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事故件数及び負傷者・死亡者の推移
1979年

事故件数 793件
負傷者数 825人
死亡者数 63人

1

2020年
事故件数 192件
死亡者数 1⼈
負傷者数 29⼈

・事故件数・・・192件 （2019年と⽐較し、10件の減少）
・死亡者数・・・ 1⼈ （2019年と⽐較し、1名増加）
・負傷者数・・・ 29⼈ （液⽯法公布の1967年以降最も少い⼈数）
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2020年の
LPガス事故発⽣状況 LPガス事故の概要

2020年度は重⼤事故（Ａ級事故）が発⽣︕
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０件 ０件 ０件

重⼤事故（Ｂ級以上）の発⽣状況-1

■事故件数・・・１件 （死亡者数・・・１⼈）
Ａ級事故︓死者５名以上、死者及び重傷者が合計10名以上、死者および負傷者が合計30名以上、

甚⼤な物的被害（被害総額5億円以上）、社会的影響が著しく⼤きいもののいずれかに

該当する事故

A級事故は1996年の沖縄県でのCO中毒事故（死者5⼈）以降、
24年ぶりに発⽣!

2020年の
LPガス事故発⽣状況
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●Ａ級事故の概要
2020年7⽉30⽇ 午前9時頃
福島県 漏えい爆発・⽕災（死者1⼈、重傷者2⼈、軽症者17⼈）
コロナ禍の影響で休業中の飲⾷店において、漏えい爆発・⽕災が発⽣
被害⾒積額は約12億円（2021年3⽉中間報告）

●原因
原因は調査中。
厨房シンク下、コンクリート上に直に設置され
ていた⽩管（SGP配管）が腐⾷し、ガスが漏えい。
何らかの着⽕源により爆発したと推定され、
複数の要因が重なって事故が起きた可能性も
指摘されている。

重⼤事故（Ｂ級以上）の発⽣状況-2
2020年の
LPガス事故発⽣状況

⽯油産業新聞社プロパン産業新聞より抜粋

業務⽤施設においては、ガス漏れ警報器の設置は勿論のこと、
警報連動遮断システムの構築が改めて求められる!
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消費者・事業者等による事故発⽣状況

⼀般消費者等起因が39件、LPガス販売事業者起因が44件、その他の事業
者起因が67件、その他事業者に起因する事故67件のうち、他⼯事業者に起
因するものが52件と多く 約8割を占める

⼀般消費者等起因する事故では「誤開放」や「点⽕ミス・⽴ち消え」が多い
2018年より減少するも、年間発⽣件数は波打ち傾向にあり、油断はできない!

波打ち傾
向

2020年の
LPガス事故発⽣状況
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これまで
2020年度を⽬標として実施してきた「保安対策指針」はLPガス販売
事業者及び保安機関の2者に対し、保安活動を要請する狭義的⼿法

2021年度より
2030年の死亡事故ゼロに向けた、国、都道府県、ガス事業者、⼀般
消費者及び関係事業者等による総合的なガスの保安対策として「ガス
安全⾼度化計画2030」を策定し、安⼼・安全な社会を実現する。

理念⽬標（⾼度化⽬標）

⽬標年次
【⽬標期間】 10年間 2021年〜2030年
【中間評価】 5年⽬ 2026年 状況に応じて計画の修正

液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030の基軸
液化⽯油ガス安全
⾼度化計画2030
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対策（アクションプランの項⽬）
⼤分類 中分類 ⼩分類 アクションプランの項⽬ 主体者

業務⽤施設等に対する安全意識向上のための周知・啓発 国・第三者機関・LPガス事業者
業務⽤喚起警報器・CO警報器の設置促進 LPガス事業者
安全型機器及び設備の開発普及 LPガス事業者・関係事業者
安全な消費機器等の普及促進 国・LPガス事業者・関係事業者
周知等による保安意識の向上 国・都道府県・第三者機関・LPガス事業者
誤開放防⽌対策の推進 LPガス事業者
ガス警報器の機能の⾼度化及び設置の促進等 LPガス事業者・関係事業者
消費設備調査の⾼度化 国・LPガス事業者
リコール対象品等への対応 国・LPガス事業者・関係事業者
供給管・配管の事故防⽌対策 LPガス事業者
調整器・⾼圧ホース等の適切な維持管理 LPガス事業者
軒先容器の適切な管理 LPガス事業者
他⼯事事故防⽌対策 国・都道府県・LPガス事業者
質量販売に係る事故防⽌対策 LPガス事業者
バルク貯槽の告⽰検査対応 LPガス事業者
災害に備えた体制構築 国・LPガス事業者
迅速な情報把握 国・LPガス事業者
容器の転倒・流出防⽌対策 国・LPガス事業者・関係事業者
雪害事故防⽌対策 都道府県・LPガス事業者
経営者等の保安確保へ向けたコミットメント等及び
保安レベルの⾃⼰評価 LPガス事業者

LPガス販売事業者等の義務の再認識 LPガス事業者
⻑期⼈材育成を踏まえた保安教育の確実な実施 国・第三者機関・LPガス事業者
⾃主的な基準の維持・運⽤ 第三者機関
スマートメータ・集中監視等を利⽤した保安の⾼度化 国・第三者機関・LPガス事業者・関係事業者
その他のスマート保安に関するアクションプラン 国・LPガス事業者

⾃然災害対策

保安基盤

地震・⽔害・落雷対策

保安管理体制

スマート保安の推進

消費者起因
事故対策

販売事業者
起因事故対策

事
故
対
策

CO中毒事故防⽌対策

ガス漏洩による爆発
⼜は⽕災事故防⽌対策

設備対策

その他事故防⽌対策

本パートでは「消費者起因事故対策」を取り上げます!

