
事故件数（火薬類）

■２０１６年からの事故概要別管内・全国事故件数の推移

 2020年は新型コロナウィルス対策のため花火大会が自粛される等の影響があり、煙火事故が大幅に減少した。
 煙火事故は減少したが、手持ち花火やロケット花火等のがん具煙火事故が増加した。

2020年事故概要別比率

全国事故件数 公益社団法人火薬類保安協会火薬事故報告

管内事故件数 火薬類取締法（昭和２６年法律第２０４号）第４
６条第１項の規定に基づく届出に係る集計
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産業火薬	2015	2016	2017	2018	2019	0	2	4	5	2	煙火	2015	2016	2017	2018	2019	10	15	6	18	21	がん具煙火	2015	2016	2017	2018	2019	2	1	3	4	3	管内事故件数合計	

2015	2016	2017	2018	2019	12	18	13	27	26	全国事故件数	

2015	2016	2017	61	66	58	72	57	管内事故件数

全国事故件数





H31Ａ



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						2		(3)		0		0		3		10		(7)		1		1		5		3		(3)		2		0		1		4		(4)		0		1		3		4		(6)		0		2		4

		火災 カサイ						14		(7)		0		3		4		6		(3)		0		1		2		6		(1)		0		1		0		5		(0)		0		0		0		10		(2)		0		0		2

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						121		(12)		0		0		12		157		(4)		0		0		4		228		(4)		0		1		3		234		(3)		0		1		2		290		(13)		0		1		12

		破裂・破損 ハレツ ハソン						7		(1)		0		1		0		9		(3)		0		1		2		10		(1)		0		0		1		11		(1)		0		0		1		17		(3)		0		0		3

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						91		-		-		-		-		101		-		-		-		-		106		-		-		-		-		94		-		-		-		-		26		-		-		-		-

		その他 タ						2		(2)		1		1		0		15		(9)		1		0		8		3		(1)		1		0		0		7		(1)		0		1		0		10		(8)		0		0		8

		合　　計 ゴウ ケイ						237		(25)		1		5		19		298		(26)		2		3		21		356		(10)		3		2		5		355		(9)		0		3		6		357		(32)		0		3		29



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				21		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		29		(0)		0		0		0		34		(0)		0		0		0		28		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				3		(3)		0		3		0		0		(0)		0		0		0		3		(2)		0		1		1		1		(1)		0		0		1		2		(2)		0		0		2

		消費
段階		漏えい				7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		3		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				40		(31)		0		1		30		27		(6)		0		2		4		21		(12)		0		1		10		22		(8)		0		0		8		30		(11)		0		2		9

				ＣＯ中毒・酸欠				2		(4)		1		0		3		2		(10)		0		0		10		3		(6)		0		0		7		0		(0)		0		0		0		3		(6)		1		0		5

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		40		-		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						73		(38)		1		4		33		54		(16)		0		2		14		59		(20)		0		2		18		76		(9)		0		0		9		121		(19)		1		2		16



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						34		(29)		0		29				36		(1)		0		1		0		60		(2)		0		2		0		53		(0)		0		0		0		62		(7)		0		7

		爆発 バクハツ						2		(0)		0		0				3		(0)		0		0		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		1		(2)		1		1

		漏えい ロウ						58		(10)		0		10				52		(6)		0		6		0		52		(4)		0		4		0		39		(3)		0		3		0		59		(4)		0		4

		破損 ハソン						2		(0)		0		0				4		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		1		0				1		(1)		0		1		0		4		(4)		0		4		0		0		(0)		0		0		0		4		(4)		0		4

		合　　計 ゴウ ケイ						96		(39)		1		39				96		(8)		0		8				118		(11)		0		11				97		(3)		0		3				127		(17)		1		16



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						2		(3)		0		0		3		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		1		2		4		(1)		0		0		1		5		(2)		1		0		1

		煙火 エンカ						18		(3)		0		0		3		10		(16)		0		1		15		15		(4)		0		2		2		6		(6)		0		0		6		18		(13)		2		0		11

		がん具煙火 グ エンカ						5		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		3		(1)		0		0		1		4		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						25		(6)		0		0		6		12		(16)		0		1		15		18		(7)		0		3		4		13		(8)		0		0		8		27		(15)		3		0		12







機密性２
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						■令和元年事故発生状況 レイワ ガンネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク										最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2019/12/31



		ガス事業法 ジギョウホウ						令和元年 レイワ ガンネン																																																										備考 ビコウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		1		(2)		0		(0)		1		(2)		2		(2)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(5)		9		(12)		1		11		0				1		2		0		2		0		2		1		0		1		0		4		(4)		0		4		0		4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		2		-		3		-		0		-		1		-		2		-		1		-		1		-		3		-		0		-		7		-		2		-		1		-		23		-		-		-		-				12		-		-		-		-		16		-		-		-		-		18		-		-		-		-		24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		1		-		0		-		1		-		1		-		1		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		5		-		-		-		-				13		-		-		-		-		8		-		-		-		-		4		-		-		-		-		12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		7		-		6		-		5		-		5		-		5		-		5		-		13		-		5		-		7		-		7		-		6		-		7		-		78		-		-		-		-				67		-		-		-		-		79		-		-		-		-		72		-		-		-		-		76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				4		7		0		-		7		2		5		0		-		5		0		(0)		0		-		0		2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		8		(3)		7		(0)		13		(0)		8		(2)		11		(1)		4		(0)		2		(0)		2		(0)		4		(0)		13		(0)		11		(0)		13		(2)		96		(8)		-		8		-				97		6		-		6		-		114		7		-		7		-		126		(5)		-		5		-		159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						18		(5)		17		(0)		19		(2)		17		(4)		20		(2)		11		(0)		17		(0)		10		(0)		11		(0)		28		(0)		19		(0)		24		(7)		211		(20)		1		19		0				194		(15)		0		8		7		221		(13)		0		8		5		224		(9)		0		9		0		277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		0		-		1		-		1		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		3		-		-		-		-				2		-		-		-		-		3		-		-		-		-		5		-		-		-		-		7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		-		0		-				7		(2)		-		2		-		5		(0)		-		0		-		3		(0)		-		0		-		4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0		0				12		(2)		0		2		0		9		(0)		0		0		0		12		(1)		0		1		0		13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						18		(5)		17		(0)		20		(2)		18		(4)		20		(2)		11		(0)		19		(0)		10		(0)		11		(0)		28		(0)		19		(0)		24		(7)		215		(20)		1		19		0				206		(17)		0		10		7		230		(13)		0		8		5		236		(10)		0		10		0		290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						令和元年 レイワ ガンネン																																																										備考 ビコウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(2)		0		0		2				4		(6)		0		2		4		4		(4)		0		1		3		3		(3)		2		0		1		10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		2		(1)		2		(1)		0		(0)		2		(1)		2		(1)		11		(8)		1		1		6				10		(2)		0		0		2		5		(0)		0		0		0		6		(1)		0		1		0		6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						21		(13)		28		(0)		21		(1)		17		(0)		24		(1)		15		(1)		20		(0)		14		(0)		17		(1)		17		(1)		20		(1)		17		(0)		232		(19)		0		4		15				297		(13)		0		1		12		234		(3)		0		1		2		229		(4)		0		1		3		157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		1		(1)		0		(0)		2		(0)		6		(3)		0		0		3				17		(3)		0		0		3		11		(1)		0		0		1		10		(1)		0		0		1		9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						0		-		2		-		1		-		2		-		1		-		0		-		1		-		0		-		4		-		5		-		1		-		0		-		17		-		-		-		-				26		-		-		-		-		95		-		-		-		-		106		-		-		-		-		101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(2)		0		0		2				10		(8)		0		0		8		7		(1)		0		1		0		3		(1)		1		0		0		15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						21		(13)		33		(0)		23		(1)		24		(7)		25		(1)		16		(2)		21		(0)		16		(1)		24		(4)		24		(2)		23		(2)		23		(1)		274		(34)		1		5		28				364		(32)		0		3		29		356		(9)		0		3		6		357		(10)		3		2		5		298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						令和元年 レイワ ガンネン																																																										備考 ビコウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				1		(0)		3		(0)		3		(0)		2		(0)		4		(0)		3		(0)		3		(0)		4		(0)		4		(0)		2		(0)		5		(0)		2		(0)		36		(0)		0		0		0				29		(0)		0		0		0		34		(0)		0		0		0		29		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		0		1				2		(2)		0		0		2		1		(1)		0		0		1		3		(2)		0		1		1		0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				1		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		4		(0)		2		(0)		3		(0)		3		(0)		4		(0)		3		(0)		26		(0)		0		0		0				21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0		3		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				1		(0)		0		(0)		2		(0)		3		(0)		2		(9)		3		(3)		2		(0)		0		(0)		2		(1)		3		(0)		0		(0)		2		(0)		20		(13)		0		1		12				30		(11)		0		0		11		22		(8)		0		0		8		21		(12)		0		1		10		27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(6)		1		0		5		0		(0)		0		0		0		3		(6)		0		0		7		2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						8		-		6		-		3		-		7		-		6		-		2		-		4		-		4		-		3		-		31		-		5		-		10		-		89		-		-		-		-				40		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						11		(0)		11		(0)		9		(1)		12		(0)		14		(9)		10		(3)		13		(0)		10		(0)		12		(1)		39		(0)		14		(0)		17		(0)		172		(14)		0		1		13				125		(19)		1		0		18		76		(9)		0		0		9		59		(20)		0		2		18		54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						令和元年																																																										備考 ビコウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						9		(0)		5		(0)		5		(1)		6		(0)		4		(0)		5		(0)		1		(0)		1		(0)		4		(1)		4		(1)		2		(0)		9		(3)		55		(6)		0		6						59		(7)		0		7				53		(0)		0		0		0		60		(2)		0		2		0		36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		0		1						1		(2)		1		1				0		(0)		0		0		0		1		(1)		0		1		0		3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						8		(0)		6		(0)		3		(0)		3		(1)		3		(2)		9		(0)		2		(0)		4		(0)		6		(3)		14		(0)		2		(0)		4		(0)		64		(6)		0		6						56		(4)		0		4				39		(3)		0		3		0		52		(4)		0		4		0		52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0						1		(0)		0		0				5		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						2		(1)		0		1				0		(0)		0		0		0		4		(4)		0		4		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						17		(0)		11		(0)		8		(1)		9		(1)		7		(2)		16		(0)		5		(1)		5		(0)		12		(4)		18		(1)		4		(0)		13		(3)		125		(13)		0		13						119		(14)		1		13				97		(3)		0		3				118		(11)		0		11				96		(8)		0		8				96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						令和元年 レイワ ガンネン																																																										備考 ビコウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0				2		(1)		0		0		1				5		(2)		1		0		1		4		(1)		0		0		1		2		(3)		0		1		2		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						2		(1)		0		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		1		(0)		4		(0)		7		(3)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		0				21		(4)		0		1		3				18		(13)		2		0		11		6		(6)		0		0		6		15		(4)		0		2		2		10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0				3		(1)		0		0		1				4		(0)		0		0		0		3		(1)		0		0		1		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						3		(1)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(1)		8		(4)		3		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		26		(6)		0		1		5				27		(15)		3		0		12		13		(8)		0		0		8		18		(7)		0		3		4		12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27







機密性２




H30

						■平成３０年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク										最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2018/12/31



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		2		0				2		1		0		1		0		4		(4)		0		4		0		4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		0		-		1		-		0		-		2		-		1		-		1		-		0		-		2		-		2		-		1		-		0		-		2		-		12		-		-		-		-				16		-		-		-		-		18		-		-		-		-		24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		1		-		0		-		0		-		1		-		2		-		0		-		1		-		6		-		1		-		0		-		0		-		1		-		13		-		-		-		-				8		-		-		-		-		4		-		-		-		-		12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		5		-		4		-		1		-		2		-		3		-		7		-		5		-		3		-		8		-		7		-		10		-		12		-		67		-		-		-		-				79		-		-		-		-		72		-		-		-		-		76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		1		(2)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		4		(7)		0		-		7				2		5		0		-		5		0		(0)		0		-		0		2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		10		(0)		8		(1)		11		(2)		6		(0)		11		(1)		6		(1)		7		(1)		4		(0)		6		(0)		12		(0)		9		(0)		7		(0)		97		(6)		-		6		-				114		7		-		7		-		126		(5)		-		5		-		159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						17		(2)		13		(1)		13		(5)		12		(2)		17		(1)		14		(1)		14		(2)		15		(0)		17		(0)		21		(1)		19		(0)		22		(0)		194		(15)		0		8		7				221		(13)		0		8		5		224		(9)		0		9		0		277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0		0				1		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		2		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		1		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		2		-		-		-		-				3		-		-		-		-		5		-		-		-		-		7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		2		(2)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		7		(2)		-		2		-				5		(0)		-		0		-		3		(0)		-		0		-		4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						2		(2)		2		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		12		(2)		0		2		0				9		(0)		0		0		0		12		(1)		0		1		0		13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						19		(4)		15		(1)		13		(5)		14		(2)		19		(1)		15		(1)		14		(2)		15		(0)		18		(0)		21		(1)		19		(0)		24		(0)		206		(17)		0		10		7				230		(13)		0		8		5		236		(10)		0		10		0		290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		2		(3)		0		(0)		0		(0)		4		(6)		0		2		4				4		(4)		0		1		3		3		(3)		2		0		1		10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		0		(0)		1		(1)		2		(1)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		10		(2)		0		0		2				5		(0)		0		0		0		6		(1)		0		1		0		6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						18		(0)		16		(1)		14		(1)		21		(1)		25		(0)		28		(8)		58		(0)		24		(1)		20		(0)		33		(0)		17		(1)		16		(0)		290		(13)		0		1		12				234		(3)		0		1		2		228		(4)		0		1		3		157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(1)		2		(1)		1		(0)		1		(1)		17		(3)		0		0		3				11		(1)		0		0		1		10		(1)		0		0		1		9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						7		-		8		-		4		-		2		-		0		-		1		-		2		-		1		-		0		-		0		-		1		-		0		-		26		-		-		-		-				94		-		-		-		-		106		-		-		-		-		101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(6)		2		(1)		1		(0)		10		(8)		0		0		8				7		(1)		0		1		0		3		(1)		1		0		0		15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						29		(1)		26		(1)		20		(1)		24		(1)		28		(0)		35		(8)		62		(0)		30		(5)		24		(2)		38		(10)		23		(2)		18		(1)		357		(32)		0		3		29				355		(9)		0		3		6		356		(10)		3		2		5		298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				2		(0)		2		(0)		5		(0)		1		(0)		4		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(0)		3		(0)		3		(0)		28		(0)		0		0		0				34		(0)		0		0		0		29		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		2		(2)		0		0		2				1		(1)		0		0		1		3		(2)		0		1		1		0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				2		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		6		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		3		(0)		1		(0)		18		(0)		0		0		0				19		(0)		0		0		0		3		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				2		(1)		1		(0)		3		(0)		1		(0)		4		(1)		3		(0)		1		(0)		2		(1)		2		(1)		4		(0)		4		(1)		3		(6)		30		(11)		0		2		9				22		(8)		0		0		8		21		(12)		0		1		10		27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(6)		1		0		5				0		(0)		0		0		0		3		(6)		0		0		7		2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ								-				-				-		4		-		5		-		10		-		5		-		5		-		0		-		3		-		4		-		4		-		40		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(2)		4		(0)		10		(0)		6		(0)		20		(3)		15		(0)		9		(3)		9		(2)		5		(1)		10		(0)		14		(1)		12		(7)		121		(19)		1		2		16				76		(9)		0		0		9		59		(20)		0		2		18		54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						3		(0)		3		(0)		8		(1)		6		(0)		10		(0)		4		(1)		4		(1)		8		(2)		4		(0)		4		(1)		6		(1)		2		(0)		62		(7)		0		7						53		(0)		0		0		0		60		(2)		0		2		0		36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		1		1						0		(0)		0		0		0		1		(1)		0		1		0		3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						6		(1)		8		(0)		5		(1)		4		(0)		6		(0)		2		(0)		3		(0)		4		(0)		4		(0)		6		(1)		4		(0)		7		(1)		59		(4)		0		4						39		(3)		0		3		0		52		(4)		0		4		0		52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0						5		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		4		(4)		0		4						0		(0)		0		0		0		4		(4)		0		4		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						9		(1)		11		(0)		13		(2)		11		(0)		18		(3)		7		(2)		7		(1)		12		(2)		9		(2)		10		(2)		10		(1)		10		(1)		127		(17)		1		16						97		(3)		0		3				118		(11)		0		11				96		(8)		0		8				96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						1		(1)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(2)		1		0		1				4		(1)		0		0		1		2		(3)		0		1		2		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(2)		3		(0)		8		(1)		1		(0)		2		(10)		1		(0)		0		(0)		18		(13)		2		0		11				6		(6)		0		0		6		15		(4)		0		2		2		10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0		0				3		(1)		0		0		1		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						1		(1)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		1		(2)		4		(0)		10		(2)		2		(0)		2		(10)		1		(0)		1		(0)		27		(15)		3		0		12				13		(8)		0		0		8		18		(7)		0		3		4		12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２




