
Ⅰ.九州産業保安監督部からの連絡事項について

経 済 産 業 省

九州産業保安監督部 保安課
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１．ＬＰガス事故の発生状況について
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№ 発生日 発生地域
所
管

災害・事故の
種類

災害・事故の概要

1 1月22日
宮崎県
西都市

県
漏えい火災
[消費]

ヒューズコック栓とホースとの接続部からガスが漏れ、ガスコンロを着火した際に漏れたガスに着火
し燃え上がった。原因は前回調理後の清掃時にホース接続部が緩み、ガス栓を開けて使用し
た際その隙間からガス漏れが発生した。
【原因：清掃時のホースの緩み】

２ ２月4日
宮崎県
都城市

県
漏えい火災
[消費]

ガスコンロに接続されていた２口ガス栓（ヒューズガス栓）の予備側を消費者が誤開放し、漏
えいしたガスにガスコンロの火が引火した。
【原因：ガス栓の開放ミス】

３ ２月17日
福岡県
福岡市

国
漏えい
[供給]

消費者よりガス器具が使用できない旨、販売事業者へ連絡があった。販売事業者が現場を確
認したところ、漏えい検知装置がB表示になっており、容器が空であった。漏えい試験を実施し、
埋設供給管からの漏えいを確認したが、漏えい箇所を特定出来ず、仮設にて供給を再開した。
なお、後日、埋設供給管を露出供給管へ切り替える工事を行った。
【原因：供給管の腐食】

４ ３月10日
佐賀県
唐津市

国
漏えい
[供給]

集団供給設備（１４戸）によりガスを供給している一般住宅（戸建て）において、消費者
が埋設供給管の立上り部を誤って切断し、ガスが漏えいした。
【原因：住民によるガス管の切断】

５ ３月24日
福岡県
北九州市

国
漏えい
[供給]

集団供給設備によりガスを供給している一般住宅（戸建て住宅）において、解体工事業者
が門柱を撤去する際、埋設供給管を損傷させ、ガスが漏えいした。解体工事業者が応急的に
漏えいを止め、連絡を受けた販売事業者が現場到着後、容器バルブを閉めた。供給管の復旧
工事を行い、工事完了後、ガス供給を開始した。
【原因：他工事】

（１）九州のＬＰガス事故について（令和２年（７月末時点））※修正の可能有
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№ 発生日 発生地域
所
管

災害・事故の種類 災害・事故の概要

６ ４月13日
長崎県
諫早市

国
漏えい
[供給]

集団供給（５～６戸）のガス引き込み管を駐車場整備を行っている工事業者が、
重機で掘削中に損傷させ、ガスが漏洩した。
連絡を受けた販売事業者が損傷箇所の応急措置を行い対応を完了した。
【原因：他工事】

７ ５月２日
長崎県
諫早市

国
漏えい
[供給]

病院において、工事業者が郵便受けの入替工事中、埋設配管を損傷させ、ガスが漏
えいした。工事業者から販売事業者にガスが漏えいし、メーター遮断したと連絡があり、
販売事業者が容器バルブを閉めるよう指示し、現場到着後、仮設工事を行い、供給
を開始した。
【原因：他工事】

８ ５月21日
福岡県
直方市

国
漏えい火災
[消費]

うどん店の麺釜器下部にある麺釜への配管の継ぎ手ねじこみ部に亀裂が発生し漏えい
したガスが麺釜器の種火により着火火災をおこした。従業員が直ちに元栓を閉止し、消
火器で消火した。人的、物的損害なし。消防が出動し火災認定あり(消防現場検証
は同日23:45に終了）。消防撤収後の翌２２日直ちに修理を行い、２２日午前１
０時頃より供給を再開している。
【原因：腐食(麺釜器下にある継ぎ手箇所は常に水が多い雰囲気下にあったため腐
食した）】

９ ５月27日
長崎県
大村市

国
漏えい
[消費]

消費者からｶﾞｽ器具が点火せず、メーターを確認したところ遮断しているとの連絡をうけ
て販売事業者が現場に出動したところ露出配管に曲がりを発見、確認したころ配管
（エルボ部）の継ぎ手部分からガスの漏えいが分かった。前日に供給設備付近のフェン
ス修理を行っており、その際に配管に負荷がかかり漏えいした。
【原因：他工事】

10 6月18日
佐賀県
鳥栖市

県
漏えい火災
[消費]

消費者宅において、コンロを使用中、ガス漏れがあり炎があがった。
住民が消火器により消火を行い消防が到着した時は鎮火していた。
住民はガスコンロを使用する際には２口ガス栓の未使用側も常に開けて使用しており、
未使用側はゴムキャップで閉止していたが、少量のガスが漏れ着火したものと推定。
【原因：点火ミス】
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№ 発生日 発生地域
所
管