液化⽯油ガス安全
⾼度化計画2030 液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030の基軸
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2. ガスの漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策
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消費者起因事故対策 消費者起因事故対策〈2項⽬〉

1. CO中毒事故防⽌対策
①CO中毒のメカニズム

③業務⽤施設等に対する安全意識向上のための周知・啓発
②密閉された業務⽤厨房内のCOの動き

④業務⽤換気警報器・CO警報器の設置促進
⑤安全型機器及び設備の開発普及

①安全な消費機器等の普及促進
②周知等による保安意識の向上・啓発
③誤開放防⽌対策の推進
④ガス警報器の機能の⾼度化および設置の促進等
⑤消費設備調査の⾼度化



①CO中毒のメカニズム

③業務⽤施設等に対する安全意識向上のための周知・啓発
②密閉された業務⽤厨房内のCOの動き

④業務⽤換気警報器・CO警報器の設置促進
⑤安全型機器及び設備の開発普及
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消費者起因事故対策

〈対策項⽬1〉
「CO中毒事故防⽌対策」

CO中毒事故防⽌対策

【具体的な推進事項】



①CO中毒のメカニズム

CO中毒事故防⽌対策

9

COは⾎液中のヘモグロビン（Hb）との結合⼒が酸素の約200-250倍強く、
COと結合したものは体内にそのまま蓄積されCOHbを形成する。
たとえ微量であってもCOを吸うと体内が酸素⽋乏となり、
めまいや吐き気などの症状が現れ、重症になると死に⾄ることもある。

消費者起因事故対策
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暖かい排気ガスの気流によって上昇し、天井付近
に滞留
CＯの⽐重は空気とほぼ同じ。そのため不完全燃焼によって
発⽣したCOは、暖かい排気ガスの気流によって上昇。

冷たいものに触れると温度が下がり、壁を伝わっ
て降下
上昇したCOは、⼀旦天井付近に滞留。その後天井や壁な
どの冷たいものに触れると温度は下がり、壁を伝わって降下。

気づかないうちにCOを吸い込みCO中毒

COは密閉された厨房内全体に拡散され、この厨房内にいる
⼈は、気づかないうちにCOを吸い込んでしまいCO中毒にな
る危険性がある

（出典：ガス警報器工業会）

②密閉された業務⽤厨房内のCOの動き

CO中毒事故防⽌対策消費者起因事故対策



●オーナー、管理者向け
・燃焼器やダクト、フード等の給排気設備のメンテナンス
・業務⽤換警報器・CO警報器の設置促進
・事故は、来店者も巻き込む重⼤な事故に直結しやすい
（社会的影響の周知）

●従業員向け
・換気の重要性
・警報器作動時の対応

※業務⽤施設とは、厨房だけではなく、ホテル、
旅館、学校、福祉施設やボイラー設置先を⾔う

換気＝（給気と排気）
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③業務⽤施設等に対する安全意識向上のための周知・啓発
場所別対策

CO中毒事故防⽌対策

厨房施設の管理者等が集う講習会等において、事故防⽌に関する周知・啓蒙が実施されるよう関係団体に対して
働きかけるなど、多⾯的な⽅向から周知が⾏われる体制構築を⽬指す

消費者起因事故対策
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場所別対策

消費者起因事故対策

●厨房器具の異常を確認する「鍋の変形」
●⻑期の使⽤で徐々に変形が進み、燃焼に必要な２次空気が
不⾜して不完全燃焼を
起こす。
コンロは正常でも、コンロに
合った鍋でなければ、不完
全燃焼に繋がる。

CO中毒事故防⽌対策
③業務⽤施設等に対する安全意識向上のための周知・啓発

注厨房器具の劣化（交換）も周知が必要!



●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
設置の重要性の周知

●設置率の向上を図る

13

④業務⽤換気警報器・CO警報器の設置促進 場所別対策

CO中毒事故防⽌対策

【特徴】
・⾼精度のセンサで誤報を防ぐ
・⾼度な警報判定で安全を確保
・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

業務⽤換気警報器

【特徴】
・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

注意! 業務⽤換気警報器とCO警報器は設置位置が異なります

消費者起因事故対策
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⑤安全型機器及び設備の開発普及

●湯沸し器、⾵呂釜等の家庭⽤燃焼器は、不完全燃焼防⽌
装置機能が備わった製品へ取換え促進

●従来燃焼器に⽐べ環境・安全⾯で優れる製品普及
●安全装置が備わった業務⽤厨房機器の普及促進
●システム全体の安全⾼度化を進める

起因別対策

CO中毒事故防⽌対策

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、⻑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。