H29

						■平成２９年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2017/10/1



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(1)		0		1		0				4		(4)		0		4		0		4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		0		-		0		-		2		-		1		-		0		-		0		-		2		-		1		-		0		-		4		-		3		-		3		-		16		-		-		-		-				18		-		-		-		-		24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		1		-		1		-		0		-		0		-		1		-		2		-		0		-		1		-		0		-		2		-		8		-		-		-		-				4		-		-		-		-		12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		6		-		7		-		4		-		1		-		7		-		7		-		7		-		6		-		4		-		10		-		14		-		6		-		79		-		-		-		-				72		-		-		-		-		76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		2		(5)		0		-		5				0		(0)		0		-		0		2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		11		(0)		11		(1)		5		(0)		8		(2)		12		(0)		10		(0)		8		(1)		8		(0)		8		(0)		14		(0)		6		(1)		13		(2)		114		(7)		-		7		-				126		(5)		-		5		-		159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						17		(0)		18		(1)		12		(0)		12		(5)		19		(0)		18		(1)		18		(1)		17		(0)		12		(0)		30		(0)		23		(1)		25		(4)		221		(13)		0		8		5				224		(9)		0		9		0		277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		0		0				1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				2		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		1		-		1		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		3		-		-		-		-				5		-		-		-		-		7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				1		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		5		(0)		-		0		-				3		(0)		-		0		-		4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						1		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		9		(0)		0		0		0				12		(1)		0		1		0		13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						18		(0)		19		(1)		14		(0)		13		(5)		20		(0)		18		(1)		19		(1)		17		(0)		12		(0)		30		(0)		24		(1)		26		(4)		230		(13)		0		8		5				236		(10)		0		10		0		290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(1)		2		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(4)		0		1		3				3		(3)		2		0		1		10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						2		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		5		(0)		0		0		0				6		(1)		0		1		0		6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						18		(0)		24		(0)		19		(1)		19		(0)		18		(0)		17		(0)		23		(0)		17		(1)		16		(0)		20		(0)		19		(0)		24		(1)		234		(3)		0		1		2				228		(4)		0		1		3		157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		11		(1)		0		0		1				10		(1)		0		0		1		9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						11		-		7		-		7		-		7		-		7		-		6		-		5		-		7		-		6		-		7		-		12		-		12		-		94		-		-		-		-				106		-		-		-		-		101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		7		(1)		0		1		0				3		(1)		1		0		0		15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						32		(0)		32		(0)		28		(1)		29		(0)		27		(0)		24		(0)		32		(2)		27		(4)		24		(0)		28		(0)		33		(0)		39		(2)		355		(9)		0		3		6				356		(10)		3		2		5		298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				4		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		3		(0)		5		(0)		6		(0)		3		(0)		4		(0)		2		(0)		2		(0)		34		(0)		0		0		0				29		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		0		1				3		(2)		0		1		1		0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				2		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		3		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		3		(0)		0		(0)		3		(0)		19		(0)		0		0		0				3		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(1)		2		(1)		0		(0)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		4		(1)		2		(2)		3		(3)		22		(8)		0		0		8				21		(12)		0		1		10		27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(6)		0		0		7		2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		合　　計 ゴウ ケイ						8		(1)		5		(0)		4		(0)		5		(1)		5		(1)		4		(0)		9		(0)		7		(0)		6		(0)		11		(1)		4		(2)		8		(3)		76		(9)		0		0		9				59		(20)		0		2		18		54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						7		(0)		3		(0)		4		(0)		5		(0)		3		(0)		3		(0)		2		(0)		3		(0)		1		(0)		10		(0)		5		(0)		7		(0)		53		(0)		0		0						60		(2)		0		2		0		36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						1		(1)		0		1		0		3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						3		(0)		4		(3)		1		(0)		3		(0)		5		(0)		3		(0)		3		(0)		4		(0)		4		(0)		3		(0)		3		(0)		3		(0)		39		(3)		0		3						52		(4)		0		4		0		52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		5		(0)		0		0						1		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						4		(4)		0		4		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						11		(0)		7		(3)		5		(0)		8		(0)		8		(0)		6		(0)		6		(0)		8		(0)		6		(0)		13		(0)		9		(0)		10		(0)		97		(3)		0		3						118		(11)		0		11				96		(8)		0		8				96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(1)		4		(1)		0		0		1				2		(3)		0		1		2		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		3		(3)		0		(0)		1		(0)		1		(2)		0		(0)		6		(6)		0		0		6				15		(4)		0		2		2		10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		0		0		1				1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(0)		5		(4)		0		(0)		2		(0)		1		(2)		1		(1)		13		(8)		0		0		8				18		(7)		0		3		4		12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２




H28

						■平成２８年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2016/12/1



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(1)		1		(1)		0		(0)		4		(4)		0		4		0				4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		2		-		0		-		3		-		1		-		4		-		1		-		0		-		3		-		0		-		1		-		3		-		0		-		18		-		-		-		-				24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		1		-		1		-		0		-		0		-		4		-		-		-		-				12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		7		-		3		-		4		-		11		-		3		-		6		-		4		-		5		-		5		-		12		-		5		-		7		-		72		-		-		-		-				76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		16		(0)		8		(0)		8		(1)		9		(2)		12		(1)		13		(0)		8		(0)		7		(0)		5		(0)		10		(0)		11		(1)		19		(0)		126		(5)		-		5		-				159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						26		(0)		11		(0)		15		(1)		21		(2)		19		(1)		21		(1)		12		(0)		16		(0)		12		(1)		25		(1)		20		(2)		26		(0)		224		(9)		0		9		0				277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0		0				2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		2		(1)		0		1		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		2		-		2		-		0		-		5		-		-		-		-				7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		-		0		-				4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		2		(1)		12		(1)		0		1		0				13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						27		(0)		12		(0)		16		(1)		22		(2)		19		(1)		22		(1)		13		(0)		16		(0)		12		(1)		27		(1)		22		(2)		28		(1)		236		(10)		0		10		0				290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(3)		2		0		1				10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		0		(0)		6		(1)		0		1		0				6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						16		(1)		15		(0)		21		(3)		15		(0)		17		(0)		16		(0)		26		(0)		17		(0)		25		(0)		21		(0)		16		(0)		23		(0)		228		(4)		0		1		3				157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						2		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		0		(0)		10		(1)		0		0		1				9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						8		-		6		-		13		-		11		-		10		-		8		-		8		-		6		-		4		-		7		-		16		-		9		-		106		-		-		-		-				101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						1		(0)		1		(1)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		1		0		0				15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						27		(2)		22		(1)		36		(3)		29		(1)		28		(1)		26		(0)		34		(0)		25		(0)		30		(1)		30		(0)		37		(1)		32		(0)		356		(10)		3		2		5				298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				3		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		3		(0)		2		(0)		3		(0)		8		(0)		3		(0)		1		(0)		1		(0)		2		(0)		29		(0)		0		0		0				18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(2)		0		1		1				0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0		0				7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(1)		5		(5)		3		(1)		3		(0)		2		(4)		0		(0)		1		(0)		2		(1)		21		(12)		0		1		10				27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		1		(1)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(6)		0		0		7				2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		合　　計 ゴウ ケイ						4		(0)		3		(1)		4		(3)		1		(0)		6		(1)		8		(7)		6		(1)		12		(0)		6		(6)		1		(0)		3		(0)		5		(1)		59		(20)		0		2		18				54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						2		(0)		9		(0)		4		(0)		2		(0)		10		(0)		5		(0)		2		(0)		7		(1)		4		(1)		4		(0)		5		(0)		6		(0)		60		(2)		0		2						36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(1)		0		1						3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						3		(0)		0		(0)		5		(0)		4		(0)		3		(0)		6		(0)		4		(1)		5		(3)		7		(0)		9		(0)		2		(0)		4		(0)		52		(4)		0		4						52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0						4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(4)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(4)		0		4						1		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						5		(0)		9		(0)		10		(0)		6		(0)		14		(0)		11		(0)		6		(1)		13		(8)		13		(1)		13		(0)		8		(1)		10		(0)		118		(11)		0		11						96		(8)		0		8				96		(39)		0		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						1		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		0		1		2				0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		7		(2)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		2		(2)		15		(4)		0		2		2				10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0		0				2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						1		(0)		2		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		8		(2)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		2		(2)		18		(7)		0		3		4				12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２




H27

						■平成２７年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2016/1/1



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(4)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		4		(5)		0		5		0				4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		1		-		2		-		3		-		1		-		0		-		2		-		2		-		5		-		2		-		3		-		1		-		2		-		24		-		-		-		-				26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		2		-		1		-		0		-		2		-		2		-		2		-		2		-		1		-		0		-		0		-		0		-		12		-		-		-		-				9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		5		-		6		-		4		-		7		-		2		-		7		-		12		-		7		-		8		-		5		-		5		-		8		-		76		-		-		-		-				77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		2		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		1		-		2				3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		17		(1)		19		(0)		10		(0)		12		(0)		10		(0)		8		(0)		8		(0)		18		(1)		13		(3)		7		(0)		17		(1)		20		(1)		159		(7)		-		7		-				297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						25		(4)		29		(0)		18		(0)		20		(0)		17		(4)		19		(0)		24		(0)		32		(1)		24		(3)		15		(0)		23		(1)		31		(2)		277		(15)		1		12		2				416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0		0				4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		2		-		1		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		3		-		0		-		0		-		0		-		7		-		-		-		-				8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		-		0		-				7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						2		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		4		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		13		(0)		0		0		0				20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						27		(4)		30		(0)		18		(0)		23		(0)		18		(4)		19		(0)		25		(0)		33		(1)		28		(3)		15		(0)		23		(1)		31		(2)		290		(15)		1		12		2				436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		1		(1)		1		(0)		2		(3)		1		(0)		2		(2)		1		(0)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		10		(7)		1		1		5				2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(2)		2		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		6		(3)		0		1		2				14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						6		(0)		5		(2)		19		(1)		20		(0)		16		(0)		12		(0)		17		(0)		20		(0)		8		(0)		13		(0)		11		(1)		10		(0)		157		(4)		0		0		4				121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(1)		1		(0)		2		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		9		(3)		0		1		2				7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						8		-		7		-		3		-		16		-		8		-		2		-		8		-		5		-		16		-		5		-		10		-		13		-		101		-		-		-		-				91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						3		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(7)		0		(0)		2		(1)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(1)		1		(0)		15		(9)		1		0		8				2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						18		(0)		16		(3)		25		(1)		41		(11)		28		(1)		20		(5)		30		(2)		28		(0)		26		(1)		18		(0)		24		(2)		24		(0)		298		(26)		2		3		21				237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				3		(0)		3		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(0)		3		(0)		18		(0)		0		0		0				21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				2		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		7		(0)		0		0		0				7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				2		(0)		1		(0)		3		(0)		5		(2)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		1		(1)		5		(1)		3		(0)		1		(0)		2		(2)		27		(6)		0		2		4				40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		1		(7)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(10)		0		0		10				2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(0)		5		(7)		3		(0)		6		(2)		3		(0)		3		(3)		3		(0)		3		(1)		7		(1)		5		(0)		3		(0)		6		(2)		54		(16)		0		2		14				73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						4		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		4		(0)		5		(0)		6		(0)		1		(0)		2		(0)		5		(0)		3		(1)		36		(1)		0		1						34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0						2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						2		(0)		6		(0)		7		(2)		3		(0)		2		(0)		1		(0)		6		(3)		6		(0)		5		(0)		5		(0)		4		(1)		5		(0)		52		(6)		0		6						58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0						2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		1						0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(0)		7		(0)		10		(2)		5		(0)		5		(0)		6		(0)		11		(3)		12		(0)		8		(1)		7		(0)		10		(1)		8		(1)		96		(8)		0		8						96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(10)		5		(5)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(0)		10		(16)		0		1		15				18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0		0				5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(10)		5		(5)		0		(0)		0		(0)		2		(1)		1		(0)		12		(16)		0		1		15				25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２




H26

						■平成２６年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						42104



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(5)		0		5		0				7		(16)		1		13		2		1		(1)		0		0		1

						供給支障		1		-		1		-		3		-		3		-		3		-		4		-		1		-		2		-		1		-		3		-		1		-		3		-		26		-		-		-		-				22		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		1		-		1		-		1		-		1		-		1		-		2		-		0		-		1		-		1		-		0		-		9		-		-		-		-				11		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		9		-		6		-		4		-		7		-		2		-		10		-		3		-		3		-		7		-		15		-		6		-		5		-		77		-		-		-		-				40		-		-		-		-		39		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		1		(2)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(4)		3		(7)		1		-		6				1		(3)		0		-		3		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		26		(0)		40		(1)		24		(0)		20		(0)		31		(1)		26		(0)		29		(1)		19		(0)		12		(0)		23		(1)		23		(1)		24		(2)		297		(7)		-		7		-				316		(6)		-		6		-		206		(14)		-		14		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						37		(2)		47		(1)		33		(1)		32		(1)		38		(2)		41		(0)		34		(1)		27		(2)		21		(1)		42		(1)		31		(1)		33		(6)		416		(19)		1		12		6				397		(25)		1		19		5		274		(15)		0		14		1

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0		0				4		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				2		(2)		0		2		0		0		(0)		0		0		0

