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1月9日 13：東京都 目黒区 ガス栓用プラグ 調査中

一般集合住宅において、ソフトコード及び壁の一部等を焼損
する火災事故が発生しました。東京瓦斯株式会社からは、
ガスファンヒーターに使用されているガス栓用プラグがガス
栓に差し込み不足であったことから、漏えいした未燃ガスが
ガス栓付近に滞留した状態で家庭用こんろを点火したた
め、点火時のスパークで引火したものと推定されるとの報告
がありました。現在詳細については東京瓦斯株式会社が調
査中です。

東京瓦斯（株） 0 0 0

2月16日 13：東京都 港区
家庭用こんろ
(開放式）

リンナイ(株)
RBG-
N38W8GE
2005年11月
製

超高層建物の住宅において、家庭用こんろの前面パネル、
点火ツマミ等の一部を焼損する火災事故が発生しました。
東京瓦斯株式会社からの報告によると機器内部のガス機
構部より未燃ガスが漏えいし、その状態で点火操作を行っ
たため、点火時のスパークもしくは燃焼炎が漏えいした未燃
ガスに引火したものと推定されるとの報告がありましたが、
現在詳細を東京瓦斯株式会社が調査中です。

東京瓦斯（株） 0 0 0

2月19日 14：東京都 墨田区
ソフトコード(迅速
継手あり)

ゴム管用ソ
ケット（S型）、
製造者等調
査中

一般住宅において、ゴム管用ソケット及びソフトコード等の
一部が焦げる火災事故が発生しました。東京瓦斯株式会社
からは、ガス栓に接続されたゴム管用ソケットが差し込み不
足であったことから未燃ガスが漏えいし、その状態でガスこ
んろを使用したため、燃焼炎が漏えいした未燃ガスに引火し
たものと推定されるとの報告がありました。現在詳細を東京
瓦斯株式会社が調査中です。

東京瓦斯（株） 0 0 0

4月8日 12：千葉県 松戸市 金属可とう管 調査中

一般集合住宅においてガスこんろ下部の焦げ、金属可とう
管が溶解する火災事故が発生しました。京葉瓦斯株式会社
からは、ビルトインタイプのガスこんろと金属可とう管の接続
部にゆるみがあったことから未燃ガスが漏えいし、その状態
でガスこんろを使用したため、燃焼炎が漏えいした未燃ガス
に引火したものと推定されるとの報告がありました。現在詳
細を京葉瓦斯株式会社が調査中です。

京葉瓦斯（株） 0 0 0

都市ガス事故情報一覧（2020年1月～）
2021/1/15

発生年月日
発生場所

（都道府県）
発生場所

（市区町村以下）

原因分類
（その他記載事

項）

原因分類
（型式・ロット）

事故内容（詳細） 事業者名 死者
負傷者



重傷 軽傷

都市ガス事故情報一覧（2020年1月～）
2021/1/15

発生年月日
発生場所

（都道府県）
発生場所

（市区町村以下）

原因分類
（その他記載事

項）

原因分類
（型式・ロット）

事故内容（詳細） 事業者名 死者
負傷者

4月12日 28：兵庫県 神戸市
家庭用こんろ（ビ
ルトインコンロ）

リンナイ(株)
RBG-
30VTFMS-8Ｄ
1997年04月
製

一般住宅において、家庭用こんろ（ビルトインコンロ）の使用
中に当該こんろの一部を焼損する火災事故が発生しまし
た。大阪ガス株式会社からは、6月19日（金曜日）に行われ
た神戸市消防局、独立行政法人製品評価技術基盤機構、
事故に係る消費機器の製造事業者、ガス小売事業者による
合同調査の結果、原因は特定できなかったが消費機器内
部からの漏えいによる可能性が考えられるとの報告があり
ました。

大阪ガス(株) 0 0 0

5月13日 15：新潟県 新潟市 ゴム管 不明

一般住宅において、家屋を焼損する火災事故が発生しまし
た。新潟市消防局によると、家庭用こんろに接続されている
ゴム管から何らかの要因で漏えいした未燃ガスに家庭用こ
んろの火が引火したことにより、炎が周囲に延焼したものと
推定されており、現在詳細を北陸瓦斯株式会社が調査中で
す。

北陸瓦斯（株） 0 0 0

5月14日 26：京都府 京都市 2口ガス栓
(株)藤井合金
製作所、製造
年等調査中

学生寮において、ガス栓つまみを焼損する火災事故が発生
しました。大阪ガス株式会社からは、学生が未接続のガス
栓を誤って開放し、ガスが噴出・漏えいする中で、隣接する
テーブルこんろに点火したため、漏えいした未燃ガスに着火
したものとの報告があり、現在詳細を大阪ガス株式会社が
調査中です。

