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1.CO中毒事故年別事故件数及び死症者数
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				2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン

		事故件数 ジコケンスウ		3		4		9		3		6

		死亡者数 シボウシャスウ		1		0		0		0		1

		負症者数 フショウシャスウ		4		12		29		5		14

		Ｂ級事故 キュウジコ
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2. 2018年度 CO中毒事故と発生原因

発生原因
・長期間不使用器具を未点検で長時間使用
・給俳気不足、給気口詰まりによる不完全燃焼
・燃焼器の不良による不完全燃焼および換気不良
・消費者による器具の取り扱いミスおよび換気不良

発生年月 発生地区 区分 死症者 事故発生原因

１月 千葉県 死亡１名 長期間不使用機器の未点検

３月 福岡県 業務用 軽症４名 消費機器の給気不良

５月 東京都 業務用 軽症２名 排気ダクトの作動忘れ

７月 鹿児島県 業務用 軽症３名 排気・給気不良

７月 埼玉県 業務用 軽症３名 燃焼機器の取り扱いミス、換気忘れ

７月 鳥取県 業務用 軽症２名 換気忘れ

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1565339060/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy51ZWRhZ2FzLmNvLmpwL3NhZmV0eS9hdHRlbnRpb24uaHRt/RS=%5EADB96UmZVAmwXzr.JNTZc2is5Yg6MQ-;_ylt=A2RCD0003EtdjQoAjiyU3uV7
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3.CO中毒事故防止対策について
CO中毒事故の防止対策（分析）

・ 消費者のCOに対する知識不足
・ 給排気の点検不足

【発生要因】

① 不安定行動を防止するための啓発

② 不安全状態の早期発見と改善

③ 安全行動・安全状態の定着

【事故防止のポイント】

・ 燃焼機器の老朽化

具体的な保安対策と取組が求められる

換気扇稼動確認・器具の定期的な清掃等の周知

ガス器具の状況確認・給排気口の状況確認等の徹底

ＣＯ警報器の設置推進・経年ガス器具の更新
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4.具体的な保安対策と取組

2020年に向けての目標
「死亡者ゼロ、負傷者25名未満」 達成

具体的な保安対策と取組 〈七協議会 2019年度保安行動指針〉

① 周知活動
●注意喚起チラシを用いた周知活動
●換気扇の作動確認、給排気口の確認
●公民館や会議場など調理場所以外の場所への周知活動

② CO警報器の設置
●業務用換気警報器及びCO警報器の設置率向上



４.具体的な保安対策と取組

① 周知活動

〈法的位置づけ〉

【液石法第27条3号】
・液化石油ガスを消費する一般消費者に対し、液化石油ガスによる災害の発生の
防止に関し必要な事項であって経済産業省令で定めるものを周知させる義務

【液石法第27条】
・液化石油ガス販売事業者は、その販
売契約を締結している一般消費者等に
ついて次に掲げる業務（保安業務）を
行わなければならない。



４.具体的な保安対策と取組

●注意喚起チラシを用いた所有者、従業員等への対面説明
・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 換気とは（給気と排気）

① 周知活動
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４.具体的な保安対策と取組

●換気扇の作動確認、給排気口の確認
・定期消費設備調査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

排気設備の汚れ
排気不足がCO中毒事故
の原因となります

① 周知活動
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公民館

●公民館や会議場など調理場所以外でも事故が起こりやすい建物
・不特定多数の人がガスを使用する建物の管理者に対し事故防止対策を周知

４.具体的な保安対策と取組

① 周知活動

●業務用厨房での事故防止対策周知活動として講習会を開催

様々な機会を通じ、消費者
へ注意喚起

長期未使用のガス機器
使用時の排気筒の確認

不完全燃焼防止装置付で
ない古いガス器具
の点検要請



業務用換気警報器の設置促進

CO中毒事故対策機器
普及率：69％（2018年12月対象195社
七協議会連絡会議より）
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② CO警報器の設置

４.具体的な保安対策と取組

●高精度のセンサで誤報を防ぐ
（新型COセンサの採用）

●高度な警報判定で安全を確保
（COHb濃度を推定演算し、警報）

●電池式で電源配線が不要
●わかりやすい音声
●故障や電池切れをお知らせ
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４.具体的な保安対策と取組

250ｐｐｍ以下で低濃度警報
550ｐｐｍ以下で高濃度警報
警報時には音とランプでお知らせ

ＣＯ警報器の設置の促進

② CO警報器の設置



警報器が鳴動した際の処置について
一般のお客様に対する周知内容

業務用のお客様に対する周知内容
・直ちにガス販売事業者に連絡する
・ＣＯ警報器が鳴動したらお客様含め外に避難する

ガス販売業者の対応（一般・業務用共通）
・ＣＯ検知器を用いて発生原因を特定し対策を実施する
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４.具体的な保安対策と取組

