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1979年 

事故件数  793件 

負傷者数  825人 

死亡者数   63人 

2018年 

事故件数  206件 

負傷者数   46人 

死亡者数    1人 

 １．事故件数及び被害者数の推移 

2018年のＬＰガス事故発生状況 

2017年 

事故件数  193件 

負傷者数   50人 

死亡者数    0人 

・事故件数・・・206件  （2018年より13件増） 
・負傷者数・・・  46人    （液石法公布以降最も少ない） 
・死亡者数・・・    1人   



原因者等別の発生状況 
 一般消費者等に起因するもの      ：64件（全体の30.9％） 
 LPガス販売事業者等に起因するもの   ：28件（同13.6％） 
 その他の事業者に起因するもの           ：54件（同26.2％）   等となっている。 

 

 一般消費者等に起因する事故の原因としては、風呂釜やこんろの点火ミス・立ち消え（18件） 

  が最も多く、これに、換気不足や燃焼器の取扱いミスなどの消費機器の不適切な使用（12件） 

   、末端ガス栓や器具栓の誤開放（10件）が続く。 

 LPガス販売事業者等に起因する事故の原因としては、供給設備の腐食等劣化（15件）、 

   設備工事や修理工事時の工事ミス・作業ミス（７件）、が挙げられ、その他、 

   容器交換時の接続ミス等（３件）がある。 

 その他の事業者に起因する事故のうち、他工事業者に起因するものが48件と多く、 

  その他の事業者に起因する事故の約９割を占めている。 

 雪害等自然災害による事故が34件（うち雪害29件）と近年３ヵ年の平均（18.0件） 

   を大きく上回った。 

２．原因者別の事故発生状況 

2018年のＬＰガス事故発生状況 



原因者別による事故発生状況の推移 

2018年のＬＰガス事故発生状況 



2018年のＬＰガス事故発生状況 

 ３．法令違反を伴う事故 

法令違反を伴う事故について 
 法令違反を伴う事故は10件発生した。このうち４件は、LPガス販売事
業者等が原因者に含まれる事故であった。 

 主な法令違反の内容は、 
－容器交換時等供給設備点検又は定期消費設備調査が適切に実施
されていなかったもの 
－緊急時連絡に対して、対応者不在により対応が遅れたもの 
－容器交換時やメーター設置時の施工が不完全であったもの 
－給湯器設置施工後の漏えい検査が適切に実施されていなかったもの 
－未使用ガス栓の設置が適切な方法により実施されていなかったもの 
－末端ガス栓と燃焼器の間の管が使用条件に適合していなかったもの 
－バルク貯槽への充てん作業が適切に実施されていなかったもの 



 ４．ガス栓の誤開放事故とは？ 

誤開放事故の定義（ＪＬＩＡ） 

①未使用ガス栓（機器未接続）のつまみを 

 誤って開き、ガスが漏えいしたもの 

 

②器具栓が開放状態となっているガス機器 

 （立ち消え安全装置のないもの）の 

 ガス栓のつまみを誤って開き、 

 ガスが漏えいしたもの 

 （点火ミス等は除く） 

誤開放事故を防止するためには構造の理解が必要。 



ホースガス栓の種類 

ヒューズガス栓（ホース口） ヒューズガス栓（コンセント口） 

 

 

 

 

 

 

 

ＢＯＸガス栓 ガスコンセント 

 

 

 

 

 

 

 