						供給支障		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		2		-		0		-		2		-		1		-		1		-		1		-		0		-		8		-		-		-		-				6		-		-		-		-		3		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)				-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		1		(1)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		7		(2)		-		2		-				9		(0)		-		0		-		4		(1)		-		1		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						3		(1)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		0		(0)		4		(1)		1		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		20		(2)		0		2		0				22		(2)		0		2		0		13		(1)		0		1		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						40		(3)		50		(1)		34		(1)		32		(1)		39		(2)		44		(0)		34		(1)		31		(3)		22		(1)		43		(1)		33		(1)		34		(6)		436		(21)		1		14		6				419		(27)		1		21		5		287		(16)		0		15		1



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		0		0		3				2		(1)		0		0		1		8		(5)		0		4		1

		火災 カサイ						0		(0)		1		(1)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		4		(5)		2		(0)		3		(0)		14		(7)		0		3		4				10		(4)		0		0		4		15		(7)		0		0		7

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						10		(0)		15		(0)		9		(0)		12		(0)		9		(0)		10		(0)		12		(1)		10		(11)		12		(0)		6		(0)		12		(0)		4		(0)		121		(12)		0		0		12				144		(6)		0		0		6		144		(9)		0		1		8

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		7		(1)		0		1		0				6		(1)		0		0		1		9		(5)		1		0		4

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						20		-		10		-		5		-		5		-		10		-		7		-		10		-		4		-		2		-		5		-		9		-		4		-		91		-		-		-		-				131		-		-		-		-		181		-		-		-		-

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(2)		1		1		0				1		(0)		0		0		0		9		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						31		(0)		27		(1)		16		(0)		19		(1)		21		(2)		18		(0)		23		(3)		16		(12)		16		(1)		16		(5)		23		(0)		11		(0)		237		(25)		1		5		19				294		(12)		0		0		12		366		(26)		1		5		20



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				3		(0)		8		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		21		(0)		0		0		0				19		(0)		0		0		0		23		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(3)		3		(3)		0		3		0				2		(2)		0		1		1		1		(0)		0		0		0

		消費
段階		漏えい				1		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		7		(0)		0		0		0				10		(0)		0		0		0		8		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				3		(3)		2		(1)		2		(1)		2		(2)		3		(4)		3		(0)		9		(10)		4		(5)		6		(4)		1		(0)		2		(1)		3		(0)		40		(31)		0		1		30				45		(17)		0		0		17		49		(25)		0		3		22

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(4)		1		0		3				2		(2)		1		0		1		4		(10)		1		0		9

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(3)		15		(4)		2		(1)		3		(2)		5		(4)		3		(0)		12		(11)		4		(5)		9		(4)		3		(0)		5		(1)		5		(3)		73		(38)		1		4		33				78		(21)		1		1		19		85		(35)		1		3		31



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						3		(1)		2		(0)		6		(5)		4		(0)		1		(1)		6		(0)		2		(0)		3		(0)		0		(0)		2		(0)		3		(0)		2		(22)		34		(29)		0		29						36		(0)		0		0				34		(7)		0		7

		爆発 バクハツ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0						4		(1)		1		0				1		(1)		0		1

		漏えい ロウ						3		(3)		5		(0)		4		(0)		5		(0)		3		(0)		7		(1)		5		(1)		8		(0)		5		(0)		4		(3)		5		(2)		4		(0)		58		(10)		0		10						79		(0)		0		0				60		(2)		0		2

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0						2		(0)		0		0				8		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						0		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(4)		7		(0)		10		(5)		10		(0)		4		(1)		14		(1)		7		(1)		11		(0)		5		(0)		6		(3)		9		(2)		6		(22)		96		(39)		0		39						121		(1)		1		0				105		(10)		0		10



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		0		0		3				1		(2)		0		1		1		2		(1)		0		0		1

		煙火 エンカ						2		(0)		0		(0)		1		(1)		3		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(0)		3		(1)		2		(1)		2		(0)		2		(0)		0		(0)		18		(3)		0		0		3				24		(19)		0		1		18		14		(14)		0		1		13

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(0)		0		0		0				2		(9)		0		1		8		0		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						2		(0)		0		(0)		1		(1)		3		(0)		2		(0)		0		(0)		5		(3)		5		(1)		2		(1)		2		(0)		2		(0)		1		(0)		25		(6)		0		0		6				27		(30)		0		3		27		16		(15)		0		1		14























機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２




液石年件数

		ＬＰガス法 ホウ



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

		概要 ガイヨウ		2015		2016		2017		2018		2019		2019

		供給段階での漏えい		18		29		34		29		36		43%

		供給段階での漏えい爆発・火災		0		3		1		2		1		1%

		消費段階での漏えい		7		3		19		21		25		30%

		消費段階での漏えい爆発・火災		27		21		22		30		21		25%

		消費段階でのＣＯ中毒・酸欠		2		3		0		3		0		0%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		54		59		76		85		83		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン

Windows ユーザー: 2019年3月の液石小委員会の資料から引用		182		140		195		211		198

		※2018年4月から液石関係の「盗難・喪失」は液石事故として計上するようになったが、本省で取りまとめている事故統計資料に含まれていなかったため、当部の資料でも扱わないこととする。 ネン ガツ エキセキ カンケイ トウナン ソウシツ エキセキ ジコ ケイジョウ ホンショウ ト ジコ トウケイ シリョウ フク トウブ シリョウ アツカ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


供給段階での漏えい	2015	2016	2017	2018	2019	18	29	34	29	36	供給段階での漏えい爆発・火災	2015	2016	2017	2018	2019	0	3	1	2	1	消費段階での漏えい	2015	2016	2017	2018	2019	7	3	19	21	25	消費段階での漏えい爆発・火災	2015	2016	2017	2018	2019	27	21	22	30	21	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	2015	2016	2017	2018	2019	2	3	0	3	0	#REF!	

2015	2016	2017	2018	2019	1	管内事故件数合計	

2015	2016	2017	2018	2019	54	59	76	85	83	全国事故件数	

2015	2016	2017	2018	2019	182	140	195	211	198	管内事故件数

全国事故件数













供給段階での漏えい	供給段階での漏えい爆発・火災	消費段階での漏えい	消費段階での漏えい爆発・火災	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	0.43373493975903615	1.2048192771084338E-2	0.30120481927710846	0.25301204819277107	0	

液石年死傷者

		ＬＰガス法 ホウ



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給段階での漏えい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%

		供給段階での漏えい爆発・火災		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		2		0		0		1		1		7%

		消費段階での漏えい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%

		消費段階での漏えい爆発・火災		0		2		4		0		1		10		0		0		8		0		0		11		0		1		12		13		93%

		消費段階でのＣＯ中毒・酸欠		0		0		10		0		0		7		0		0		0		1		0		5		0		0		0		0		0%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		0		2		14		0		2		18		0		0		9		1		0		18		0		1		13		14		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


供給段階での漏えい	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	供給段階での漏えい爆発・火災	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	消費段階での漏えい	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消費段階での漏えい爆発・火災	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	2	4	0	1	10	0	0	8	0	0	11	0	1	12	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	10	0	0	7	0	0	0	1	0	5	0	0	0	年間死傷者数



管内死傷者数合計	





供給段階での漏えい	供給段階での漏えい爆発・	火災	消費段階での漏えい	消費段階での漏えい爆発・火災	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	0	7.1428571428571425E-2	0	0.9285714285714286	0	

高圧年件数

		高圧ガス法 コウアツ ホウ



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

		概要 ガイヨウ		2015		2016		2017		2018		2019		2019

		爆発 バクハツ		10		3		4		4		3		1%

		火災 カサイ		6		6		5		10		11		4%

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ		157		229		234		297		232		85%

		破裂・破損 ハレツ ハソン		9		10		11		17		6		2%

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ		101		106		95		26		17		6%

		その他 タ		15		3		7		10		5		2%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		298		357		356		364		274		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン		764		950		824		870

		全国事故件数は高圧ガス保安協会のＨＰから引用（体裁が本省ＨＰと同様だが本省はアップデートされていないため） ゼンコク ジコ ケンスウ コウアツ ホアン キョウカイ インヨウ テイサイ ホンショウ ドウヨウ ホンショウ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


爆発	2015	2016	2017	2018	2019	10	3	4	4	3	火災	2015	2016	2017	2018	2019	6	6	5	10	11	噴出・漏えい	2015	2016	2017	2018	2019	157	229	234	297	232	破裂・破損	2015	2016	2017	2018	2019	9	10	11	17	6	盗難・喪失	2015	2016	2017	2018	2019	101	106	95	26	17	その	他	2015	2016	2017	2018	2019	15	3	7	10	5	管内事故件数合計	

2015	2016	2017	2018	2019	298	357	356	364	274	全国事故件数	2015	2016	2017	2018	764	950	824	870	管内事故件数

全国事故件数

















爆発	火災	噴出・漏えい	破裂・破損	盗難・喪失	その他	1.0948905109489052E-2	4.0145985401459854E-2	0.84671532846715325	2.1897810218978103E-2	6.2043795620437957E-2	1.824817518248	175E-2	



高圧年死傷者

		高圧ガス法 コウアツ ホウ



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ		1		1		5		2		0		1		0		1		3		0		2		4		0		0		2		2		6%

		火災 カサイ		0		1		2		0		1		0		0		0		0		0		0		2		1		1		6		8		24%

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ		0		0		4		0		1		3		0		1		2		0		1		12		0		4		15		19		56%

		破裂・破損 ハレツ ハソン		0		1		2		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		3		3		9%

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		その他 タ		1		0		8		1		0		0		0		1		0		0		0		8		0		0		2		2		6%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		2		3		21		3		2		5		0		3		6		0		3		29		1		5		28		34		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


爆発	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	1	1	5	2	0	1	0	1	3	0	2	4	0	0	2	火災	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	噴出・漏えい	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	4	0	1	3	0	1	2	0	1	12	0	4	15	破裂・破損	

死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	3	盗難・喪失	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	1	0	8	1	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	2	年間死傷者数

管内死傷者数合計	











爆発	火災	噴出・漏えい	破裂・破損	盗難・喪失	その他	5.8823529411764705E-2	0.23529411764705882	0.55882352941176472	8.8235294117647065E-2	5.8823529411764705E-2	

ｺﾝﾋﾞ年件数

		コンビナート



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

				2015		2016		2017		2018		2019		2019

		出火 シュッカ		36		60		53		59		55		44%

		爆発 バクハツ		3		1		0		1		3		2%

		漏えい ロウ		52		52		39		56		64		51%

		破損 ハソン		4		1		5		1		3		2%

		その他 タ		1		4		0		2		0		0%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		96		118		97		119		125		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン		235		252		252		398

		全国事故件数は消防庁のＨＰから引用（https://www.fdma.go.jp/relocation/neuter/topics/fieldList4_16/jiko_shiryo.html） ゼンコク ジコ ケンスウ ショウボウチョウ インヨウ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


出火	2015	2016	2017	2018	2019	36	60	53	59	55	爆発	2015	2016	2017	2018	2019	3	1	0	1	3	漏えい	2015	2016	2017	2018	2019	52	52	39	56	64	破損	2015	2016	2017	2018	2019	4	1	5	1	3	その他	2015	2016	2017	2018	2019	1	4	0	2	0	管内事故件数合計	

2015	2016	2017	2018	2019	96	118	97	119	125	全国事故件数	

2015	2016	2017	235	252	252	398	管内事故件数

全国事故件数









出火	爆発	漏えい	破損	その他	0.44	2.4E-2	0.51200000000000001	2.4E-2	0	



ｺﾝﾋﾞ年死傷者

		コンビナート



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ		0		1				0		2				0		0				0		7				0		6				6		46%

		爆発 バクハツ		0		0				0		1				0		0				1		1				0		1				1		8%

		漏えい ロウ		0		6				0		4				0		3				0		4				0		6				6		46%

		破損 ハソン		0		0				0		0				0		0				0		0				0		0				0		0%

		その他 タ		0		1				0		4				0		0				0		1				0		0				0		0%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		0		8				0		11				0		3				1		13				0		13				13		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


出火	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	0	2	0	0	0	7	0	6	爆発	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	漏えい	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	6	0	4	0	3	0	4	0	6	破損	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	年間死傷者数



管内死傷者数合計	出火	爆発	漏えい	破損	その他	0.46153846153846156	7.6923076923076927E-2	0.46153846153846156	0	0	



火薬年件数

		火薬法 カヤク ホウ



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

		概要 ガイヨウ		2015		2016		2017		2018		2019

		産業火薬 サンギョウ カヤク		0		2		4		5		2		8%

		煙火 エンカ		10		15		6		18		21		81%

		がん具煙火 グ エンカ		2		1		3		4		3		12%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		12		18		13		27		26		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン		61		66		58		72		57

		全国事故件数は火薬小委(2019.3)の資料から引用（これは全国火薬類保安協会とりまとめ件数を引用したもの） ゼンコク ジコ ケンスウ カヤク ショウイ シリョウ インヨウ ゼンコク カヤク ルイ ホアン キョウカイ ケンスウ インヨウ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


産業火薬	2015	2016	2017	2018	2019	0	2	4	5	2	煙火	2015	2016	2017	2018	2019	10	15	6	18	21	がん具煙火	2015	2016	2017	2018	2019	2	1	3	4	3	管内事故件数合計	

2015	2016	2017	2018	2019	12	18	13	27	26	全国事故件数	

2015	2016	2017	61	66	58	72	57	管内事故件数

全国事故件数





産業火薬	煙火	がん具煙火	7.6923076923076927E-2	0.80769230769230771	0.11538461538461539	



火薬年死傷者

		火薬法 カヤク ホウ



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク		0		0		0		0		1		2		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		17%

		煙火 エンカ		0		1		15		0		2		2		0		0		6		2		0		11		0		1		3		4		67%

		がん具煙火 グ エンカ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		17%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		0		1		15		0		3		4		0		0		8		3		0		12		0		1		5		6		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


産業火薬	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	煙火	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	15	0	2	2	0	0	6	2	0	11	0	1	3	がん具煙火	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	年間死傷者数



管内死傷者数合計	産業火薬	煙火	がん具煙火	0.16666666666666666	0.66666666666666663	0.166666	66666666666	
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■２０１６年からの事故概要別管内死傷者数の推移

当部管内として、2018年に2008年以来の統計上の死亡事故が発生した。
 2020年（1月～12月）に発生した負傷事故は、がん具煙火原因とするもののみであった。

2020年事故概要別死傷者数比率

管内事故件数 火薬類取締法（昭和２６年法律第２０４号）第４６条第
１項の規定に基づく届出に係る集計

産業火薬, 0%

煙火, 0%

がん具煙火, 100%


Graph21



産業火薬	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	煙火	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	15	0	2	2	0	0	6	2	0	11	0	1	3	がん具煙火	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	年間死傷者数





H31Ａ



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						2		(3)		0		0		3		10		(7)		1		1		5		3		(3)		2		0		1		4		(4)		0		1		3		4		(6)		0		2		4

		火災 カサイ						14		(7)		0		3		4		6		(3)		0		1		2		6		(1)		0		1		0		5		(0)		0		0		0		10		(2)		0		0		2

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						121		(12)		0		0		12		157		(4)		0		0		4		228		(4)		0		1		3		234		(3)		0		1		2		290		(13)		0		1		12

		破裂・破損 ハレツ ハソン						7		(1)		0		1		0		9		(3)		0		1		2		10		(1)		0		0		1		11		(1)		0		0		1		17		(3)		0		0		3

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						91		-		-		-		-		101		-		-		-		-		106		-		-		-		-		94		-		-		-		-		26		-		-		-		-

