193社
七協議会連絡会議

より）

事故防止対策
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ＣＯ中毒事故防止対策
ボイラーにおけるＣＯ中毒事故の防止対策

（ｱ）ホテル・旅館・学校等に対し
注意喚起を継続的に実施

【近年のCO中毒事故】

・H21年1月 鹿児島県高校 18名
・H21年6月 山口県ホテル 22名

（うち死者1名）

(ｲ)業務用換気警報器・CO警報器
の継続的な設置促進

・設置率：45.3% (H27年3月末）
（全国LPｶﾞｽ協会調査より）

事故防止対策
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ＣＯ中毒事故防止対策

様々な機会を通じ一般消費者に注意喚起

（ｱ）長期未使用のガス機器使用時の排気筒確認

（ｲ）不完全燃焼防止装置付でない古いガス器具

の点検要請（定期消費設備調査時等）

【安全装置のないガス機器】

・ 189万台（H12年度） → 9.8万台（ H28年3月末）減少

【近年のCO中毒事故】

・H25年7月 神奈川県共同住宅 1名死亡
風呂釡熱交換器への付着物による燃焼効率低下で
不完全燃焼発生

住宅におけるＣＯ中毒事故の防止対策

事故防止対策
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一般消費者等に対する周知等による保安意識の向上

一般消費者等に起因する事故の防止対策

正しい機器の取扱方法を理解し実行できるよう
一般消費者への周知活動を実施する

・１人住まいの老人・高齢者宅、身体の不自由
な実施消費者宅を訪問し、消費機器の安全
点検等の実施

・小・中学校を対象とした「出前教室」の開催
・ワンポイント事例による注意喚起
一人暮らしの大学生、ｻﾗﾘｰﾏﾝ、高齢者、介護
関係者等へ、具体的事例提示等で 注意喚起
・消費者との接点を増やす
ｺﾝﾛ清掃、料理教室等のｲﾍﾞﾝﾄ、 町内会・自治会・
婦人会等との共同防災 訓練などの地域貢献活動等
・事故事例を身近な事例として認識させる
ＭＥＴＩ ＨＰ掲載の実際の事故事例等の活用

消費機器管理による事故防止のための注意喚起リーフレット

事故防止対策
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安全な消費機器の普及促進

一般消費者等に起因する事故の防止対策

安全装置付き風呂釡、Ｓｉセンサーコンロを普及する 安全機器への交換促進リーフレット

事故防止対策
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消費設備調査の推進
一般消費者等に起因する事故の防止対策

（ア）ＬＰガスの理解増進を図る工夫
・ＣＯ中毒掲載した教科書、漫画の解説副読本、
外国語ﾊﾟﾝﾌの活用

・ガスの請求明細の裏を活用した注意事項
の記載

事故防止対策
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ＬＰガス販売事業者等に起因する事故の防止対策

事故防止対策

業務用、ガス機器の正しい使い方のリーフレット
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ＬＰガス販売事業者等に起因する事故の防止対策

事故防止対策

業務用、ガス機器の正しい使い方のチェックシート
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４． 業務用換気警報器の奏功事例１

●概要
・平成21年7月14日 東京都のカレー店にて「警報器が鳴動した。換気はしてい

なかった」とのコールにて緊急対応部所出動。
・業務用七輪×2、FE湯沸器、他に炭火ナン釜があり、業務用七輪でCO値

0.226％のため使用禁止措置実施。

●その後の処置
・業務用七輪を取替えたことを17日に確認し、同時にフードの吸込みが良好で
あることを確認。

●効果
・ガス機器の不燃焼および、換気扇のつけ忘れを警告したお手柄事例となり、
お客さまにも継続して警報器設置にご了解いただけた。

事例紹介

＊H21.9.10 第５回あんしん高度化ガス機器普及開発研究会資料
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業務用七輪

排気フード

炭火ナン釜

FE湯沸器

換気警
報器

階段店内厨房

AC

＊H21.9.10 第５回あんしん高度化ガス機器普及開発研究会資料
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４． 業務用換気警報器の奏功事例２

●概要
・平成21年6月8日 京都市にて ＣＯセンサ鳴動にて保安指令出動
・圧力釜×１台、回転釜×２台にて「ＣＯ値0.125%以上」+「換気扇故障」
・非常に危険な状況をご説明、釜メーカを手配し翌日修理段取りをつける（使用禁止処置）

●その後の処置
・平成21年6月9日 釜メーカにてバーナ清掃及び釜排気口修理。
⇒ＣＯ値は0.00％～0.018％まで下がり、安心感から残り釜２台も後日点検するように
メーカに依頼された。