ヒューズガス栓の構造 

つまみ 

栓 

本 体 

ヒューズ機構 



ヒューズの作動原理 



ヒューズの作動原理 

ガス使用時 ヒューズ作動時 

規定流量以上のガスが流れると、ヒューズが作動。 

ヒューズのないホースガス栓は法令で使用を禁止。 



ヒューズガス栓で防げない事故 

つまみが半開状態のもの 

この部分から少量
のガスが流出 

正面から見た栓 



ＯＮ・ＯＦＦヒューズガス栓の構造 



ＯＮ・ＯＦＦヒューズガス栓の構造 



ヒューズとＯＮ・ＯＦＦヒューズの違い 

• ヒューズガス栓 • ＯＮ・ＯＦＦヒューズガス栓 

ヒューズガス栓は半開でガスが流れるが、 

ＯＮ・ＯＦＦヒューズガス栓は流れない。 



ＯＮ・ＯＦＦ式等で防げない事故 

• 気密性のないキャップの使用 • 保護キャップの不完全挿入等 

気密性のないキャップの装着やキャップの不完全挿入によ
り、ヒューズが働かない事故は防げない 

※保護キャップは初期の段階では気密性を有しているが、メーカーでは気 
 密を保証していない。 

輸送時のゴ
ミ入り等防
止のため、
ガスコンロ
等購入時に
付属してい
るキャップ 

輸送時のゴ
ミ入り等防
止のため、
ガス栓購入
時に付属し
ている
キャップ 



ゴムキャップと保護キャップ 

ゴムキャップ 保護キャップ 

材 質 ゴ ム 樹 脂 

目 的 誤開放事故の防止 ①ゴミや油分の侵入防止 

②傷の防止（コンセント口） 

流 通 ガス栓に付属していない 

（メーカーによって付属の場合もある） 

通常ガス栓に付属している（ホース口
のガス栓の場合、付属していない製
品もある） 

製 品  

 

 

 

 

 

  

 （ホース口用）   （コンセント口用） 

 

 

 

 

 

 

  

 （ホース口用）    （コンセント口用） 

特 徴 単品はＬＩＡ合格証票あり 



ガスコンセント（つまみのないガス栓） 

• 露出タイプ • 埋め込みタイプ 



ガスコンセントの構造 

• ガス通路が閉じているとき • ガス通路が開いているとき 

つまみがなく、迅速継手を挿入すると、 

ガスの通路が開く構造となっている。 



ガスコンセントで防げる誤開放 

つまみの誤操作による誤開放全般 

つまみのないガスコンセントならば、 

誤開放事故を１００％防止できる 

ヒューズガス栓を使用していても 

誤開放事故全体の約２５％しか防げない 

ＯＮ・ＯＦＦ式等を使用すると 

誤開放事故を全体の約５５％まで防げる 

原 因 割 合 

ヒューズなし ２４．２％ 

つまみ半開 ３０．６％ 

プラキャップ等 ３５．５％ 

ヒューズ不作動（経年）  ４．８％ 

その他    ４．８％ 



コンセント口使用時の注意 

接続ミスによるガス漏れの危険がある。 

接続ミス時の接続部断面 
隙間から
ガス漏れ 



その他の対策（ガス栓カバー） 

• ガス栓カバー • 装 着 例 

誤開放事故を１００％防止できる 



  ガス栓カバーの出荷数 
 
 
2012年以降、保安対策指針でガス栓カバーの設置を推奨。 

出典：一般社団法人日本エルピーガス供給機器工業会 

暦年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 

上半期（1-6月） 
下半期（7-12月） 

上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 

出荷数 26,052 9,120 22,642 8,752 155,144 250,858 172,268 176,508 209,435 209,467 226,001 231,275 260,695 196,365 203,651 171,736 171,798 164,366 

ガス栓カバー 半期毎出荷推移 



ホースガス栓以外の誤開放事故の割合 

 過去に発生した可とう管ガス栓で発生した誤開放事故 

 

 

 
 

 

 過去に発生したねじガス栓で発生した誤開放事故 

 

原 因 割 合 

燃焼器未接続 

（止め栓なし） 

９１．７％ 

器具栓開放状態での 

ガス栓誤開放 

   ８．３％ 

原 因 割 合 

燃焼器未接続 

（止め栓なし） 

  １００．０％ 



可とう管ガス栓とねじガス栓 

可とう管ガス栓とねじガス栓の違い 

可とう管ガス栓 ねじガス栓 

法的位置づけ 末端ガス栓 

（燃焼器手前に設置） 

中間ガス栓 

（配管の途中に設置） 

ロック機構 

（押し回し） 

あ り な し 

耐久性 

（基準値） 

 ３，０００回 

～ 

１０，０００回 

１，０００回 

流 量 

（基準値） 

４２～８４ｋＷ 

（３.０～６.０ｋｇ／ｈ） 

１２６～９８７ｋＷ 

（９.０～７０.５ｋｇ／ｈ） 

※ 基準値は、口径によって異なる 



事故の責任（裁判事例①） 

（事故概要）飲食店において、消費者が２口ガ 

      ス栓の未使用側を誤開放したため 

      燃焼器の火が引火し、爆発した。 

      未使用側にはゴム管が接続されて 

      いた。 

（法令違反）不明（メーター号数による） 

（司法判断）賠償命令（約３,５００万円） 

（判断理由）誤開放防止のための注意や閉栓措 

      置を行わず、ゴム管を残したこと 

      は債務不履行にあたる。 



事故の責任（裁判事例②） 

（事故概要）飲食店において未使用ガス栓を誤 

      開放したため、近くの燃焼器の火 

      が引火し、爆発した。 

（法令違反）なし 

（司法判断）損害の３割を負担（和解勧告） 

（判断理由）消費者の過失が原因で、法令違反 

      もないが、供給契約により販売事 

      業者にも安全確保の義務がある。 

 