		その他 タ						2		(2)		1		1		0		15		(9)		1		0		8		3		(1)		1		0		0		7		(1)		0		1		0		10		(8)		0		0		8

		合　　計 ゴウ ケイ						237		(25)		1		5		19		298		(26)		2		3		21		356		(10)		3		2		5		355		(9)		0		3		6		357		(32)		0		3		29



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				21		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		29		(0)		0		0		0		34		(0)		0		0		0		28		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				3		(3)		0		3		0		0		(0)		0		0		0		3		(2)		0		1		1		1		(1)		0		0		1		2		(2)		0		0		2

		消費
段階		漏えい				7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		3		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				40		(31)		0		1		30		27		(6)		0		2		4		21		(12)		0		1		10		22		(8)		0		0		8		30		(11)		0		2		9

				ＣＯ中毒・酸欠				2		(4)		1		0		3		2		(10)		0		0		10		3		(6)		0		0		7		0		(0)		0		0		0		3		(6)		1		0		5

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		40		-		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						73		(38)		1		4		33		54		(16)		0		2		14		59		(20)		0		2		18		76		(9)		0		0		9		121		(19)		1		2		16



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						34		(29)		0		29				36		(1)		0		1		0		60		(2)		0		2		0		53		(0)		0		0		0		62		(7)		0		7

		爆発 バクハツ						2		(0)		0		0				3		(0)		0		0		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		1		(2)		1		1

		漏えい ロウ						58		(10)		0		10				52		(6)		0		6		0		52		(4)		0		4		0		39		(3)		0		3		0		59		(4)		0		4

		破損 ハソン						2		(0)		0		0				4		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		1		0				1		(1)		0		1		0		4		(4)		0		4		0		0		(0)		0		0		0		4		(4)		0		4

		合　　計 ゴウ ケイ						96		(39)		1		39				96		(8)		0		8				118		(11)		0		11				97		(3)		0		3				127		(17)		1		16



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						2		(3)		0		0		3		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		1		2		4		(1)		0		0		1		5		(2)		1		0		1

		煙火 エンカ						18		(3)		0		0		3		10		(16)		0		1		15		15		(4)		0		2		2		6		(6)		0		0		6		18		(13)		2		0		11

		がん具煙火 グ エンカ						5		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		3		(1)		0		0		1		4		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						25		(6)		0		0		6		12		(16)		0		1		15		18		(7)		0		3		4		13		(8)		0		0		8		27		(15)		3		0		12







機密性２




R01

						■令和元年事故発生状況 レイワ ガンネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク										最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2019/12/31



		ガス事業法 ジギョウホウ						令和元年 レイワ ガンネン																																																										備考 ビコウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		1		(2)		0		(0)		1		(2)		2		(2)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(5)		9		(12)		1		11		0				1		2		0		2		0		2		1		0		1		0		4		(4)		0		4		0		4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		2		-		3		-		0		-		1		-		2		-		1		-		1		-		3		-		0		-		7		-		2		-		1		-		23		-		-		-		-				12		-		-		-		-		16		-		-		-		-		18		-		-		-		-		24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		1		-		0		-		1		-		1		-		1		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		5		-		-		-		-				13		-		-		-		-		8		-		-		-		-		4		-		-		-		-		12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		7		-		6		-		5		-		5		-		5		-		5		-		13		-		5		-		7		-		7		-		6		-		7		-		78		-		-		-		-				67		-		-		-		-		79		-		-		-		-		72		-		-		-		-		76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				4		7		0		-		7		2		5		0		-		5		0		(0)		0		-		0		2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		8		(3)		7		(0)		13		(0)		8		(2)		11		(1)		4		(0)		2		(0)		2		(0)		4		(0)		13		(0)		11		(0)		13		(2)		96		(8)		-		8		-				97		6		-		6		-		114		7		-		7		-		126		(5)		-		5		-		159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						18		(5)		17		(0)		19		(2)		17		(4)		20		(2)		11		(0)		17		(0)		10		(0)		11		(0)		28		(0)		19		(0)		24		(7)		211		(20)		1		19		0				194		(15)		0		8		7		221		(13)		0		8		5		224		(9)		0		9		0		277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		0		-		1		-		1		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		3		-		-		-		-				2		-		-		-		-		3		-		-		-		-		5		-		-		-		-		7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		-		0		-				7		(2)		-		2		-		5		(0)		-		0		-		3		(0)		-		0		-		4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0		0				12		(2)		0		2		0		9		(0)		0		0		0		12		(1)		0		1		0		13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						18		(5)		17		(0)		20		(2)		18		(4)		20		(2)		11		(0)		19		(0)		10		(0)		11		(0)		28		(0)		19		(0)		24		(7)		215		(20)		1		19		0				206		(17)		0		10		7		230		(13)		0		8		5		236		(10)		0		10		0		290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						令和元年 レイワ ガンネン																																																										備考 ビコウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(2)		0		0		2				4		(6)		0		2		4		4		(4)		0		1		3		3		(3)		2		0		1		10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		2		(1)		2		(1)		0		(0)		2		(1)		2		(1)		11		(8)		1		1		6				10		(2)		0		0		2		5		(0)		0		0		0		6		(1)		0		1		0		6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						21		(13)		28		(0)		21		(1)		17		(0)		24		(1)		15		(1)		20		(0)		14		(0)		17		(1)		17		(1)		20		(1)		17		(0)		231		(19)		0		4		15				297		(13)		0		1		12		234		(3)		0		1		2		229		(4)		0		1		3		157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		1		(1)		0		(0)		2		(0)		6		(3)		0		0		3				17		(3)		0		0		3		11		(1)		0		0		1		10		(1)		0		0		1		9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						0		-		2		-		1		-		2		-		1		-		0		-		1		-		0		-		4		-		5		-		1		-		0		-		17		-		-		-		-				26		-		-		-		-		95		-		-		-		-		106		-		-		-		-		101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(2)		0		0		2				10		(8)		0		0		8		7		(1)		0		1		0		3		(1)		1		0		0		15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						21		(13)		33		(0)		23		(1)		24		(7)		25		(1)		16		(2)		21		(0)		16		(1)		24		(4)		24		(2)		23		(2)		23		(1)		273		(34)		1		5		28				364		(32)		0		3		29		356		(9)		0		3		6		357		(10)		3		2		5		298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						令和元年 レイワ ガンネン																																																										備考 ビコウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				1		(0)		3		(0)		3		(0)		2		(0)		4		(0)		3		(0)		3		(0)		4		(0)		4		(0)		2		(0)		5		(0)		2		(0)		36		(0)		0		0		0				29		(0)		0		0		0		34		(0)		0		0		0		29		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		0		1				2		(2)		0		0		2		1		(1)		0		0		1		3		(2)		0		1		1		0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				1		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		4		(0)		2		(0)		3		(0)		3		(0)		4		(0)		3		(0)		26		(0)		0		0		0				21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0		3		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				1		(0)		0		(0)		2		(0)		3		(0)		2		(9)		3		(3)		2		(0)		0		(0)		2		(1)		3		(0)		0		(0)		2		(0)		20		(13)		0		1		12				30		(11)		0		0		11		22		(8)		0		0		8		21		(12)		0		1		10		27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(6)		1		0		5		0		(0)		0		0		0		3		(6)		0		0		7		2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						8		-		6		-		3		-		7		-		6		-		2		-		4		-		4		-		3		-		31		-		5		-		10		-		89		-		-		-		-				40		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						11		(0)		11		(0)		9		(1)		12		(0)		14		(9)		10		(3)		13		(0)		10		(0)		12		(1)		39		(0)		14		(0)		17		(0)		172		(14)		0		1		13				125		(19)		1		0		18		76		(9)		0		0		9		59		(20)		0		2		18		54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						令和元年																																																										備考 ビコウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						9		(0)		5		(0)		5		(1)		6		(0)		4		(0)		5		(0)		1		(0)		1		(0)		4		(1)		4		(1)		2		(0)		9		(3)		55		(6)		0		6						59		(7)		0		7				53		(0)		0		0		0		60		(2)		0		2		0		36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		0		1						1		(2)		1		1				0		(0)		0		0		0		1		(1)		0		1		0		3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						8		(0)		6		(0)		3		(0)		3		(1)		3		(2)		9		(0)		2		(0)		4		(0)		6		(3)		14		(0)		2		(0)		4		(0)		64		(6)		0		6						56		(4)		0		4				39		(3)		0		3		0		52		(4)		0		4		0		52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0						1		(0)		0		0				5		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						2		(1)		0		1				0		(0)		0		0		0		4		(4)		0		4		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						17		(0)		11		(0)		8		(1)		9		(1)		7		(2)		16		(0)		5		(1)		5		(0)		12		(4)		18		(1)		4		(0)		13		(3)		125		(13)		0		13						119		(14)		1		13				97		(3)		0		3				118		(11)		0		11				96		(8)		0		8				96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						令和元年 レイワ ガンネン																																																										備考 ビコウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0				2		(1)		0		0		1				5		(2)		1		0		1		4		(1)		0		0		1		2		(3)		0		1		2		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						2		(1)		0		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		1		(0)		4		(0)		7		(3)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		0				21		(4)		0		1		3				18		(13)		2		0		11		6		(6)		0		0		6		15		(4)		0		2		2		10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0				3		(1)		0		0		1				4		(0)		0		0		0		3		(1)		0		0		1		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						3		(1)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(1)		8		(4)		3		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		26		(6)		0		1		5				27		(15)		3		0		12		13		(8)		0		0		8		18		(7)		0		3		4		12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27







機密性２




H30

						■平成３０年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク										最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2018/12/31



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		2		0				2		1		0		1		0		4		(4)		0		4		0		4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		0		-		1		-		0		-		2		-		1		-		1		-		0		-		2		-		2		-		1		-		0		-		2		-		12		-		-		-		-				16		-		-		-		-		18		-		-		-		-		24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		1		-		0		-		0		-		1		-		2		-		0		-		1		-		6		-		1		-		0		-		0		-		1		-		13		-		-		-		-				8		-		-		-		-		4		-		-		-		-		12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		5		-		4		-		1		-		2		-		3		-		7		-		5		-		3		-		8		-		7		-		10		-		12		-		67		-		-		-		-				79		-		-		-		-		72		-		-		-		-		76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		1		(2)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		4		(7)		0		-		7				2		5		0		-		5		0		(0)		0		-		0		2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		10		(0)		8		(1)		11		(2)		6		(0)		11		(1)		6		(1)		7		(1)		4		(0)		6		(0)		12		(0)		9		(0)		7		(0)		97		(6)		-		6		-				114		7		-		7		-		126		(5)		-		5		-		159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						17		(2)		13		(1)		13		(5)		12		(2)		17		(1)		14		(1)		14		(2)		15		(0)		17		(0)		21		(1)		19		(0)		22		(0)		194		(15)		0		8		7				221		(13)		0		8		5		224		(9)		0		9		0		277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0		0				1		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		2		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		1		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		2		-		-		-		-				3		-		-		-		-		5		-		-		-		-		7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		2		(2)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		7		(2)		-		2		-				5		(0)		-		0		-		3		(0)		-		0		-		4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						2		(2)		2		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		12		(2)		0		2		0				9		(0)		0		0		0		12		(1)		0		1		0		13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						19		(4)		15		(1)		13		(5)		14		(2)		19		(1)		15		(1)		14		(2)		15		(0)		18		(0)		21		(1)		19		(0)		24		(0)		206		(17)		0		10		7				230		(13)		0		8		5		236		(10)		0		10		0		290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		2		(3)		0		(0)		0		(0)		4		(6)		0		2		4				4		(4)		0		1		3		3		(3)		2		0		1		10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		0		(0)		1		(1)		2		(1)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		10		(2)		0		0		2				5		(0)		0		0		0		6		(1)		0		1		0		6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						18		(0)		16		(1)		14		(1)		21		(1)		25		(0)		28		(8)		58		(0)		24		(1)		20		(0)		33		(0)		17		(1)		16		(0)		290		(13)		0		1		12				234		(3)		0		1		2		228		(4)		0		1		3		157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(1)		2		(1)		1		(0)		1		(1)		17		(3)		0		0		3				11		(1)		0		0		1		10		(1)		0		0		1		9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						7		-		8		-		4		-		2		-		0		-		1		-		2		-		1		-		0		-		0		-		1		-		0		-		26		-		-		-		-				94		-		-		-		-		106		-		-		-		-		101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(6)		2		(1)		1		(0)		10		(8)		0		0		8				7		(1)		0		1		0		3		(1)		1		0		0		15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						29		(1)		26		(1)		20		(1)		24		(1)		28		(0)		35		(8)		62		(0)		30		(5)		24		(2)		38		(10)		23		(2)		18		(1)		357		(32)		0		3		29				355		(9)		0		3		6		356		(10)		3		2		5		298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				2		(0)		2		(0)		5		(0)		1		(0)		4		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(0)		3		(0)		3		(0)		28		(0)		0		0		0				34		(0)		0		0		0		29		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		2		(2)		0		0		2				1		(1)		0		0		1		3		(2)		0		1		1		0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				2		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		6		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		3		(0)		1		(0)		18		(0)		0		0		0				19		(0)		0		0		0		3		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				2		(1)		1		(0)		3		(0)		1		(0)		4		(1)		3		(0)		1		(0)		2		(1)		2		(1)		4		(0)		4		(1)		3		(6)		30		(11)		0		2		9				22		(8)		0		0		8		21		(12)		0		1		10		27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(6)		1		0		5				0		(0)		0		0		0		3		(6)		0		0		7		2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ								-				-				-		4		-		5		-		10		-		5		-		5		-		0		-		3		-		4		-		4		-		40		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(2)		4		(0)		10		(0)		6		(0)		20		(3)		15		(0)		9		(3)		9		(2)		5		(1)		10		(0)		14		(1)		12		(7)		121		(19)		1		2		16				76		(9)		0		0		9		59		(20)		0		2		18		54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						3		(0)		3		(0)		8		(1)		6		(0)		10		(0)		4		(1)		4		(1)		8		(2)		4		(0)		4		(1)		6		(1)		2		(0)		62		(7)		0		7						53		(0)		0		0		0		60		(2)		0		2		0		36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		1		1						0		(0)		0		0		0		1		(1)		0		1		0		3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						6		(1)		8		(0)		5		(1)		4		(0)		6		(0)		2		(0)		3		(0)		4		(0)		4		(0)		6		(1)		4		(0)		7		(1)		59		(4)		0		4						39		(3)		0		3		0		52		(4)		0		4		0		52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0						5		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		4		(4)		0		4						0		(0)		0		0		0		4		(4)		0		4		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						9		(1)		11		(0)		13		(2)		11		(0)		18		(3)		7		(2)		7		(1)		12		(2)		9		(2)		10		(2)		10		(1)		10		(1)		127		(17)		1		16						97		(3)		0		3				118		(11)		0		11				96		(8)		0		8				96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						1		(1)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(2)		1		0		1				4		(1)		0		0		1		2		(3)		0		1		2		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(2)		3		(0)		8		(1)		1		(0)		2		(10)		1		(0)		0		(0)		18		(13)		2		0		11				6		(6)		0		0		6		15		(4)		0		2		2		10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0		0				3		(1)		0		0		1		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						1		(1)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		1		(2)		4		(0)		10		(2)		2		(0)		2		(10)		1		(0)		1		(0)		27		(15)		3		0		12				13		(8)		0		0		8		18		(7)		0		3		4		12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２