災害・事故の種類 災害・事故の概要

11 ７月15日
佐賀県
神崎市

国
漏えい
【供給】

事務所職員より容器周りがガス臭いとの連絡を受け、ガス事業者が点検したところ、５
０ｋｇ２本立ての予備側容器側面（スカート直上）にピンホールがあり、漏えいしてい
た。残ガスは安全な箇所で大気放出した。（残留ガス量約１０ｋｇ、漏えい約４０
ｋｇ）
【原因：腐食によるピンホール発生】
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・集中豪雨、台風等により過去にはない豪雨により被害が発生。
・九州管内は毎年当たり前のように発生。一月分の降水量が短時間に
降るような事象はもはやどこでも発生する可能性あり。

＊特定非常災害に指定された災害は以下のとおり（★九州が指定地域に含まれるもの）
東日本大震災（H23FY)
★平成２８年熊本地震
★平成３０年7月豪雨
令和元年台風第１９号
★令和２年７月豪雨

(2)集中豪雨等による被害状況について

特定非常災害に指定されたら…… 指定区域内の被害にあった住民、事業者に対
し、緩和措置あり。

液石法だと、認定更新時期の延長、充てん事業者の保安検査延長措置（令和2
年7月豪雨時の対応から）別添資料参照
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河川の氾濫状況
※国土地理院のHPで｢令和２年７月豪雨に関する情報｣を発出

今回の浸水被害範囲を浸水想定範囲図として公開

https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/R2_kyusyu_he
avyrain_jul.html

例として大牟田市と人吉市を参考添付
★人吉市では１０ｍ近くまで浸水？？？？

①令和２年７月豪雨による被害
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浸水状況（一部抜粋）
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人吉での実際の被害状況は
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人吉での容器の被害状況は
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人吉での容器の被害状況は
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人吉での容器の被害状況は

写真の向きは間違ってません！
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容器はなぜ沈まない？？？

•アルキメデスの原理（浮力）によると
水中にある物体はその物体が押しのける水の
重さと同じ浮力を受けて軽くなる。

５０ｋｇ容器の内容量は１１８Ｌ → 押しのける水の重さが１１８ｋｇ

５０ｋｇ容器の容器は３６ｋｇ＋ガスの重さ５０ｋｇ＝８６ｋｇ

※浮力の方が充填容器の重さより大きいので、この充填容器は水に浮く
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八代での実際の被害状況は
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２．容器盗難に関する情報について
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・従来は一般消費者等からの容器の盗難・喪失については、一般消費
者等の軒先から切り離されているとして、移動中と同様に高圧ガスの事故
マニュアルで対応。
・平成３０年4月以降はこの区分けを見直し、一般消費者等の手元や
販売所等の液石法対象の容器については、液石法での事故として対応
。
※事故措置マニュアルでの事故区分に容器の盗難・喪失を追加

＊容器の盗難・喪失は自然災害であっても該当

(１)容器の盗難・喪失に関して

・今回、平成３０年４月以降の約2年分の九州管内の自然災害以外
のデータにより傾向を割り出し。

・浸水等の自然災害防止の際の対策と併せて、長期滞留容器の管理
の徹底、盗難防止対策の検討を！！
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・平成30年4月～令和2年６月時点で65件の事故報告
・自然災害によるものを除くと、5４件、盗まれた容器は７０本越※
※(3)盗難の一例の本数除く
・盗難場所はほぼ九州全域で３４市町村。
・この期間に複数回盗難が発生した市町村は以下の９市町村

福岡県（大野城市、田川市、筑前町）
佐賀県（武雄市）
熊本県（熊本市、八代市）
大分県（大分市）
宮崎県（宮崎市）
鹿児島県（鹿児島市）

・このうち、最も多かったのは大野城市の6回、ついで田川市の5回
注意：あくまで市町村の単位で計上。

(１)容器の盗難・喪失に関して
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発端は……配送員が消費先（公民館）の回収容器の残りが消費
量に比して異常に少ないことに疑問を感じた。

漏えいを疑ったが、漏えいはなし

容器番号を調べると……容器は自社のものだが、そこに配送していな
い、別の消費者に配送したはずの容器だった。

たどっていくと……あちこちの消費先で入れ替えが発覚

警察に相談すると……消費先（公民館）の協力で監視カメラによ
り監視

(３)盗難の一例（とある市ではこんなことが）
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警察に相談すると……消費先（公民館）の協力で監視カメラによ
り監視することに。

カメラを設置して一週間もたたない日曜日の早朝……作業服を着た
人が空容器を持参し容器交換する様子が写っていた。警察に届出

警察は…… 容疑者逮捕

持ち帰った容器は…… 自分の家に設置して使用中。

容疑者は…… LP関係業務経験者だった。

(３)盗難の一例（とある市ではこんなことが）
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主要は舞台は……公民館（２本立て）
と事務所や空き家など１０箇所。

