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ＬＰガス事故発生状況について

ＬＰガス事故件数等の推移

・１９７９年の７９３件をピークに、マイコンメーター、ヒューズガス栓、ガス警報器の普及により、１９９７年

には６８件と大幅に減少となったが1998 年から2005 年までの間は、75～120 件／年の発生状況

・その後２００６年以降は事故届の徹底指導等により潜在化していた事故の捕捉率が向上したためと推
測されるが、2006 年以降については、事故件数が増加し、140～260 件／年で推移

・２０２1年の事故件数は212件（前年の198件から14件増加）。死亡事故は１件で前年と同様。負傷者数
は20人（前年から9人減少（液石法公布の1967年以降最少人数））。

2021年 212件

2021年のLPガス事
故発⽣状況
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原因者等別の事故件数2021年のLPガス事
故発⽣状況
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「液化⽯油ガス安全⾼度化計画２０３０」について液化⽯油ガス安全
⾼度化計画2030
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「液化⽯油ガス安全⾼度化計画２０３０」について液化⽯油ガス安全
⾼度化計画2030

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

「他⼯事事故防⽌対策」を取り上げます。



他⼯事による事故発⽣件数の推移
（2019年〜2021年）
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他⼯事事故
発⽣状況

原因者別では「他⼯事事業者」によるものが62 件（29.3％）発⽣し、過去
（2019 年28.6%、2020 年27.1％）と⽐較すると最も⾼い割合となって
おり2016年より増加傾向である。（直近５ヶ年平均事故件数は、48.6件）



他⼯事事故⼯事別発⽣件数
（2019年〜2021年）
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他⼯事事故
発⽣状況



他⼯事事故における埋設管事故割合
（2019年〜2021年）
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75.9％ 68.5％ 74.2％

他⼯事事故における埋設管に係わる事故割合は⾮常に⾼い。また、ほとんどの
ケースで⼯事関係者と事前連絡がとれていなかった。⼯事にあたる関係者全員
に対する積極的な周知等を⾏うことが必要。

他⼯事事故
発⽣状況

事故件数における埋設管事故割合

161714

内 露出管・容器未撤去
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他⼯事事故防⽌対策他⼯事事故
防⽌対策

［ １・他⼯事事故防⽌のための周知活動 ］

☆⼀般消費者への周知

☆他⼯事業者への周知



◇周知内容
・埋設管の配置（位置）
・ガス事業者にて配管図を保管

◇社内体制
・埋設管配管図⾯（⼯事竣⼯図）
の整理と保管

・図⾯（書類）の最新情報更新
※共同住宅、学校、病院、業務⽤顧客
は特に密な連携体制とする
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①埋設管の存在

⼀般消費者への周知他⼯事事故
防⽌対策



◇周知内容
・ガス関連以外の⼯事計画の際、
着⼯前にガス事業者に連絡
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②ガス事業者への事前連絡

◇注意内容
・他⼯事業者に「埋設管あり」の通知
・ガス事業者に連絡するよう依頼

③他⼯事業者への注意

他⼯事事故
防⽌対策 ⼀般消費者への周知



◇ガス漏洩の確認⽅法
・マイコンメータ・漏洩検知装置の確認
・未使⽤時のメータ数（検針）変動

◇異常時に、ガス事業者に連絡
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④ガス機器点検の説明

⼀般消費者への周知他⼯事事故
防⽌対策



『関係者からの情報取得』
Ex︓施設管理者／⾃治会／
管理組合／⼯事発注元／居住者等

※ガス会社からの積極的な状況確認

『確認／協議事項』
・業者名／⼯事箇所／責任者（担当者）名
連絡先／施⼯内容／⼯期／⽴会い⽇程等
※協議内容の記録、関係者に報告

他⼯事事業者への周知
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➀．事前に情報把握

②．事前協議の実施

他⼯事事故
防⽌対策



①事前準備︓埋設管の位置確認

②保安確認︓●緊急対応の確認
●措置の改善と指⽰

③ガス管（埋設管）の位置通知
標識シート／標⽰ピン／標⽰杭の説明
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③．現場⽴会い

他⼯事事業者への周知他⼯事事故
防⽌対策



①協議記録に則り、巡回実施

②巡回時、ガス漏洩確認／再周知

③巡回記録の保存
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④．現場巡回

他⼯事事業者への周知他⼯事事故
防⽌対策
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他⼯事事故防⽌対策他⼯事事故
防⽌対策

［ 2・他⼯事事故防⽌のための取り組み ］

☆⾏政、業界の取り組み

☆ガス事業者の取り組み
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他⼯事事故
防⽌対策 ⾏政、業界の取り組み