H29

						■平成２９年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2017/10/1



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(1)		0		1		0				4		(4)		0		4		0		4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		0		-		0		-		2		-		1		-		0		-		0		-		2		-		1		-		0		-		4		-		3		-		3		-		16		-		-		-		-				18		-		-		-		-		24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		1		-		1		-		0		-		0		-		1		-		2		-		0		-		1		-		0		-		2		-		8		-		-		-		-				4		-		-		-		-		12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		6		-		7		-		4		-		1		-		7		-		7		-		7		-		6		-		4		-		10		-		14		-		6		-		79		-		-		-		-				72		-		-		-		-		76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		2		(5)		0		-		5				0		(0)		0		-		0		2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		11		(0)		11		(1)		5		(0)		8		(2)		12		(0)		10		(0)		8		(1)		8		(0)		8		(0)		14		(0)		6		(1)		13		(2)		114		(7)		-		7		-				126		(5)		-		5		-		159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						17		(0)		18		(1)		12		(0)		12		(5)		19		(0)		18		(1)		18		(1)		17		(0)		12		(0)		30		(0)		23		(1)		25		(4)		221		(13)		0		8		5				224		(9)		0		9		0		277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		0		0				1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				2		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		1		-		1		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		3		-		-		-		-				5		-		-		-		-		7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				1		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		5		(0)		-		0		-				3		(0)		-		0		-		4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						1		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		9		(0)		0		0		0				12		(1)		0		1		0		13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						18		(0)		19		(1)		14		(0)		13		(5)		20		(0)		18		(1)		19		(1)		17		(0)		12		(0)		30		(0)		24		(1)		26		(4)		230		(13)		0		8		5				236		(10)		0		10		0		290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(1)		2		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(4)		0		1		3				3		(3)		2		0		1		10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						2		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		5		(0)		0		0		0				6		(1)		0		1		0		6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						18		(0)		24		(0)		19		(1)		19		(0)		18		(0)		17		(0)		23		(0)		17		(1)		16		(0)		20		(0)		19		(0)		24		(1)		234		(3)		0		1		2				228		(4)		0		1		3		157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		11		(1)		0		0		1				10		(1)		0		0		1		9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						11		-		7		-		7		-		7		-		7		-		6		-		5		-		7		-		6		-		7		-		12		-		12		-		94		-		-		-		-				106		-		-		-		-		101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		7		(1)		0		1		0				3		(1)		1		0		0		15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						32		(0)		32		(0)		28		(1)		29		(0)		27		(0)		24		(0)		32		(2)		27		(4)		24		(0)		28		(0)		33		(0)		39		(2)		355		(9)		0		3		6				356		(10)		3		2		5		298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				4		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		3		(0)		5		(0)		6		(0)		3		(0)		4		(0)		2		(0)		2		(0)		34		(0)		0		0		0				29		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		0		1				3		(2)		0		1		1		0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				2		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		3		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		3		(0)		0		(0)		3		(0)		19		(0)		0		0		0				3		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(1)		2		(1)		0		(0)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		4		(1)		2		(2)		3		(3)		22		(8)		0		0		8				21		(12)		0		1		10		27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(6)		0		0		7		2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		合　　計 ゴウ ケイ						8		(1)		5		(0)		4		(0)		5		(1)		5		(1)		4		(0)		9		(0)		7		(0)		6		(0)		11		(1)		4		(2)		8		(3)		76		(9)		0		0		9				59		(20)		0		2		18		54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						7		(0)		3		(0)		4		(0)		5		(0)		3		(0)		3		(0)		2		(0)		3		(0)		1		(0)		10		(0)		5		(0)		7		(0)		53		(0)		0		0						60		(2)		0		2		0		36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						1		(1)		0		1		0		3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						3		(0)		4		(3)		1		(0)		3		(0)		5		(0)		3		(0)		3		(0)		4		(0)		4		(0)		3		(0)		3		(0)		3		(0)		39		(3)		0		3						52		(4)		0		4		0		52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		5		(0)		0		0						1		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						4		(4)		0		4		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						11		(0)		7		(3)		5		(0)		8		(0)		8		(0)		6		(0)		6		(0)		8		(0)		6		(0)		13		(0)		9		(0)		10		(0)		97		(3)		0		3						118		(11)		0		11				96		(8)		0		8				96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(1)		4		(1)		0		0		1				2		(3)		0		1		2		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		3		(3)		0		(0)		1		(0)		1		(2)		0		(0)		6		(6)		0		0		6				15		(4)		0		2		2		10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		0		0		1				1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(0)		5		(4)		0		(0)		2		(0)		1		(2)		1		(1)		13		(8)		0		0		8				18		(7)		0		3		4		12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２




H28

						■平成２８年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2016/12/1



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(1)		1		(1)		0		(0)		4		(4)		0		4		0				4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		2		-		0		-		3		-		1		-		4		-		1		-		0		-		3		-		0		-		1		-		3		-		0		-		18		-		-		-		-				24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		1		-		1		-		0		-		0		-		4		-		-		-		-				12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		7		-		3		-		4		-		11		-		3		-		6		-		4		-		5		-		5		-		12		-		5		-		7		-		72		-		-		-		-				76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		16		(0)		8		(0)		8		(1)		9		(2)		12		(1)		13		(0)		8		(0)		7		(0)		5		(0)		10		(0)		11		(1)		19		(0)		126		(5)		-		5		-				159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						26		(0)		11		(0)		15		(1)		21		(2)		19		(1)		21		(1)		12		(0)		16		(0)		12		(1)		25		(1)		20		(2)		26		(0)		224		(9)		0		9		0				277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0		0				2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		2		(1)		0		1		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		2		-		2		-		0		-		5		-		-		-		-				7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		-		0		-				4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		2		(1)		12		(1)		0		1		0				13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						27		(0)		12		(0)		16		(1)		22		(2)		19		(1)		22		(1)		13		(0)		16		(0)		12		(1)		27		(1)		22		(2)		28		(1)		236		(10)		0		10		0				290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(3)		2		0		1				10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		0		(0)		6		(1)		0		1		0				6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						16		(1)		15		(0)		21		(3)		15		(0)		17		(0)		16		(0)		26		(0)		17		(0)		25		(0)		21		(0)		16		(0)		23		(0)		228		(4)		0		1		3				157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						2		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		0		(0)		10		(1)		0		0		1				9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						8		-		6		-		13		-		11		-		10		-		8		-		8		-		6		-		4		-		7		-		16		-		9		-		106		-		-		-		-				101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						1		(0)		1		(1)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		1		0		0				15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						27		(2)		22		(1)		36		(3)		29		(1)		28		(1)		26		(0)		34		(0)		25		(0)		30		(1)		30		(0)		37		(1)		32		(0)		356		(10)		3		2		5				298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				3		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		3		(0)		2		(0)		3		(0)		8		(0)		3		(0)		1		(0)		1		(0)		2		(0)		29		(0)		0		0		0				18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(2)		0		1		1				0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0		0				7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(1)		5		(5)		3		(1)		3		(0)		2		(4)		0		(0)		1		(0)		2		(1)		21		(12)		0		1		10				27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		1		(1)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(6)		0		0		7				2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		合　　計 ゴウ ケイ						4		(0)		3		(1)		4		(3)		1		(0)		6		(1)		8		(7)		6		(1)		12		(0)		6		(6)		1		(0)		3		(0)		5		(1)		59		(20)		0		2		18				54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						2		(0)		9		(0)		4		(0)		2		(0)		10		(0)		5		(0)		2		(0)		7		(1)		4		(1)		4		(0)		5		(0)		6		(0)		60		(2)		0		2						36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(1)		0		1						3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						3		(0)		0		(0)		5		(0)		4		(0)		3		(0)		6		(0)		4		(1)		5		(3)		7		(0)		9		(0)		2		(0)		4		(0)		52		(4)		0		4						52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0						4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(4)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(4)		0		4						1		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						5		(0)		9		(0)		10		(0)		6		(0)		14		(0)		11		(0)		6		(1)		13		(8)		13		(1)		13		(0)		8		(1)		10		(0)		118		(11)		0		11						96		(8)		0		8				96		(39)		0		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						1		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		0		1		2				0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		7		(2)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		2		(2)		15		(4)		0		2		2				10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0		0				2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						1		(0)		2		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		8		(2)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		2		(2)		18		(7)		0		3		4				12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２




H27

						■平成２７年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2016/1/1



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(4)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		4		(5)		0		5		0				4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		1		-		2		-		3		-		1		-		0		-		2		-		2		-		5		-		2		-		3		-		1		-		2		-		24		-		-		-		-				26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		2		-		1		-		0		-		2		-		2		-		2		-		2		-		1		-		0		-		0		-		0		-		12		-		-		-		-				9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		5		-		6		-		4		-		7		-		2		-		7		-		12		-		7		-		8		-		5		-		5		-		8		-		76		-		-		-		-				77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		2		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		1		-		2				3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		17		(1)		19		(0)		10		(0)		12		(0)		10		(0)		8		(0)		8		(0)		18		(1)		13		(3)		7		(0)		17		(1)		20		(1)		159		(7)		-		7		-				297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						25		(4)		29		(0)		18		(0)		20		(0)		17		(4)		19		(0)		24		(0)		32		(1)		24		(3)		15		(0)		23		(1)		31		(2)		277		(15)		1		12		2				416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0		0				4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		2		-		1		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		3		-		0		-		0		-		0		-		7		-		-		-		-				8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		-		0		-				7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						2		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		4		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		13		(0)		0		0		0				20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						27		(4)		30		(0)		18		(0)		23		(0)		18		(4)		19		(0)		25		(0)		33		(1)		28		(3)		15		(0)		23		(1)		31		(2)		290		(15)		1		12		2				436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		1		(1)		1		(0)		2		(3)		1		(0)		2		(2)		1		(0)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		10		(7)		1		1		5				2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(2)		2		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		6		(3)		0		1		2				14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						6		(0)		5		(2)		19		(1)		20		(0)		16		(0)		12		(0)		17		(0)		20		(0)		8		(0)		13		(0)		11		(1)		10		(0)		157		(4)		0		0		4				121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(1)		1		(0)		2		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		9		(3)		0		1		2				7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						8		-		7		-		3		-		16		-		8		-		2		-		8		-		5		-		16		-		5		-		10		-		13		-		101		-		-		-		-				91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						3		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(7)		0		(0)		2		(1)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(1)		1		(0)		15		(9)		1		0		8				2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						18		(0)		16		(3)		25		(1)		41		(11)		28		(1)		20		(5)		30		(2)		28		(0)		26		(1)		18		(0)		24		(2)		24		(0)		298		(26)		2		3		21				237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				3		(0)		3		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(0)		3		(0)		18		(0)		0		0		0				21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				2		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		7		(0)		0		0		0				7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				2		(0)		1		(0)		3		(0)		5		(2)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		1		(1)		5		(1)		3		(0)		1		(0)		2		(2)		27		(6)		0		2		4				40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		1		(7)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(10)		0		0		10				2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(0)		5		(7)		3		(0)		6		(2)		3		(0)		3		(3)		3		(0)		3		(1)		7		(1)		5		(0)		3		(0)		6		(2)		54		(16)		0		2		14				73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						4		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		4		(0)		5		(0)		6		(0)		1		(0)		2		(0)		5		(0)		3		(1)		36		(1)		0		1						34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0						2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						2		(0)		6		(0)		7		(2)		3		(0)		2		(0)		1		(0)		6		(3)		6		(0)		5		(0)		5		(0)		4		(1)		5		(0)		52		(6)		0		6						58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0						2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		1						0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(0)		7		(0)		10		(2)		5		(0)		5		(0)		6		(0)		11		(3)		12		(0)		8		(1)		7		(0)		10		(1)		8		(1)		96		(8)		0		8						96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(10)		5		(5)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(0)		10		(16)		0		1		15				18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0		0				5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(10)		5		(5)		0		(0)		0		(0)		2		(1)		1		(0)		12		(16)		0		1		15				25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２




H26

						■平成２６年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						42104



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(5)		0		5		0				7		(16)		1		13		2		1		(1)		0		0		1

						供給支障		1		-		1		-		3		-		3		-		3		-		4		-		1		-		2		-		1		-		3		-		1		-		3		-		26		-		-		-		-				22		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		1		-		1		-		1		-		1		-		1		-		2		-		0		-		1		-		1		-		0		-		9		-		-		-		-				11		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		9		-		6		-		4		-		7		-		2		-		10		-		3		-		3		-		7		-		15		-		6		-		5		-		77		-		-		-		-				40		-		-		-		-		39		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		1		(2)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(4)		3		(7)		1		-		6				1		(3)		0		-		3		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		26		(0)		40		(1)		24		(0)		20		(0)		31		(1)		26		(0)		29		(1)		19		(0)		12		(0)		23		(1)		23		(1)		24		(2)		297		(7)		-		7		-				316		(6)		-		6		-		206		(14)		-		14		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						37		(2)		47		(1)		33		(1)		32		(1)		38		(2)		41		(0)		34		(1)		27		(2)		21		(1)		42		(1)		31		(1)		33		(6)		416		(19)		1		12		6				397		(25)		1		19		5		274		(15)		0		14		1

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0		0				4		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				2		(2)		0		2		0		0		(0)		0		0		0

						供給支障		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		2		-		0		-		2		-		1		-		1		-		1		-		0		-		8		-		-		-		-				6		-		-		-		-		3		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)				-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		1		(1)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		7		(2)		-		2		-				9		(0)		-		0		-		4		(1)		-		1		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						3		(1)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		0		(0)		4		(1)		1		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		20		(2)		0		2		0				22		(2)		0		2		0		13		(1)		0		1		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						40		(3)		50		(1)		34		(1)		32		(1)		39		(2)		44		(0)		34		(1)		31		(3)		22		(1)		43		(1)		33		(1)		34		(6)		436		(21)		1		14		6				419		(27)		1		21		5		287		(16)		0		15		1



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		0		0		3				2		(1)		0		0		1		8		(5)		0		4		1

		火災 カサイ						0		(0)		1		(1)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		4		(5)		2		(0)		3		(0)		14		(7)		0		3		4				10		(4)		0		0		4		15		(7)		0		0		7

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						10		(0)		15		(0)		9		(0)		12		(0)		9		(0)		10		(0)		12		(1)		10		(11)		12		(0)		6		(0)		12		(0)		4		(0)		121		(12)		0		0		12				144		(6)		0		0		6		144		(9)		0		1		8

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		7		(1)		0		1		0				6		(1)		0		0		1		9		(5)		1		0		4

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						20		-		10		-		5		-		5		-		10		-		7		-		10		-		4		-		2		-		5		-		9		-		4		-		91		-		-		-		-				131		-		-		-		-		181		-		-		-		-

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(2)		1		1		0				1		(0)		0		0		0		9		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						31		(0)		27		(1)		16		(0)		19		(1)		21		(2)		18		(0)		23		(3)		16		(12)		16		(1)		16		(5)		23		(0)		11		(0)		237		(25)		1		5		19				294		(12)		0		0		12		366		(26)		1		5		20



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				3		(0)		8		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		21		(0)		0		0		0				19		(0)		0		0		0		23		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(3)		3		(3)		0		3		0				2		(2)		0		1		1		1		(0)		0		0		0