事故の責任（まとめ） 

ガス栓の誤開放事故は、事故分類では消費者責
任に分類されるが・・・ 

 

①設備に法令違反等重大な過失があった場合、 

 販売事業者も賠償責任を負う。 

 

②設備に法令違反がない場合でも注意等を怠る 

 と、示談勧告により３割程度の和解金を支払 

 わされる場合がある。 



販売事業者の責務 

①販売事業者責任の法令違反設備の改善 

 例：機器未接続ガス栓の改善等 

 

②消費者への法令違反設備の改善要請 

 例：ヒューズのないガス栓の交換要請等 

 

③事故対策製品の紹介や使用方法の周知 

 例：ＯＮ・ＯＦＦや閉栓カバーの紹介 

 

④上記対策の実施記録 



   （１）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 

   ・長期未使用のガス機器使用時の排気筒確認 

   ・不完全燃焼防止装置付でない古いガス器具 

     の点検要請（定期消費設備調査時等） 

  
 
                  

 ①住宅におけるＣＯ中毒事故の防止対策 

５．事故防止対策 

 ②学校、福祉施設等におけるＣＯ中毒事故の防止対策 

   ・調理等を行う際はＣＯ中毒事故の注意喚起 
   ・使用者、所有者に対して業務用換気警報器、及びＣＯ 
    警報器の設置促進 
  

具体的な保安対策及び重点事故防止対策 



  ①一般消費者等に対する周知等による保安意識の向上 －１ 
  （２）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 
   な消費者宅 を訪問し、消費機器の安全 
   点検等の実施    
   ・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ワンポイント 
   による注意喚起 
   ・消費者との接点を増やす 
      コンロ清掃、料理教室等のイベント、 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 
    ・経済産業省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 

具体的な保安対策及び重点事故防止対策 



  ①一般消費者等に対する周知等による保安意識の向上 －２ 
  （２）一般消費者等に起因する事故の防止対策 

           ＬＰガスを安全に使用する為の各種パンフレット 

 事故防止対策 

具体的な保安対策及び重点事故防止対策 



  ②安全な消費機器の普及促進 
 （２）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 

具体的な保安対策及び重点事故防止対策 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）一般消費者等に起因する事故の防止対策  
    ③ガス警報器のリメイク運動 

事故防止対策 

第２．具体的な保安対策及び重点事故防止対策 

 ・ リメイク運動とは、ガス警報器設置交換運動 
 ・ ねらいは、定着しつつあるリメイク運動の呼称を継承し、継続的な 
   活動につなげる。  
 ・ サブテーマは、『やっぱりすすめて良かったガス警報器 さらなる 
   普及を目指します』  
 ・ 期間 平成30年度～32年度（３年間） 

リメイク運動の目標 
 ・ガス警報器の設置率向上 
   一般住宅：75％ 共同住宅、業務用：100％ 
 ・期限切れLPｶﾞｽ警報器の一掃 
   5年経過率：平成28年度の10.4％の半減  
 ・業務用換気警報器設置率の向上   
   設置率：100％ 



  ④消費設備調査の推進 
  （２）一般消費者等に起因する事故の防止対策 

 （ア）消費設備調査拒否の消費者への対応 
    ・・・・事故事例の紹介や管理人の協力等で工夫する   

  （イ）不在が続く一般消費者への対応 
      ・・・・消費設備調査のため３回以上訪問したが、不在により実施できない場合 

          は「調査拒否」として取り扱うことができる 

 （ウ）定期消費設備調査の実施 
     ・・・・適切な場所に消費設備が置かれているか確認  

 （エ）機器の設置状況等の改善 
     ・・・・一般消費者等の理解が得られない場合は、都道府県等の行政機関と 

                 相談し、早急な対応を行う 

 （オ）公共施設設備の期限管理等 
     ・・・・学校、公民館等の設備（供給設備を含む）については、自治体、公共施設 
         関係者に理解、協力すること  