大阪ガス(株) 0 0 0

5月23日 04：宮城県 仙台市 ガス栓

(株)藤井合金
製作所、型
式：調査中、
1977年10月
製

一般住宅において、ガスこんろ等を焼損する火災事故が発
生しました。仙台市ガス局からは、需要家が使用しなくなっ
た炊飯器を撤去しようとした際に、ガス栓を閉止せず開放状
態のままソフトコードを外したため、漏えいした未燃ガスに何
らかの要因で着火し延焼したものとの報告があり、現在詳
細を仙台市ガス局が調査中です。

仙台市ガス局 0 0 0
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5月25日 27：大阪府 大阪市
瞬間湯沸器（風呂
給湯器）

（株）ノーリツ
GT-
C1652SAWX
2012年12月

一般住宅において、風呂給湯器本体を焼損する火災事故
が発生しました。大阪ガス株式会社からは、何らかの外的
要因により給湯器本体配管接続部分が変形していたことか
らガスが漏えいし、その状態で瞬間湯沸器（風呂給湯器）を
使用したため、瞬間湯沸器点火時の炎が漏えいした未燃ガ
スに引火したものと推定されるとの報告がありました。現在
詳細を大阪ガス株式会社が調査中です。

大阪ガス(株) 0 0 0

6月1日 13：東京都 練馬区
二口ガス栓（迅速
継ぎ手あり）

LBペアヒュー
ズコック（R
ホース）、詳細
調査中

一般集合住宅において、台所の一部を焼損する火災事故
が発生しました。東京瓦斯株式会社からは、需要家が二口
ガス栓の未接続側ガス栓を誤って半開放状態とし、ガスが
漏えいする中で、テーブルこんろに点火したため、漏えいし
た未燃ガスに着火したものとの報告があり、現在詳細を東
京瓦斯株式会社が調査中です。

東京瓦斯（株） 0 0 1

7月7日 25：滋賀県 大津市
家庭用こんろ（ビ
ルトインコンロ）

リンナイ（株）
開放燃焼式
RBG-
N31A8GS1R、
2008年05月
製

一般集合住宅において、ビルトインコンロ（３口）からの出火
により台所の小窓網戸等の一部を焼損する火災事故が発
生しました。びわ湖ブルーエナジー株式会社からは、以前よ
り点火しにくい状態であった右側バーナーの点火操作を繰り
返し行った際に未燃ガスが台所に滞留し、その状態で左側
バーナーの点火操作を行ったため、滞留した未燃ガスに着
火したものと推定されるとの報告があり、現在詳細をびわ湖
ブルーエナジー株式会社が調査中です。

びわ湖ブルーエ
ナジー（株）

0 0 0

8月8日 14：神奈川県 鎌倉市 接続具

日東工器
（株）
ガスコードL型
製造年月：調
査中

一般集合住宅において、ガスコードのソケット及びガスコン
セント・カバー等の一部を焼損する火災事故が発生しまし
た。東京瓦斯株式会社からは、炊飯器用に接続されたガス
コードの接続が不完全な状態であったことから、ガス栓の過
流出安全機構が作動しない程度の未燃ガスが漏えいし、ガ
スこんろ点火操作時のスパークもしくは燃焼炎に引火したも
のと推定されるとの報告があり、現在詳細を東京瓦斯株式
会社が調査中です。

東京瓦斯（株） 0 0 0
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11月3日 13：東京都 練馬区
ソフトコード(迅速
継手なし)

ソフトコード
詳細調査中

一般集合住宅において、ソフトコード及び家庭用こんろの一
部を焼損し、需要家1名が軽傷を負う火災事故が発生しまし
た。東京瓦斯株式会社からは、需要家がガスこんろを取り
替えようとして、ガス栓を開けたまま、こんろ用ソフトコードを
ハサミで切ったためガスが漏えいし、何らかの着火源により
着火したものと推定されるとの報告があり、現在詳細を東京
瓦斯株式会社が調査中です。

東京瓦斯（株） 0 0 1

12月21日 27：大阪府 大阪市 瞬間湯沸器

リンナイ（株）
RUX-
1605PSOU
1988年01月
製造

一般集合住宅で入浴中の住人１名が死亡する一酸化炭素
中毒事故が発生しました。原因は、瞬間湯沸器の不完全燃
焼により一酸化炭素が発生し、何らかの要因により浴室内
に流れ込んだものと推察されますが、現在詳細を関西電力
株式会社が調査中です。