		消費
段階		漏えい				1		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		7		(0)		0		0		0				10		(0)		0		0		0		8		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				3		(3)		2		(1)		2		(1)		2		(2)		3		(4)		3		(0)		9		(10)		4		(5)		6		(4)		1		(0)		2		(1)		3		(0)		40		(31)		0		1		30				45		(17)		0		0		17		49		(25)		0		3		22

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(4)		1		0		3				2		(2)		1		0		1		4		(10)		1		0		9

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(3)		15		(4)		2		(1)		3		(2)		5		(4)		3		(0)		12		(11)		4		(5)		9		(4)		3		(0)		5		(1)		5		(3)		73		(38)		1		4		33				78		(21)		1		1		19		85		(35)		1		3		31



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						3		(1)		2		(0)		6		(5)		4		(0)		1		(1)		6		(0)		2		(0)		3		(0)		0		(0)		2		(0)		3		(0)		2		(22)		34		(29)		0		29						36		(0)		0		0				34		(7)		0		7

		爆発 バクハツ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0						4		(1)		1		0				1		(1)		0		1

		漏えい ロウ						3		(3)		5		(0)		4		(0)		5		(0)		3		(0)		7		(1)		5		(1)		8		(0)		5		(0)		4		(3)		5		(2)		4		(0)		58		(10)		0		10						79		(0)		0		0				60		(2)		0		2

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0						2		(0)		0		0				8		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						0		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(4)		7		(0)		10		(5)		10		(0)		4		(1)		14		(1)		7		(1)		11		(0)		5		(0)		6		(3)		9		(2)		6		(22)		96		(39)		0		39						121		(1)		1		0				105		(10)		0		10



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		0		0		3				1		(2)		0		1		1		2		(1)		0		0		1

		煙火 エンカ						2		(0)		0		(0)		1		(1)		3		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(0)		3		(1)		2		(1)		2		(0)		2		(0)		0		(0)		18		(3)		0		0		3				24		(19)		0		1		18		14		(14)		0		1		13

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(0)		0		0		0				2		(9)		0		1		8		0		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						2		(0)		0		(0)		1		(1)		3		(0)		2		(0)		0		(0)		5		(3)		5		(1)		2		(1)		2		(0)		2		(0)		1		(0)		25		(6)		0		0		6				27		(30)		0		3		27		16		(15)		0		1		14























機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２




液石年件数

		ＬＰガス法 ホウ



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

		概要 ガイヨウ		2015		2016		2017		2018		2019		2019

		供給段階での漏えい		18		29		34		29		36		43%

		供給段階での漏えい爆発・火災		0		3		1		2		1		1%

		消費段階での漏えい		7		3		19		21		25		30%

		消費段階での漏えい爆発・火災		27		21		22		30		21		25%

		消費段階でのＣＯ中毒・酸欠		2		3		0		3		0		0%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		54		59		76		85		83		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン

Windows ユーザー: 2019年3月の液石小委員会の資料から引用		182		140		195		211		198

		※2018年4月から液石関係の「盗難・喪失」は液石事故として計上するようになったが、本省で取りまとめている事故統計資料に含まれていなかったため、当部の資料でも扱わないこととする。 ネン ガツ エキセキ カンケイ トウナン ソウシツ エキセキ ジコ ケイジョウ ホンショウ ト ジコ トウケイ シリョウ フク トウブ シリョウ アツカ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


供給段階での漏えい	2015	2016	2017	2018	2019	18	29	34	29	36	供給段階での漏えい爆発・火災	2015	2016	2017	2018	2019	0	3	1	2	1	消費段階での漏えい	2015	2016	2017	2018	2019	7	3	19	21	25	消費段階での漏えい爆発・火災	2015	2016	2017	2018	2019	27	21	22	30	21	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	2015	2016	2017	2018	2019	2	3	0	3	0	#REF!	

2015	2016	2017	2018	2019	1	管内事故件数合計	

2015	2016	2017	2018	2019	54	59	76	85	83	全国事故件数	

2015	2016	2017	2018	2019	182	140	195	211	198	管内事故件数

全国事故件数













供給段階での漏えい	供給段階での漏えい爆発・火災	消費段階での漏えい	消費段階での漏えい爆発・火災	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	0.43373493975903615	1.2048192771084338E-2	0.30120481927710846	0.25301204819277107	0	

液石年死傷者

		ＬＰガス法 ホウ



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給段階での漏えい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%

		供給段階での漏えい爆発・火災		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		2		0		0		1		1		7%

		消費段階での漏えい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%

		消費段階での漏えい爆発・火災		0		2		4		0		1		10		0		0		8		0		0		11		0		1		12		13		93%

		消費段階でのＣＯ中毒・酸欠		0		0		10		0		0		7		0		0		0		1		0		5		0		0		0		0		0%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		0		2		14		0		2		18		0		0		9		1		0		18		0		1		13		14		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


供給段階での漏えい	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	供給段階での漏えい爆発・火災	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	消費段階での漏えい	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消費段階での漏えい爆発・火災	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	2	4	0	1	10	0	0	8	0	0	11	0	1	12	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	10	0	0	7	0	0	0	1	0	5	0	0	0	年間死傷者数



管内死傷者数合計	





供給段階での漏えい	供給段階での漏えい爆発・	火災	消費段階での漏えい	消費段階での漏えい爆発・火災	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	0	7.1428571428571425E-2	0	0.9285714285714286	0	

高圧年件数

		高圧ガス法 コウアツ ホウ



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

		概要 ガイヨウ		2015		2016		2017		2018		2019		2019

		爆発 バクハツ		10		3		4		4		3		1%

		火災 カサイ		6		6		5		10		11		4%

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ		157		229		234		297		231		85%

		破裂・破損 ハレツ ハソン		9		10		11		17		6		2%

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ		101		106		95		26		17		6%

		その他 タ		15		3		7		10		5		2%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		298		357		356		364		273		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン		764		950		824		879

		全国事故件数は高圧ガス保安協会のＨＰから引用（体裁が本省ＨＰと同様だが本省はアップデートされていないため） ゼンコク ジコ ケンスウ コウアツ ホアン キョウカイ インヨウ テイサイ ホンショウ ドウヨウ ホンショウ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


爆発	2015	2016	2017	2018	2019	10	3	4	4	3	火災	2015	2016	2017	2018	2019	6	6	5	10	11	噴出・漏えい	2015	2016	2017	2018	2019	157	229	234	297	231	破裂・破損	2015	2016	2017	2018	2019	9	10	11	17	6	盗難・喪失	2015	2016	2017	2018	2019	101	106	95	26	17	その	他	2015	2016	2017	2018	2019	15	3	7	10	5	管内事故件数合計	

2015	2016	2017	2018	2019	298	357	356	364	273	全国事故件数	2015	2016	2017	764	950	824	879	管内事故件数

全国事故件数

















爆発	火災	噴出・漏えい	破裂・破損	盗難・喪失	その他	1.098901098901099E-2	4.0293040293040296E-2	0.84615384615384615	2.197802197802198E-2	6.2271062271062272E-2	1.83150183150183	16E-2	



高圧年死傷者

		高圧ガス法 コウアツ ホウ



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ		1		1		5		2		0		1		0		1		3		0		2		4		0		0		2		2		6%

		火災 カサイ		0		1		2		0		1		0		0		0		0		0		0		2		1		1		6		8		24%

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ		0		0		4		0		1		3		0		1		2		0		1		12		0		4		15		19		56%

		破裂・破損 ハレツ ハソン		0		1		2		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		3		3		9%

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		その他 タ		1		0		8		1		0		0		0		1		0		0		0		8		0		0		2		2		6%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		2		3		21		3		2		5		0		3		6		0		3		29		1		5		28		34		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


爆発	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	1	1	5	2	0	1	0	1	3	0	2	4	0	0	2	火災	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6	噴出・漏えい	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	4	0	1	3	0	1	2	0	1	12	0	4	15	破裂・破損	

死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	3	盗難・喪失	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	1	0	8	1	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	2	年間死傷者数

管内死傷者数合計	











爆発	火災	噴出・漏えい	破裂・破損	盗難・喪失	その他	5.8823529411764705E-2	0.23529411764705882	0.55882352941176472	8.8235294117647065E-2	5.8823529411764705E-2	

ｺﾝﾋﾞ年件数

		コンビナート



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

				2015		2016		2017		2018		2019		2019

		出火 シュッカ		36		60		53		59		55		44%

		爆発 バクハツ		3		1		0		1		3		2%

		漏えい ロウ		52		52		39		56		64		51%

		破損 ハソン		4		1		5		1		3		2%

		その他 タ		1		4		0		2		0		0%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		96		118		97		119		125		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン		235		252		252		398

		全国事故件数は消防庁のＨＰから引用（https://www.fdma.go.jp/relocation/neuter/topics/fieldList4_16/jiko_shiryo.html） ゼンコク ジコ ケンスウ ショウボウチョウ インヨウ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


出火	2015	2016	2017	2018	2019	36	60	53	59	55	爆発	2015	2016	2017	2018	2019	3	1	0	1	3	漏えい	2015	2016	2017	2018	2019	52	52	39	56	64	破損	2015	2016	2017	2018	2019	4	1	5	1	3	その他	2015	2016	2017	2018	2019	1	4	0	2	0	管内事故件数合計	

2015	2016	2017	2018	2019	96	118	97	119	125	全国事故件数	

2015	2016	2017	235	252	252	398	管内事故件数

全国事故件数









出火	爆発	漏えい	破損	その他	0.44	2.4E-2	0.51200000000000001	2.4E-2	0	



ｺﾝﾋﾞ年死傷者

		コンビナート



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ		0		1				0		2				0		0				0		7				0		6				6		46%

		爆発 バクハツ		0		0				0		1				0		0				1		1				0		1				1		8%

		漏えい ロウ		0		6				0		4				0		3				0		4				0		6				6		46%

		破損 ハソン		0		0				0		0				0		0				0		0				0		0				0		0%

		その他 タ		0		1				0		4				0		0				0		1				0		0				0		0%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		0		8				0		11				0		3				1		13				0		13				13		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


出火	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	0	2	0	0	0	7	0	6	爆発	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	漏えい	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	6	0	4	0	3	0	4	0	6	破損	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	年間死傷者数



管内死傷者数合計	出火	爆発	漏えい	破損	その他	0.46153846153846156	7.6923076923076927E-2	0.46153846153846156	0	0	



火薬年件数

		火薬法 カヤク ホウ



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

		概要 ガイヨウ		2015		2016		2017		2018		2019

		産業火薬 サンギョウ カヤク		0		2		4		5		2		8%

		煙火 エンカ		10		15		6		18		21		81%

		がん具煙火 グ エンカ		2		1		3		4		3		12%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		12		18		13		27		26		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン		61		66		58		72		57

		全国事故件数は火薬小委(2019.3)の資料から引用（これは全国火薬類保安協会とりまとめ件数を引用したもの） ゼンコク ジコ ケンスウ カヤク ショウイ シリョウ インヨウ ゼンコク カヤク ルイ ホアン キョウカイ ケンスウ インヨウ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


産業火薬	2015	2016	2017	2018	2019	0	2	4	5	2	煙火	2015	2016	2017	2018	2019	10	15	6	18	21	がん具煙火	2015	2016	2017	2018	2019	2	1	3	4	3	管内事故件数合計	2015	2016	2017	2018	2019	12	18	13	27	26	全国事故件数	2015	2016	2017	61	66	58	72	57	管内事故件数

全国事故件数





産業火薬	煙火	がん具煙火	7.6923076923076927E-2	0.80769230769230771	0.11538461538461539	



火薬年死傷者

		火薬法 カヤク ホウ



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク		0		0		0		0		1		2		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		17%

		煙火 エンカ		0		1		15		0		2		2		0		0		6		2		0		11		0		1		3		4		67%

		がん具煙火 グ エンカ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		17%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		0		1		15		0		3		4		0		0		8		3		0		12		0		1		5		6		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


産業火薬	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	煙火	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	15	0	2	2	0	0	6	2	0	11	0	1	3	がん具煙火	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	年間死傷者数



管内死傷者数合計	産業火薬	煙火	がん具煙火	0.16666666666666666	0.66666666666666663	0.166666	66666666666	




Graph14



管内死傷者数合計	産業火薬	煙火	がん具煙火	0.16666666666666666	0.66666666666666663	0.166666	66666666666	



H31Ａ



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						2		(3)		0		0		3		10		(7)		1		1		5		3		(3)		2		0		1		4		(4)		0		1		3		4		(6)		0		2		4

		火災 カサイ						14		(7)		0		3		4		6		(3)		0		1		2		6		(1)		0		1		0		5		(0)		0		0		0		10		(2)		0		0		2

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						121		(12)		0		0		12		157		(4)		0		0		4		228		(4)		0		1		3		234		(3)		0		1		2		290		(13)		0		1		12

		破裂・破損 ハレツ ハソン						7		(1)		0		1		0		9		(3)		0		1		2		10		(1)		0		0		1		11		(1)		0		0		1		17		(3)		0		0		3

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						91		-		-		-		-		101		-		-		-		-		106		-		-		-		-		94		-		-		-		-		26		-		-		-		-

		その他 タ						2		(2)		1		1		0		15		(9)		1		0		8		3		(1)		1		0		0		7		(1)		0		1		0		10		(8)		0		0		8

		合　　計 ゴウ ケイ						237		(25)		1		5		19		298		(26)		2		3		21		356		(10)		3		2		5		355		(9)		0		3		6		357		(32)		0		3		29



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				21		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		29		(0)		0		0		0		34		(0)		0		0		0		28		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				3		(3)		0		3		0		0		(0)		0		0		0		3		(2)		0		1		1		1		(1)		0		0		1		2		(2)		0		0		2

		消費
段階		漏えい				7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		3		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				40		(31)		0		1		30		27		(6)		0		2		4		21		(12)		0		1		10		22		(8)		0		0		8		30		(11)		0		2		9

				ＣＯ中毒・酸欠				2		(4)		1		0		3		2		(10)		0		0		10		3		(6)		0		0		7		0		(0)		0		0		0		3		(6)		1		0		5

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		40		-		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						73		(38)		1		4		33		54		(16)		0		2		14		59		(20)		0		2		18		76		(9)		0		0		9		121		(19)		1		2		16



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						34		(29)		0		29				36		(1)		0		1		0		60		(2)		0		2		0		53		(0)		0		0		0		62		(7)		0		7

		爆発 バクハツ						2		(0)		0		0				3		(0)		0		0		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		1		(2)		1		1

		漏えい ロウ						58		(10)		0		10				52		(6)		0		6		0		52		(4)		0		4		0		39		(3)		0		3		0		59		(4)		0		4

		破損 ハソン						2		(0)		0		0				4		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		1		0				1		(1)		0		1		0		4		(4)		0		4		0		0		(0)		0		0		0		4		(4)		0		4

		合　　計 ゴウ ケイ						96		(39)		1		39				96		(8)		0		8				118		(11)		0		11				97		(3)		0		3				127		(17)		1		16



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成３０年 ヘイセイ ネン

								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						2		(3)		0		0		3		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		1		2		4		(1)		0		0		1		5		(2)		1		0		1

		煙火 エンカ						18		(3)		0		0		3		10		(16)		0		1		15		15		(4)		0		2		2		6		(6)		0		0		6		18		(13)		2		0		11