●効果
・ガス機器の不完全燃焼（ＣＯ発生）に加えて、排気ファンも故障している危険な状況をＣＯ

センサが検知したお手柄と適切な事後処理により、 お客さまにメンテナンスの重要性をご
認識頂いた。

事例紹介

＊H21.9.10 第５回あんしん高度化ガス機器普及開発研究会資料
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＊H21.9.10 第５回あんしん高度化ガス機器普及開発研究会資料

不完全燃焼を起こした業務用釜
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４．業務用換気警報器のその他の奏功事例

No. 年月 業種 現場の状況・現場の声

1 H.21.１０ ハンバー
ガー店

フライヤー排気部から０．１２５％を超えるCOを検知。その場で使用中

止。機器内臓の給気ファンの回転数低下による不完全燃焼だった。警
報器を数日前に設置したばかりの出来事だった。

2 H.21.１２ 割烹料
理店

換気扇を回さずに業務用コンロを使用。換気扇の重要性を説明した。

3 H.21.１２ 焼き鳥屋 防火ダンパが閉じていて排気不良を起こしていた。至急修理を依頼。

4 H.21.１１ 焼き鳥屋 炭火によるCO。換気注意を促すよう指示。

5 H.21.１２ 弁当屋 フライヤーから０．１２５％以上のCOが発生。早急にメンテナンスを受
け、機器を改善した。

6 H.21.１０ 飲食店 前日にエアコン修理。業者の誤作業により換気扇が作動しなくなって
いたことに気付かずに営業した。

7 － 飲食店 フライヤーの不完全燃焼により０．１２５％以上のCO発生。
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No
.

年月 業種 現場の状況・現場の声

8 － 蕎麦屋 茹で麺器の使用中換気扇を止めていた。約０．３％のCO検知。これま
でにも頭痛の症状があった。

9 － 社員食
堂

フライヤー、回転釜で約０．３％のCO検知。警報器設置翌日の出来
事で感謝された。

10 － 給食室 設置翌日、ガス式食器洗浄器から０．２％のCO検知。これまでにも頭
痛の症状があった。

11 － 中華料
理店

換気不良のよるCO発生。体調が優れない事が続いていたがCOが原
因かもしれないとのこと。

12 H.21.１０ 飲食店 換気扇を使用せずガス機器を使用。換気扇の付け忘れに気付く事が
出来助かったと感謝される。

13 H.21.０５ 揚げ物
屋

排気不良のためフライヤー2台から０．１２５％以上のCO検知。当初「
いらない」と言っていたお客様に感謝される。

14 H.21.０６ 和菓子
製造

圧力釜1台と回転釜2台から０．１２５％以上のCO検知。換気扇も故障
しておりメンテナンスを受けた。

15 － ベーカリ
ー

7年間使用していた石焼釜が吸気不良となりCO発生していた。
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５．業務用換気警報器設置率と法定外周知率

平成２８年１２月現在

日本液化石油ガス協議会

業務用施設実態調査

①業務用
施設数
（戸）

全ユーザー
からの割合
（％）

②換気警
報器設置数
(戸)

②／①
（％）

③法定外周知
の実績
（戸）

③／①
（％）

日本液化石油
ガス協議会

54,971 1.89 45,607 82.97 46,226 84.09

東北液化石油
ガス保安協議会

6,424 2.61 2,295 35.73 3,333 51.88

関東液化石油
ガス協議会

45,097 1.70 17,619 39.09 23,138 51.31

中部液化石油
ガス保安協議会

12,636 3.19 10,767 85.21 10,584 83.76

近畿液化石油
ガス保安協議会

6,316 2.23 4,919 77.88 6,200 98.16

中国液化石油
ガス保安協議会

4,258 1.95 3,234 75.95 3,684 86.52

九州液化石油
ガス保安協議会

15,002 2.62 14,152 94.33 13,290 88.59

合計 144,704 1.99 98,593 68.13 106,455 73.57
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６． ＣＯ中毒事故防止対策のまとめ

１．業務用厨房の関係者に対する周知徹底

① 清掃、必要な点検および整備など厨房設備の維持管理は
『火災予防条例』で義務付けられていることの周知

② 給排気設備の正しい設置と換気に関する安全確認の周知

２．業務用厨房設備に対するメンテナンスの推進

３．業務用換気警報器、ＣＯ警報器の設置促進



ご清聴ありがとうございました

関東液化石油ガス協議会
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