事故防止対策 

第２．具体的な保安対策及び重点事故防止対策 



（２）一般消費者等に起因する事故の防止対策 

    
   ・所有者情報の登録・変更が必要であることを 
   一般消費者に周知する協力責務がある 
   ・所有者票の代行記入等による登録率向上  
  ・製造事業者との連携   
    

  ⑤長期使用製品安全点検制度への協力 

 

長期使用製品安全点検制度の創設（平成２１年４月１日施行） 

 

 

特定保守製品（９品目） 

１、屋内式ガス瞬間湯沸器（ＬＰ）      

３、屋内式ふろがま  （ＬＰ）    

５、石油給湯機                    

７、密閉燃焼式石油温風暖房機                

９、浴室用電気乾燥機 

 

 

    

 

    

              

事故防止対策 

第２．具体的な保安対策及び重点事故防止対策 

 

２、屋内式ガス瞬間湯沸器（ＴＧ） 

４、屋内式ふろがま（ＴＧ）  

６、石油ふろがま 

８、ビルトイン式電気食器洗機 

 

 

    

 

    

              



 （３）その他 
   ①質量販売に係る事故防止対策 

 （ア）質量販売の確実な保安業務の実施 
             ・・・平成29年は、事故10件が発生し、内7件の事故で11名が負傷 

      ・法令遵守の徹底  
      ・供給開始時調査、定期消費設備調査 
           ・１４条書面の交付 
         ・リーフレット等による確実な周知 

      
 
 
 
 
 
 

  （イ）山小屋等に対する質量販売の場合 
        ・液石法施行規則第１７条に基づく特則承認に基づき 
         保安の確保のための業務を確実に実施する 

事故防止対策 

第２．具体的な保安対策及び重点事故防止対策 



事故防止対策 

 ①【一般の皆様へ】 

  ｶﾞｽを安全に利用する 
  ４つのポイント 

６．経済産業省ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 



事故防止対策 

経済産業省ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

 ②CO中毒事故を起こさない為 
   あんしんの合言葉 
  『ガスを使う時には、まず換気』 
  を守りましょう。 



事故防止対策 

経済産業省ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

 ③LPｶﾞｽを容器で購入して 
   使用するお客様へ 



事故防止対策 

経済産業省ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 

 ④誤開放事故を防止する 
   ちいさな安全機器 
  閉栓ｶﾊﾞｰってご存じですか？ 



７．2020年に向けての目標 

 

 ≪死亡者ゼロ、負傷者２５人未満≫  
  
 【目標達成のための取組】 
   （１）古いガス機器の交換と安全な機器の普及促進 
  （２）期限管理の徹底と期限内の確実な交換 
  （３）ＣＯ中毒撲滅を目指し、換気・清掃・メンテナンスの 
       周知徹底と警報器の設置促進 
  （４）法令遵守の徹底とチェックシート活用による 
       自主保安活動の推進 
      

保安対策指針の位置付け 



 経営者の保安確保へ向けたコミットメント等 

   

     ①経営の基本方針として「法令遵守」・「保安の確保」 
         を掲げる 
    

    ②経営者自らが保安に対する姿勢を社内外に明確に 
     表明し、保安確保の指導力を発揮すること 
 

    ③保安組織体制の整備及び保安関連予算の確保を 
   図る（経営者の最重要役割）   
 

法令遵守の徹底 

保安対策及び重点事故防止対策 



  

 

１） ＣＯ中毒事故防止対策について 

 

２） 他工事事故防止対策について 

 

３） 誤開放防止対策について 

 

４） 安全な消費機器の普及促進について 

 関東液化石油ガス協議会 行動指針 

関東液化石油ガス協議会の取組み 



まとめとして 消費者起因による事故 
 
 ① 点火ミス・立ち消えによる事故 
 ② ガス栓の誤開放による事故 
 ③ 他工事業者等によるガス配管欠損事故 
 ④ 屋内設置の燃焼器の給気と排気の事故 
 ⑤ 質量販売に関して、容器の取扱いと燃焼器の 
    使い方を十分理解しないままでの使用 
    周知不足による事故 
 
 以上の5項目の周知に対する保安教育、指摘事項の 
 確認等、業務主任者として必要になります。  
 また、事故の予見を消費者に指摘して、ガス事故を 
 未然に防ぐ様、務めましょう。 



ご清聴ありがとうございました 