		がん具煙火 グ エンカ						5		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		3		(1)		0		0		1		4		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						25		(6)		0		0		6		12		(16)		0		1		15		18		(7)		0		3		4		13		(8)		0		0		8		27		(15)		3		0		12







機密性２




R01

						■平成３１年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ																										最終入力： サイシュウ ニュウリョク



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成３１年（令和元年） ヘイセイ ネン レイワ ガンネン																																																										備考（緊急出動等） ビコウ キンキュウ シュツドウ トウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		1		(2)		0		(0)		1		(2)		2		(2)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(5)		9		(12)		1		11		0		緊急出動3月１件 キンキュウ シュツドウ ツキ ケン		1		2		0		2		0		2		(1)		0		1		0		4		(4)		0		4		0		4		(5)		0		5		0

						供給支障		2		-		3		-		0		-		1		-		2		-		1		-		1		-		3		-		0		-		7		-		2		-		1		-		23		-		-		-		-				12		-		-		-		-		16		-		-		-		-		18		-		-		-		-		24		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		1		-		0		-		1		-		1		-		1		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		5		-		-		-		-				13		-		-		-		-		8		-		-		-		-		4		-		-		-		-		12		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		7		-		6		-		5		-		5		-		5		-		5		-		13		-		5		-		7		-		7		-		6		-		7		-		78		-		-		-		-				67		-		-		-		-		79		-		-		-		-		72		-		-		-		-		76		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				4		7		0		-		7		2		(5)		0		-		5		0		(0)		0		-		0		2		(3)		1		-		2

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		8		(3)		7		(0)		13		(0)		8		(2)		11		(1)		4		(0)		2		(0)		2		(0)		4		(0)		13		(0)		11		(0)		13		(2)		96		(8)		-		8		-				97		6		-		6		-		114		(7)		-		7		-		126		(5)		-		5		-		159		(7)		-		7		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						18		(5)		17		(0)		19		(2)		17		(4)		20		(2)		11		(0)		17		(0)		10		(0)		11		(0)		28		(0)		19		(0)		24		(7)		211		(20)		1		19		0				194		15		0		8		7		221		(13)		0		8		5		224		(9)		0		9		0		277		(15)		1		12		2

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0

						供給支障		0		-		0		-		1		-		1		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		3		-		-		-		-				2		-		-		-		-		3		-		-		-		-		5		-		-		-		-		7		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		-		0		-				7		(2)		-		2		-		5		(0)		-		0		-		3		(0)		-		0		-		4		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0		0				12		(2)		0		2		0		9		(0)		0		0		0		12		(1)		0		1		0		13		(0)		0		0		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						18		(5)		17		(0)		20		(2)		18		(4)		20		(2)		11		(0)		19		(0)		10		(0)		11		(0)		28		(0)		19		(0)		24		(7)		215		(20)		1		19		0				206		(17)		0		10		7		230		(13)		0		8		5		236		(10)		0		10		0		290		(15)		1		12		2



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成３１年（令和元年） ヘイセイ ネン レイワ ガンネン																																																										備考（緊急出動等） ビコウ キンキュウ シュツドウ トウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(2)		0		0		2				4		(6)		0		2		4		4		(4)		0		1		3		3		(3)		2		0		1		10		(7)		1		1		5

		火災 カサイ						0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		2		(1)		2		(1)		0		(0)		2		(1)		3		(2)		11		(6)		0		0		6				10		(2)		0		0		2		5		(0)		0		0		0		6		(1)		0		1		0		6		(3)		0		1		2

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						21		(13)		29		(0)		20		(1)		16		(0)		24		(1)		15		(1)		19		(0)		14		(0)		18		(1)		16		(1)		18		(1)		14		(2)		224		(21)		0		4		17		緊急出動3月1件 キンキュウ シュツドウ ツキ ケン		297		(13)		0		1		12		234		(3)		0		1		2		229		(4)		0		1		3		157		(4)		0		0		4

		破裂・破損 ハレツ ハソン						0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		4		(3)		0		0		3				17		(3)		0		0		3		11		(1)		0		0		1		10		(1)		0		0		1		9		(3)		0		1		2

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						0		-		2		-		1		-		2		-		1		-		0		-		1		-		0		-		3		-		4		-		0		-		0		-		14		-		-		-		-				26		-		-		-		-		95		-		-		-		-		106		-		-		-		-		101		-		-		-		-

		その他 タ						0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		6		(2)		0		0		2				10		(8)		0		0		8		7		(1)		0		1		0		3		(1)		1		0		0		15		(9)		1		0		8

		合　　計 ゴウ ケイ						21		(13)		34		(0)		22		(1)		22		(4)		25		(1)		16		(2)		20		(0)		16		(1)		24		(4)		22		(2)		20		(2)		20		(4)		262		(34)		0		4		30				364		(32)		0		3		29		356		(9)		0		3		6		357		(10)		3		2		5		298		(26)		2		3		21



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成３１年（令和元年） ヘイセイ ネン レイワ ガンネン																																																										備考（緊急出動等） ビコウ キンキュウ シュツドウ トウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				1		(0)		3		(0)		3		(0)		2		(0)		4		(0)		3		(0)		3		(0)		5		(0)		4		(0)		3		(0)		5		(0)		2		(0)		38		(0)		0		0		0				29		(0)		0		0		0		34		(0)		0		0		0		29		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		0		1				2		(2)		0		0		2		1		(1)		0		0		1		3		(2)		0		1		1		0		(0)		0		0		0

		消費
段階		漏えい				1		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		4		(0)		2		(0)		2		(0)		2		(0)		4		(0)		2		(0)		23		(0)		0		0		0				21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0		3		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				1		(0)		0		(0)		2		(0)		3		(0)		2		(9)		3		(3)		2		(0)		0		(0)		2		(1)		3		(0)		0		(0)		2		(0)		20		(13)		0		1		12				30		(11)		0		0		11		22		(8)		0		0		8		21		(12)		0		1		10		27		(6)		0		2		4

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(6)		1		0		5		0		(0)		0		0		0		3		(6)		0		0		7		2		(10)		0		0		10

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						8		-		6		-		3		-		7		-		6		-		2		-		4		-		4		-		3		-		38		-		3		-		6		-		90		-		-		-		-				40		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						11		(0)		11		(0)		9		(1)		12		(0)		14		(9)		10		(3)		13		(0)		11		(0)		11		(1)		46		(0)		12		(0)		12		(0)		172		(14)		0		1		13				125		(19)		1		0		18		76		(9)		0		0		9		59		(20)		0		2		18		54		(16)		0		2		14



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成３１年（令和元年） ヘイセイ ネン レイワ ガンネン																																																										備考（緊急出動等） ビコウ キンキュウ シュツドウ トウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						9		(0)		5		(0)		5		(1)		7		(0)		3		(0)		7		(0)		1		(0)		1		(0)		4		(1)		4		(1)		2		(0)		5		(1)		53		(4)		0		4						59		(7)		0		7				53		(0)		0		0				60		(2)		0		2				34		(1)		0		1

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(1)		0		1						1		(2)		1		1				0		(0)		0		0				1		(1)		0		1				2		(0)		0		0

		漏えい ロウ						8		(0)		6		(0)		4		(1)		5		(4)		6		(2)		10		(0)		3		(0)		4		(0)		8		(3)		15		(0)		2		(0)		4		(0)		75		(10)		0		10						56		(4)		0		4				39		(3)		0		3				52		(4)		0		4				58		(6)		0		6

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0						1		(0)		0		0				5		(0)		0		0				1		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0						2		(1)		0		1				0		(0)		0		0				4		(4)		0		4				0		(1)		0		1

		合　　計 ゴウ ケイ						18		(0)		11		(0)		9		(2)		12		(4)		9		(2)		19		(0)		6		(1)		5		(0)		14		(4)		19		(1)		4		(0)		9		(1)		135		(15)		0		15						119		(14)		1		13				97		(3)		0		3				118		(11)		0		11				96		(8)		0		8



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成３１年（令和元年） ヘイセイ ネン レイワ ガンネン																																																										備考（緊急出動等） ビコウ キンキュウ シュツドウ トウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0				2		(1)		0		0		1				5		(2)		1		0		1		4		(1)		0		0		1		2		(3)		0		1		2		0		(0)		0		0		0

		煙火 エンカ						2		(1)		0		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		1		(0)		4		(0)		7		(3)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		0				21		(4)		0		1		3				18		(13)		2		0		11		6		(6)		0		0		6		15		(4)		0		2		2		10		(16)		0		1		15

		がん具煙火 グ エンカ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0				3		(1)		0		0		1				4		(0)		0		0		0		3		(1)		0		0		1		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						3		(1)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(1)		8		(4)		3		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		26		(6)		0		1		5				27		(15)		3		0		12		13		(8)		0		0		8		18		(7)		0		3		4		12		(16)		0		1		15



		電気事業法 デンキ ジギョウホウ						平成３１年（令和元年）　　※（電気事故の災害統計は年度集計ですが、この表では便宜上暦年集計としています。） ヘイセイ ネン レイワ ガンネン デンキ ジコ サイガイ トウケイ ネンド シュウケイ ヒョウ ベンギジョウ レキネン シュウケイ																																																										備考（緊急出動等） ビコウ キンキュウ シュツドウ トウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		感電等死傷事故 カンデン トウ シショウ ジコ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(4)		0		(0)		2		(2)		0		(0)		5		(5)		0		(0)		1		(1)		1		(1)		13		(13)		2		11						19		(19)		3		16				19		(21)		1		20				24		(28)		4		24				20		(22)		0		22

		電気火災事故 デンキ カサイ ジコ						1				0				0				0				0				0				0				0				0				1				1				0				3		-		-		-						1		-		-		-				1		-		-		-				0		-		-		-				4		-		-		-

		電気工作物による物損事故 デンキ コウサクブツ ブッソン ジコ						0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				1				0				1		-		-		-						0		-		-		-				0		-		-		-				0		-		-		-				－		-		-		-

		主要電気工作物の破損事故 シュヨウ デンキ コウサクブツ ハソン ジコ						1				7				2				4				5				3				0				0				13				16				4				2				57		-		-		-						25		-		-		-				36		-		-		-				23		-		-		-				29		-		-		-

		発電支障事故 ハツデン シショウ ジコ						0				0				0				0				1				1				0				0				0				0				1				1				4		-		-		-						3		-		-		-				1		-		-		-				6		-		-		-				－		-		-		-

		供給支障事故 キョウキュウ シショウ ジコ						0				1				0				0				1				0				0				0				1				2				0				0				5		-		-		-						3		-		-		-				1		-		-		-				1		-		-		-				3		-		-		-

		電気事業者等に波及した事故 デンキ ジギョウシャ トウ ハキュウ ジコ						4				7				4				5				8				7				11				6				29				7				5				4				97		-		-		-						74		-		-		-				76		-		-		-				90		-		-		-				109		-		-		-

		異常放流事故 イジョウ ホウリュウ ジコ						0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		-		-		-						0		-		-		-				0		-		-		-				0		-		-		-				0		-		-		-

		社会的に影響があった事故 シャカイテキ エイキョウ ジコ						0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		-		-		-						0		-		-		-				3		-		-		-				1		-		-		-				1		-		-		-

		その他（公害関係） タ コウガイ カンケイ						0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0		-		-		-						0		-		-		-				0		-		-		-				1		-		-		-				0		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						6		(0)		15		(0)		6		(0)		9		(0)		19		(4)		11		(0)		13		(2)		6		(0)		48		(5)		26		(0)		13		(1)		8		(1)		180		(13)		2		11						123		(19)		3		16				137		(21)		1		20				146		(28)		4		24				166		(22)		0		22



		鉱山保安法 コウザン ホアンホウ						平成３１年（令和元年） ヘイセイ ネン レイワ ガンネン																																																										備考（緊急出動等） ビコウ キンキュウ シュツドウ トウ		平成３０年 ヘイセイ ネン										平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				罹災者数 リサイシャ スウ								合計 ゴウケイ				罹災者数 リサイシャ スウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				罹災者数 リサイシャ スウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				罹災者数 リサイシャ スウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				罹災者数 リサイシャ スウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		発破・火薬類 ハッパ カヤクルイ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)										2		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

		風水雪害 フウスイ セツガイ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		7		(0)		0		(0)		0		(0)		8		(0)										0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

		運搬装置のため ウンパン ソウチ						0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		2		(2)				2						4		(4)		0		3		1		2		(2)		1		0		1		1		(1)		0		0		1		0		(0)		0		0		0

		取扱中の器材鉱物等 トリアツカイチュウ キザイ コウブツ トウ						0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)				1						0		(0)		0		0		0		1		(1)		0		1		0		2		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		墜落 ツイラク						0		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(2)				1		1				1		(1)		0		1		0		1		(1)		0		1		0		2		(2)		0		1		1		1		(1)		0		1		0

		転倒 テントウ						0		(0)		1		(1)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(3)				3						1		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

		その他及び上記以外 ホカ オヨ ジョウキ イガイ						1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		4		(2)						2				1		(1)		0		0		1		5		(1)		0		1		0		2		(1)		1		0		0		3		(2)		1		1		0

		鉱害 コウガイ						0		-		0		-		0		-		1		-		1		-		0		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		3		-		-		-		-				1		-		-		-		-		1		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						1		(1)		2		(2)		3		(3)		3		(2)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		4		(0)		7		(0)		2		(1)		0		(0)		24		(10)		0		7		3				10		(7)		0		5		2		10		(5)		1		3		1		10		(7)		1		4		2		6		(5)		1		3		1





















機密性２




H30

						■平成３０年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク										最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2018/12/31