開放式 CF式

警報器の普及等、各種対策による安全の多重化を図る

消費者起因事故対策
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消費者起因事故対策

〈対策項⽬2〉
「ガスの漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策」

【具体的な推進事項】

ガスの漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策

①安全な消費機器等の普及促進
②周知等による保安意識の向上・啓発
③誤開放防⽌対策の推進
④ガス警報器の機能の⾼度化および設置の促進等

⑤消費設備調査の⾼度化
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①安全な消費機器等の普及促進

ガスの漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策

●⼀般家庭
・Siセンサーコンロ等のさらなる普及拡⼤

●業務⽤施設
・安全な業務⽤燃焼器の普及促進

起因別対策

・⽴ち消え安全装置
・加熱防⽌装置
・消し忘れ消⽕機能

CO中毒事故防⽌の観点だけでなく、漏えいによる事故防⽌としても
安全装置の普及促進は必要!

消費者起因事故対策



消費者に起因する事故の原因は、点⽕ミスや不適切な使⽤によるものが多い

●燃焼器の正しい操作⽅法
●ガス栓や接続具の正しい接続⽅法
●⻑期使⽤していないガス機器の取り扱い
●⾃然災害に際し、消費者が避難する際の注意事項
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②周知等による保安意識の向上・啓発
起因別対策

（出典︓中部近畿産業保安監督部）

消費者起因事故対策

ガスの漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策

周知⽅法については外国⼈労働者や⾼齢者世帯の増加など
多様化に合わせて⼯夫を凝らす必要がある!

バランス釜



●ガス栓カバーの設置促進
●プラスチックキャップや保護キャップからゴムキャップへの取り換え

18

③誤開放防⽌対策の推進 起因別対策

消費者起因事故対策

ガスの漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策

プラスチックキャップの使⽤

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
気密性を保証していません

（出典︓経済産業省）

ガス栓カバー

ゴムキャップ

●可とう管ガス栓の誤開放対策も必要
（プラグ⽌め）
※閉⽌されないままの状態は不可

保護キャップの使⽤



●LPガスの漏えいに起因する事故防⽌にはガス警報器の設置が効果的
●業務⽤施設においてはガス警報器とガスメータを連動させたシステムの
普及促進

●ガス警報器の機能の⾼度化（主体者︓関係事業者）
①電池式警報器の開発
コンセントを抜いたことで、ガスの漏えい検知ができなくなる事象を防⽌
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④ガス警報器の機能の⾼度化および設置の促進等 起因別対策

伝送装置 業務用マイコンメータ 業務用ガス警報器

（出典︓ガス警報器⼯業会）

消費者起因事故対策

ガスの漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策

（分離型）

（無電圧出⼒）



消費設備調査については調査が遺漏なく確実に実施されること

●調査結果の記録は⼆重チェックの徹底等、精度向上に努める

●調査拒否・不在等の対応
事前連絡による承諾や時間や曜⽇をずらすなど⼯夫を凝らし、
実施率の向上を図る

●調査の結果、改善が必要な場合であっても消費者の理解が
得られないときは、再調査、再調査後の通知等を通じて、
改善に取り組む

※消費者への理解を求める対応として
①事故事例の紹介や管理⼈への協⼒要請
②都道府県の⾏政機関に相談
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⑤消費設備調査の⾼度化 起因別対策

消費者起因事故対策

ガスの漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策



1. 2020年のLPガス事故発⽣状況 ・・・・・・・・・・・・P1~4
●LPガス事故の概要 事故件数及び負傷者・死亡者の推移
●重⼤事故（Ｂ級以上）の発⽣状況
●消費者・事業者等による事故発⽣状況

2. 液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030 ・・・・・・・・P5~6
●液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030の基軸

3. 消費者起因事故対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7〜20
●消費者起因事故対策〈2項⽬〉
●CO中毒事故防⽌対策
●ガスの漏えいによる爆発または⽕災事故防⽌対策

4. 消費者起因事故 まとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21

⽬ 次
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消費者起因事故対策 まとめ

消費者が起因の事故は「操作ミス」によるものが⼤半。
販売事業者としては、安全機器の普及などハード⾯による施策もさるこ
とながら、周知活動によるソフト⾯の対処も必要であることを念頭に⽇
頃の活動計画を⽴て、従業員への指導を⾏うことが⼤切です。
昨年の7⽉には福島県において重⼤事故が発⽣しました。
業務主任者としては、事故の予⾒を消費者に指摘し、また早期改善
を促し、ガス事故を未然に防ぐよう努める必要があります。

昨年の負傷者数は統計を開始以来、最も少ない数でありましたが、
より安⼼・安全な社会を実現するために、新たに策定された「液化⽯油
ガス安全⾼度化計画2030」 では、国・都道府県・ガス事業者・⼀般
消費者・関係事業者等が、各々果たすべき役割を明確にし、総合的
な保安対策として取組む必要があります。
⼀層の消費者保安確保に向け推進下さいますようお願い致します。



ご清聴ありがとうございました