② CO警報器の設置
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参考

一酸化炭素計

５.屋内設置器具の点検方法
旧型の燃焼機器は不完全燃焼防止機能が付いていないものがあります。
また、長期間の使用により機器の給排気口の目詰まりやフィンなどの部品が故障し
ている可能性があります。
よって特に古い燃焼機器は一酸化炭素計を用いて定期的に不完全燃焼の状態と
なっていないか確認し、ＣＯが発生している場合は原因の調査と対策の実施が必
要となります。

開放式 ＣＦ式

点検が必要な器具の例

定期点検・センサ交換等の
メンテナンスが必要です！
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湯沸器上部からの排気ガス中
一酸化炭素濃度を測定

開放式湯沸器

いずれも排気筒の逆風止め部に
Ｌ字型パイプを挿入、一酸化炭素を測定

CF式湯沸器／CF式風呂釜

①開放式ガス瞬間湯沸器、ＣＦ湯沸器、ＣＦ式ふろがまの使用時
一酸化炭素計で排ガスのＣＯ濃度測定する。

一酸化炭素計でＣＯ濃度測定

５.屋内設置器具の点検方法



②一酸化炭素計の排ガスのＣＯ濃度測定の結果

一酸化炭素計でＣＯ濃度測定

注意

危険

禁止

注意

危険

禁止

注意

危険

禁止

0.015～0.03％

不完全燃焼
防止装置
無し

不完全燃焼
防止装置
有り

ＣＦ式

開放式
（最大値にて判定）

0.04～0.20％

0.20％以上

0.015％以下

0.015～0.08％

0.08％以上 0.03％以上

0.04～0.10％

0.10％以上

0.015％以下

判　定

0.04％以下

0.04～0.08％

0.08％以上

0.04％以下 0.04％以下

2008年４月以降
製造品

2008年３月以前
製造品

※2008年4月より技術基準の安全面が強化されました。 15

５.屋内設置器具の点検方法


Sheet1

								2008年３月以前
製造品 ネン ヘイネン ガツ イゼン セイゾウヒン						2008年４月以降
製造品 ネン ヘイネン ガツ イコウ セイゾウヒン						判　定 ハン テイ





		ＣＦ式 シキ		不完全燃焼
防止装置
無し フカンゼン ネンショウ ボウシ ソウチ ナ				0.04％以下 イカ												注意 チュウイ

								0.04～0.08％												危険 キケン

								0.08％以上 イジョウ												禁止 キンシ

				不完全燃焼
防止装置
有り フカンゼン ネンショウ ボウシ ソウチ ア				0.04％以下 イカ						0.04％以下 イカ						注意 チュウイ

								0.04～0.20％						0.04～0.10％						危険 キケン

								0.20％以上 イジョウ						0.10％以上 イジョウ						禁止 キンシ

		開放式
（最大値にて判定） カイホウ シキ サイダイチ ハンテイ						0.015％以下 イカ						0.015％以下 イカ						注意 チュウイ

								0.015～0.08％						0.015～0.03％						危険 キケン

								0.08％以上 イジョウ						0.03％以上 イジョウ						禁止 キンシ

		【判定濃度】 ハンテイ ノウド

		設定 セッテイ		0.000		0.015		0.030		0.040		0.080		0.100		0.160		0.200		％



		①



		②



		③



		④



		⑤



		⑥		任意設定値 ニンイ セッテイ チ



		業務用 ギョウム ヨウ		警報表示なし ケイホウ ヒョウジ

																		F.S.：0.500％

						・・・注意 チュウイ		（給気・換気に注意してください。） キュウキ カンキ チュウイ



						・・・危険 キケン		（なるべく早く修理または更新をして下さい。） ハヤ シュウリ コウシン クダ



						・・・禁止 キンシ		（至急更新をして下さい。更新が済むまで使用しないで下さい。） シキュウ コウシン クダ コウシン ス シヨウ クダ
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③一酸化炭素計の排ガスのＣＯ濃度測定の結果

一酸化炭素計でＣＯ濃度測定

給気・換気に注意 危険 使用禁止

判定に応じた識別色（青・橙・赤）ランプで表示

５.屋内設置器具の点検方法
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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
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
②給排気設備の正しい設置と換気に関する安全確認の徹底
③業務用換気警報器の設置促進

２．一般消費者に対する周知
①経年機器の買替促進
②ガス器具の正しい取扱い方について注意喚起
③定期的な屋内機具のCO測定
④CO警報器の設置推進

６.まとめ



ご清聴ありがとうございました。
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