関西電力（株） 1 0 0
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1月16日 27：大阪府 寝屋川市
ふろがまバー
ナー

（株）世田谷
製作所、TA-
097UET、製造
年：調査中

一般集合住宅において、風呂釜等の一部を焼損する火災
事故が発生しました。大阪府からの報告によれば、原因は、
「ふろがまバーナー」の弁に亀裂が生じ、漏えいしたガスに
「ふろがまバーナー」の火が引火したものと推定されるとの
ことで、現在詳細を大谷ガス住設が調査中です。なお、当該
「ふろがまバーナー」については2007年から製造者がリコー
ルを行っています。

大谷ガス住設 0 0 0

1月17日 24：三重県 津市 二口ガス栓 調査中

一般集合住宅において、台所の壁を一部焼損する火災事
故が発生しました。三重県からの報告によると、原因は、需
要家が二口ガス栓の未使用側ガス栓を誤って開放し、漏え
いしたガスに何らかの要因で引火したものと推定されるとの
ことで、現在詳細をカニエＪＡＰＡＮ株式会社が調査中です。

カニエＪＡＰＡＮ
（株）

0 0 0

1月20日 21：岐阜県 羽島郡岐南町
二口ヒューズガス
栓

光陽産業
（株）
1998年2月製

一般集合住宅において、ガス栓つまみ及び屋内収容物の一
部を焼損する火災事故が発生しました。岐阜県からの報告
によれば、原因は、需要家が閉止状態の二口ヒューズガス
栓のうち、消費機器未接続側のヒューズガス栓を誤って開
放し、漏れたガスが家庭用こんろの放電火花により着火した
ものと推定されるとのことで、現在詳細を八百彦ガス株式会
社が調査中です。

八百彦ガス（株） 0 0 0

1月23日 01：北海道 札幌市
二口ヒューズガス
栓

調査中

一般集合住宅において、二口ヒューズガス栓、ゴム管及び
台所の壁等の一部を焼損する火災事故が発生しました。北
海道からの報告によれば、原因は、二口ヒューズガス栓のう
ち、消費機器接続側のヒューズガス栓からガスが漏えいし、
何らかの要因で着火したものと推定されるとのことで、現在
詳細を株式会社西ガスが調査中です。

（株）西ガス 0 0 0

負傷者
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2月18日 21：岐阜県 関市
ガスホース（ゴム
管）

調査中

一般集合住宅においてガスホース（ゴム管）、引き戸ガラス
の一部を焼損する火災事故が発生しました。岐阜県からの
報告によれば、原因は、ガス栓とテーブルこんろを接続する
ガスホースから何らかの要因で漏えいしたガスに、テーブル
こんろの火が引火したものと推定されるとのことで、現在詳
細を株式会社池田商会が調査中です。

（株）池田商会 0 0 0

2月25日 14：神奈川県 横浜市
金属フレキシブル
ホース

調査中

一般集合住宅において、住人１名が負傷し、2階2室を焼損
する火災事故が発生しました。神奈川県からの報告によれ
ば、原因は、ガスストーブ器具栓と金属フレキシブルホース
の接続部から何らかの要因で漏えいしたガスに、ガスストー
ブの火が引火したものと推定されるとのことで、現在詳細を
大洋商事株式会社が調査中です。

大洋商事（株） 0 0 1

8月5日 04：宮城県 仙台市 調整器 調査中

一般集合住宅において、住人1名が負傷する火災事故が発
生しました。原因は、住人が質量販売のLPガス容器（5kg）
のつなぎ替えを行った際に、容器と調整器の接続が不完全
な状態で、漏えいしたガスにバーベキューグリルの火が引
火し、軽度の火傷を負ったものと推定されますが、現在詳細
を丸片機水工業株式会社が調査中です。

丸片機水工業
（株）

0 0 1

9月26日 21：岐阜県 郡上市
二口ヒューズガス
栓

調査中

一般住宅において、ガス栓つまみを一部焼損する火災事故
が発生しました。岐阜県からの報告によると、原因は、需要
家が二口ガス元栓の未使用側ガス元栓を誤って開放し、漏
えいしたガスに何らかの要因で引火したものと推定されま
す。現在詳細をめぐみの農業協同組合が調査中です。

めぐみの農業協
同組合

0 0 0
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