【⾏政の取り組み】
� 経済産業省から関係省庁、関係業界に対して、事故防⽌の
徹底を毎年要請。

� 特に⼯事事業者に対しては、国⼟交通省及び厚⽣労働省を
通じて、ガス事業者へガス管有無の事前照会、ガス管近く
で⽕気や電動⼯具の使⽤を避けること、ガス臭い場合には
ガス事業者へ速やかに連絡をすること等を要請。

� 今後とも「液化⽯油ガス安全⾼度化計画2030」に基づ
き、⼯事の事前照会についての周知・啓発
（安全な作業、酸⽋防⽌事故等）、⽴会いを展開する予定。
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他⼯事事故
防⽌対策 ⾏政、業界の取り組み

経済産業省より令和２年２⽉28⽇に
厚⽣労働省労働基準局、厚⽣労働省医
薬・⽣活衛⽣局、国⼟交通省⽔管理・
国⼟保全局、国⼟交通省⼟地・建設産
業局、国⼟交通省⼟地・建設産業局建
設業課、警察庁交通局、⼀般社団法⼈
全国登録教習機関協会に対して、「建
設⼯事等におけるガス管損傷事故の防
⽌について（協⼒依頼）」を周知。
参考資料では、3年間の「建設⼯事等
におけるガス管損傷事故」の資料と
「建設⼯事等事業者向けパンフレッ
ト」を添付。
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他⼯事事故
防⽌対策 ⾏政、業界の取り組み
周知⽤パンフレットの作成
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他⼯事事故
防⽌対策 ⾏政、業界の取り組み
【業界の取り組み】
� ４県（⻑野県・岡⼭県・島根県・兵庫県）のLPガス協会は、会員企業等
に「埋設管表⽰シール」を配布。

� 販売事業者は、他⼯事事故発⽣時に⼀般消費者等及び他⼯事事業者に対
して、事前の連絡等

「岡⼭県協様」
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他⼯事事故
防⽌対策

埋設標識シート 埋設表⽰ピン 埋設表⽰杭

埋設管が敷設されていることを表⽰して注意喚起を⾏う。

供給契約が終了した場合は、消費設備側
で他⼯事事故の例も考えられるため、
⼀般消費者等の要求が無くとも供給設備
等（液 化⽯油ガスの⼊った容器、バル
ク貯槽を含む。）は遅滞なく撤去をおこ
なう。

ガス事業者の取り組み



□図⾯でガス管の位置確認
□配管中のガス残存位置

・ガス管の位置が不明な場合
・ガス管の撤去・移設⼯事が必要
・ガス管にガスが通じているか不明
・協議になかった管が出現

・位置や深さの再確認
・ガス管付近「⼿掘り」周知

□掘削時の⼿掘りポイント通知
□作業者全員に情報共有

【⼯事前】

【⼯事中】
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□現場作業員への連絡依頼

伝達事項チェックリスト

□現場⽴会い

周知のポイント １他⼯事事故
防⽌対策



［ケース１］
・被覆部分を傷つけたが、そのまま埋め戻す
結果︓鉄管部分の腐⾷進⾏
☞埋設導管の他⼯事には⽴会いが重要
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発⽣頻度の⾼い事故事例

［ケース２］
・転圧作業で埋設管接続部に応⼒が加わる
結果︓接続部からガス漏洩
☞作業後の敷設状況を確認後、埋戻す

［ケース３］
・ガス管と⽔道管を勘違いし切断
結果︓切断部からガス漏洩

☞図⾯を基に、現地確認を⾏うこと

周知のポイント 1他⼯事事故
防⽌対策
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他⼯事事故
防⽌対策 周知のポイント ２

□検針者や配送担当者に、⼯事を⾏っていることを⾒かけたら、会社に
連絡をするように指⽰を⾏う。

□不動産会社や管理会社等へ他⼯事実施の際に連絡を頂けるように依頼を
⾏う。

□ 「埋設管表⽰シール」を貼り注意を促す。

□ 閉店をした業務店や集合住宅の供給設備の撤去を⾏う。

□ 毎⽉の請求書に「リフォームなどの⼯事を⾏う場合は、ガス事業者に
連絡をお願いします。」と記載をし、消費者に定期的に周知を⾏う。



事故対策ポイント

他⼯事事故防⽌対策 まとめ
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①周知活動の実施
・他⼯事事業者と⼀般消費者等へパンフレット
を活⽤した周知活動の実施

②事故防⽌対策の実施
・埋設管敷設の明⽰
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ご清聴ありがとうございました。