容器の大きさは……２０ｋｇ容器、容器所有者は同一
（★見た目だけでは盗難はわからない！！）

主要舞台の公民館では……約３年前から計６本の引き上げ異常
あり

異常があった容器は……公民館も含めて計１７本

※令和元年の事故報告時点での情報による。

(３)盗難の一例（とある市ではこんなことが）
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３．その他参考事項
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高圧ガス保安法第６３条（事故届）
第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧ガスを貯蔵し、
又は消費する者、容器製造業者、容器の輸入をした者その他高圧ガス又は容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は、遅滞
なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない。
・その所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき。
・その所有し、又は占有する高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたとき。

液化石油ガス保安規則第九十六条（事故届）
法第六十三条第一項の規定により、都道府県知事に事故を届け出ようとする者は、様式第五十七の事故届書（特定消
費設備に係る事故の場合にあっては様式第五十七の二の事故届書）を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に
提出しなければならない。

液化石油ガス保安規則第九十三条の二（報告の徴収）
法第六十一条第一項の規定により、液化石油ガス第六条の液化石油ガス販売事業者は、同法第二条第五項に規定す
る消費設備（ガスメーターと末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下「特定消費設備」という。）について次に掲げる
いずれかの事故が発生したときは、直ちに事故の発生日時及び場所、概要、原因並びに当該事故に係る特定消費設備の製
造者又は輸入者の名称、機種、型式及び製造年月その他参考となる事項について、電話、ファクシミリ装置その他適当な方
法により事故の発生した場所を管轄する産業保安監督部長に報告しなければならない。
一 特定消費設備の使用に伴い人が死亡し、中毒し又は酸素欠乏症となった事故
二 特定消費設備から漏えいしたガスに引火することにより発生した負傷又は物損事故

ＬＰガス事故の報告

■平日「執務時間内」（８：３０～１８：００頃）
九州産業保安監督部 保安課（直通） ＴＥＬ：０９２－４８２－５４６９

ＦＡＸ：０９２－４８２－５９３２

ＬＰガス事故に関する国への連絡先
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（１）ＬＰガス事故
液化石油ガス法に係る事故とは、液化石油ガス法が適用となる貯蔵施設、充てん設備（供給設備に接続しているもの又は充てん設備の使用の
本拠の所在地にあるものに限る。）、一般消費者等に係る供給及び消費段階に発生したものであって、次の各号の一に該当するもの（以下「Ｌ
Ｐガス事故」という。）をいう。
① 漏えい
液化石油ガス（以下「ＬＰガス」という。）が漏えいしたもの。（火災に至らず、かつ、中毒・酸欠等による人的被害のなかったものに限る。）ただし
、接合部等からの微量の漏えい（ネジ又はゴム管接合部等に石けん水を塗布した場合、気泡が発生する程度）は除く。
② 漏えい爆発
ＬＰガスが漏えいしたことにより、爆発が発生し、又は爆発による火災に至ったもの。
イ．漏えい爆発（漏えいしたガスによる爆発のみの場合）
ロ．漏えい爆発・火災（漏えいしたガスによる爆発後火災の場合）
③ 漏えい火災
ＬＰガスが漏えいしたことにより火災（消防が火災と認定したものに限らない。）に至ったもの。（上記②を除く。）
④ 中毒・酸欠
ＬＰガス消費設備の不完全燃焼又はＬＰガス若しくは排気筒等からの排気ガスの漏えいにより、一酸化炭素中毒又は酸素欠乏の人的被害のあ
ったもの。
（２）充てん容器又は残ガス容器の喪失・盗難
次の各号の一に掲げるものに限る。
① 供給設備のうち、消費設備に接続しているもの。
② 消費設備（移動中のものを除く。）
③ 貯蔵施設に貯蔵してあるもの。
（３）その他の事故
次の各号の一に掲げるものは、ＬＰガス事故には該当しない。（※（２）は除く）
① 自殺、故意、いたずら等が原因による事故。
② 自然災害による事故。（事故原因が地震時の転倒防止措置の不備、落雪等の防止対策（雪囲い、保護板の設置等）の不備等、保安対
策が不十分であると認められる場合を除く。）
例）地震による家屋の倒壊に伴う設備の破損等の事故。
例）洪水・土砂崩れ等による設備の破損等の事故。
③ カセットコンロ及びカセットコンロ用容器等に係る事故。
④ ＬＰガスの漏えいがない状態で、ＬＰガス燃焼器具（これらに付帯するものを含む。）が過熱し、又は故障したもの及び燃焼器具の炎が周囲
の物に燃え移ったことによる火災等。
⑤ その他上記（１）に掲げるＬＰガス事故に該当しない事故。
例）自動車の飛び込みによる事故。

液化石油ガス法に係る事故の定義等（液化石油ガス事故対応要領）
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