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		2		0				2		1		0		1		0		4		(4)		0		4		0		4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		0		-		1		-		0		-		2		-		1		-		1		-		0		-		2		-		2		-		1		-		0		-		2		-		12		-		-		-		-				16		-		-		-		-		18		-		-		-		-		24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		1		-		0		-		0		-		1		-		2		-		0		-		1		-		6		-		1		-		0		-		0		-		1		-		13		-		-		-		-				8		-		-		-		-		4		-		-		-		-		12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		5		-		4		-		1		-		2		-		3		-		7		-		5		-		3		-		8		-		7		-		10		-		12		-		67		-		-		-		-				79		-		-		-		-		72		-		-		-		-		76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		1		(2)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		4		(7)		0		-		7				2		5		0		-		5		0		(0)		0		-		0		2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		10		(0)		8		(1)		11		(2)		6		(0)		11		(1)		6		(1)		7		(1)		4		(0)		6		(0)		12		(0)		9		(0)		7		(0)		97		(6)		-		6		-				114		7		-		7		-		126		(5)		-		5		-		159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						17		(2)		13		(1)		13		(5)		12		(2)		17		(1)		14		(1)		14		(2)		15		(0)		17		(0)		21		(1)		19		(0)		22		(0)		194		(15)		0		8		7				221		(13)		0		8		5		224		(9)		0		9		0		277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0		0				1		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		2		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		1		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		2		-		-		-		-				3		-		-		-		-		5		-		-		-		-		7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		2		(2)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		7		(2)		-		2		-				5		(0)		-		0		-		3		(0)		-		0		-		4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						2		(2)		2		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		12		(2)		0		2		0				9		(0)		0		0		0		12		(1)		0		1		0		13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						19		(4)		15		(1)		13		(5)		14		(2)		19		(1)		15		(1)		14		(2)		15		(0)		18		(0)		21		(1)		19		(0)		24		(0)		206		(17)		0		10		7				230		(13)		0		8		5		236		(10)		0		10		0		290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		2		(3)		0		(0)		0		(0)		4		(6)		0		2		4				4		(4)		0		1		3		3		(3)		2		0		1		10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		0		(0)		1		(1)		2		(1)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		10		(2)		0		0		2				5		(0)		0		0		0		6		(1)		0		1		0		6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						18		(0)		16		(1)		14		(1)		21		(1)		25		(0)		28		(8)		58		(0)		24		(1)		20		(0)		33		(0)		17		(1)		16		(0)		290		(13)		0		1		12				234		(3)		0		1		2		228		(4)		0		1		3		157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(1)		2		(1)		1		(0)		1		(1)		17		(3)		0		0		3				11		(1)		0		0		1		10		(1)		0		0		1		9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						7		-		8		-		4		-		2		-		0		-		1		-		2		-		1		-		0		-		0		-		1		-		0		-		26		-		-		-		-				94		-		-		-		-		106		-		-		-		-		101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(6)		2		(1)		1		(0)		10		(8)		0		0		8				7		(1)		0		1		0		3		(1)		1		0		0		15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						29		(1)		26		(1)		20		(1)		24		(1)		28		(0)		35		(8)		62		(0)		30		(5)		24		(2)		38		(10)		23		(2)		18		(1)		357		(32)		0		3		29				355		(9)		0		3		6		356		(10)		3		2		5		298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				2		(0)		2		(0)		5		(0)		1		(0)		4		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(0)		3		(0)		3		(0)		28		(0)		0		0		0				34		(0)		0		0		0		29		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		2		(2)		0		0		2				1		(1)		0		0		1		3		(2)		0		1		1		0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				2		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		6		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		3		(0)		1		(0)		18		(0)		0		0		0				19		(0)		0		0		0		3		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				2		(1)		1		(0)		3		(0)		1		(0)		4		(1)		3		(0)		1		(0)		2		(1)		2		(1)		4		(0)		4		(1)		3		(6)		30		(11)		0		2		9				22		(8)		0		0		8		21		(12)		0		1		10		27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(6)		1		0		5				0		(0)		0		0		0		3		(6)		0		0		7		2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ								-				-				-		4		-		5		-		10		-		5		-		5		-		0		-		3		-		4		-		4		-		40		-		-		-		-				-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(2)		4		(0)		10		(0)		6		(0)		20		(3)		15		(0)		9		(3)		9		(2)		5		(1)		10		(0)		14		(1)		12		(7)		121		(19)		1		2		16				76		(9)		0		0		9		59		(20)		0		2		18		54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						3		(0)		3		(0)		8		(1)		6		(0)		10		(0)		4		(1)		4		(1)		8		(2)		4		(0)		4		(1)		6		(1)		2		(0)		62		(7)		0		7						53		(0)		0		0		0		60		(2)		0		2		0		36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		1		1						0		(0)		0		0		0		1		(1)		0		1		0		3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						6		(1)		8		(0)		5		(1)		4		(0)		6		(0)		2		(0)		3		(0)		4		(0)		4		(0)		6		(1)		4		(0)		7		(1)		59		(4)		0		4						39		(3)		0		3		0		52		(4)		0		4		0		52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0						5		(0)		0		0		0		1		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		4		(4)		0		4						0		(0)		0		0		0		4		(4)		0		4		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						9		(1)		11		(0)		13		(2)		11		(0)		18		(3)		7		(2)		7		(1)		12		(2)		9		(2)		10		(2)		10		(1)		10		(1)		127		(17)		1		16						97		(3)		0		3				118		(11)		0		11				96		(8)		0		8				96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成３０年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２９年 ヘイセイ ネン										平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						1		(1)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(2)		1		0		1				4		(1)		0		0		1		2		(3)		0		1		2		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(2)		3		(0)		8		(1)		1		(0)		2		(10)		1		(0)		0		(0)		18		(13)		2		0		11				6		(6)		0		0		6		15		(4)		0		2		2		10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0		0				3		(1)		0		0		1		1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						1		(1)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		1		(2)		4		(0)		10		(2)		2		(0)		2		(10)		1		(0)		1		(0)		27		(15)		3		0		12				13		(8)		0		0		8		18		(7)		0		3		4		12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２




H29

						■平成２９年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2017/10/1



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(1)		0		1		0				4		(4)		0		4		0		4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		0		-		0		-		2		-		1		-		0		-		0		-		2		-		1		-		0		-		4		-		3		-		3		-		16		-		-		-		-				18		-		-		-		-		24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		1		-		1		-		0		-		0		-		1		-		2		-		0		-		1		-		0		-		2		-		8		-		-		-		-				4		-		-		-		-		12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		6		-		7		-		4		-		1		-		7		-		7		-		7		-		6		-		4		-		10		-		14		-		6		-		79		-		-		-		-				72		-		-		-		-		76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		2		(5)		0		-		5				0		(0)		0		-		0		2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		11		(0)		11		(1)		5		(0)		8		(2)		12		(0)		10		(0)		8		(1)		8		(0)		8		(0)		14		(0)		6		(1)		13		(2)		114		(7)		-		7		-				126		(5)		-		5		-		159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						17		(0)		18		(1)		12		(0)		12		(5)		19		(0)		18		(1)		18		(1)		17		(0)		12		(0)		30		(0)		23		(1)		25		(4)		221		(13)		0		8		5				224		(9)		0		9		0		277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		0		0				1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				2		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		1		-		1		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		3		-		-		-		-				5		-		-		-		-		7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				1		-		-		-		-		0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		5		(0)		-		0		-				3		(0)		-		0		-		4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						1		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		9		(0)		0		0		0				12		(1)		0		1		0		13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						18		(0)		19		(1)		14		(0)		13		(5)		20		(0)		18		(1)		19		(1)		17		(0)		12		(0)		30		(0)		24		(1)		26		(4)		230		(13)		0		8		5				236		(10)		0		10		0		290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(1)		2		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(4)		0		1		3				3		(3)		2		0		1		10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						2		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		5		(0)		0		0		0				6		(1)		0		1		0		6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						18		(0)		24		(0)		19		(1)		19		(0)		18		(0)		17		(0)		23		(0)		17		(1)		16		(0)		20		(0)		19		(0)		24		(1)		234		(3)		0		1		2				228		(4)		0		1		3		157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		11		(1)		0		0		1				10		(1)		0		0		1		9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						11		-		7		-		7		-		7		-		7		-		6		-		5		-		7		-		6		-		7		-		12		-		12		-		94		-		-		-		-				106		-		-		-		-		101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		7		(1)		0		1		0				3		(1)		1		0		0		15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						32		(0)		32		(0)		28		(1)		29		(0)		27		(0)		24		(0)		32		(2)		27		(4)		24		(0)		28		(0)		33		(0)		39		(2)		355		(9)		0		3		6				356		(10)		3		2		5		298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				4		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		3		(0)		5		(0)		6		(0)		3		(0)		4		(0)		2		(0)		2		(0)		34		(0)		0		0		0				29		(0)		0		0		0		18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		0		1				3		(2)		0		1		1		0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				2		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		3		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		3		(0)		0		(0)		3		(0)		19		(0)		0		0		0				3		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(1)		2		(1)		0		(0)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		4		(1)		2		(2)		3		(3)		22		(8)		0		0		8				21		(12)		0		1		10		27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(6)		0		0		7		2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		合　　計 ゴウ ケイ						8		(1)		5		(0)		4		(0)		5		(1)		5		(1)		4		(0)		9		(0)		7		(0)		6		(0)		11		(1)		4		(2)		8		(3)		76		(9)		0		0		9				59		(20)		0		2		18		54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						7		(0)		3		(0)		4		(0)		5		(0)		3		(0)		3		(0)		2		(0)		3		(0)		1		(0)		10		(0)		5		(0)		7		(0)		53		(0)		0		0						60		(2)		0		2		0		36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						1		(1)		0		1		0		3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						3		(0)		4		(3)		1		(0)		3		(0)		5		(0)		3		(0)		3		(0)		4		(0)		4		(0)		3		(0)		3		(0)		3		(0)		39		(3)		0		3						52		(4)		0		4		0		52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		5		(0)		0		0						1		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						4		(4)		0		4		0		1		(1)		0		1		0		0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						11		(0)		7		(3)		5		(0)		8		(0)		8		(0)		6		(0)		6		(0)		8		(0)		6		(0)		13		(0)		9		(0)		10		(0)		97		(3)		0		3						118		(11)		0		11				96		(8)		0		8				96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２９年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２８年 ヘイセイ ネン										平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(1)		4		(1)		0		0		1				2		(3)		0		1		2		0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		3		(3)		0		(0)		1		(0)		1		(2)		0		(0)		6		(6)		0		0		6				15		(4)		0		2		2		10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		0		0		1				1		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(0)		5		(4)		0		(0)		2		(0)		1		(2)		1		(1)		13		(8)		0		0		8				18		(7)		0		3		4		12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２




H28

						■平成２８年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2016/12/1



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(1)		1		(1)		0		(0)		4		(4)		0		4		0				4		(5)		0		5		0		4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		2		-		0		-		3		-		1		-		4		-		1		-		0		-		3		-		0		-		1		-		3		-		0		-		18		-		-		-		-				24		-		-		-		-		26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		1		-		1		-		0		-		0		-		4		-		-		-		-				12		-		-		-		-		9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		7		-		3		-		4		-		11		-		3		-		6		-		4		-		5		-		5		-		12		-		5		-		7		-		72		-		-		-		-				76		-		-		-		-		77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				2		(3)		1		-		2		3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		16		(0)		8		(0)		8		(1)		9		(2)		12		(1)		13		(0)		8		(0)		7		(0)		5		(0)		10		(0)		11		(1)		19		(0)		126		(5)		-		5		-				159		(7)		-		7		-		297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						26		(0)		11		(0)		15		(1)		21		(2)		19		(1)		21		(1)		12		(0)		16		(0)		12		(1)		25		(1)		20		(2)		26		(0)		224		(9)		0		9		0				277		(15)		1		12		2		416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0		0				2		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		2		(1)		0		1		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		0		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		2		-		2		-		0		-		5		-		-		-		-				7		-		-		-		-		8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		-		-		-				0		-		-		-		-		0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		-		0		-				4		(0)		-		0		-		7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		2		(1)		12		(1)		0		1		0				13		(0)		0		0		0		20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						27		(0)		12		(0)		16		(1)		22		(2)		19		(1)		22		(1)		13		(0)		16		(0)		12		(1)		27		(1)		22		(2)		28		(1)		236		(10)		0		10		0				290		(15)		1		12		2		436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(3)		2		0		1				10		(7)		1		1		5		2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		0		(0)		6		(1)		0		1		0				6		(3)		0		1		2		14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						16		(1)		15		(0)		21		(3)		15		(0)		17		(0)		16		(0)		26		(0)		17		(0)		25		(0)		21		(0)		16		(0)		23		(0)		228		(4)		0		1		3				157		(4)		0		0		4		121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						2		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		2		(0)		2		(0)		0		(0)		10		(1)		0		0		1				9		(3)		0		1		2		7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						8		-		6		-		13		-		11		-		10		-		8		-		8		-		6		-		4		-		7		-		16		-		9		-		106		-		-		-		-				101		-		-		-		-		91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						1		(0)		1		(1)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(1)		1		0		0				15		(9)		1		0		8		2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						27		(2)		22		(1)		36		(3)		29		(1)		28		(1)		26		(0)		34		(0)		25		(0)		30		(1)		30		(0)		37		(1)		32		(0)		356		(10)		3		2		5				298		(26)		2		3		21		237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２７年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				3		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		3		(0)		2		(0)		3		(0)		8		(0)		3		(0)		1		(0)		1		(0)		2		(0)		29		(0)		0		0		0				18		(0)		0		0		0		21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(2)		0		1		1				0		(0)		0		0		0		3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0		0				7		(0)		0		0		0		7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(1)		5		(5)		3		(1)		3		(0)		2		(4)		0		(0)		1		(0)		2		(1)		21		(12)		0		1		10				27		(6)		0		2		4		40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		1		(1)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(6)		0		0		7				2		(10)		0		0		10		2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		合　　計 ゴウ ケイ						4		(0)		3		(1)		4		(3)		1		(0)		6		(1)		8		(7)		6		(1)		12		(0)		6		(6)		1		(0)		3		(0)		5		(1)		59		(20)		0		2		18				54		(16)		0		2		14		73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						2		(0)		9		(0)		4		(0)		2		(0)		10		(0)		5		(0)		2		(0)		7		(1)		4		(1)		4		(0)		5		(0)		6		(0)		60		(2)		0		2						36		(1)		0		1		0		34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(1)		0		1						3		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						3		(0)		0		(0)		5		(0)		4		(0)		3		(0)		6		(0)		4		(1)		5		(3)		7		(0)		9		(0)		2		(0)		4		(0)		52		(4)		0		4						52		(6)		0		6		0		58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0						4		(0)		0		0		0		2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(4)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(4)		0		4						1		(1)		0		1		0		0		(0)		0		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						5		(0)		9		(0)		10		(0)		6		(0)		14		(0)		11		(0)		6		(1)		13		(8)		13		(1)		13		(0)		8		(1)		10		(0)		118		(11)		0		11						96		(8)		0		8				96		(39)		0		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２８年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２7年 ヘイセイ ネン										平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						1		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		0		1		2				0		(0)		0		0		0		2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		7		(2)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		2		(2)		15		(4)		0		2		2				10		(16)		0		1		15		18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		0		0				2		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						1		(0)		2		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		8		(2)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		2		(2)		18		(7)		0		3		4				12		(16)		0		1		15		25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27
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H27

						■平成２７年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						2016/1/1



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(4)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		4		(5)		0		5		0				4		(5)		0		5		0		7		(16)		1		13		2

						供給支障		1		-		2		-		3		-		1		-		0		-		2		-		2		-		5		-		2		-		3		-		1		-		2		-		24		-		-		-		-				26		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		2		-		1		-		0		-		2		-		2		-		2		-		2		-		1		-		0		-		0		-		0		-		12		-		-		-		-				9		-		-		-		-		11		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		5		-		6		-		4		-		7		-		2		-		7		-		12		-		7		-		8		-		5		-		5		-		8		-		76		-		-		-		-				77		-		-		-		-		40		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		2		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		1		-		2				3		(7)		1		-		6		1		(3)		0		-		3

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		17		(1)		19		(0)		10		(0)		12		(0)		10		(0)		8		(0)		8		(0)		18		(1)		13		(3)		7		(0)		17		(1)		20		(1)		159		(7)		-		7		-				297		(7)		-		7		-		316		(6)		-		6		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						25		(4)		29		(0)		18		(0)		20		(0)		17		(4)		19		(0)		24		(0)		32		(1)		24		(3)		15		(0)		23		(1)		31		(2)		277		(15)		1		12		2				416		(19)		1		12		6		397		(25)		1		19		5

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0		0				4		(0)		0		0		0		4		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		2		(2)		0		2		0

						供給支障		2		-		1		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		3		-		0		-		0		-		0		-		7		-		-		-		-				8		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		-		0		-				7		(2)		-		2		-		9		(0)		-		0		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						2		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		4		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		13		(0)		0		0		0				20		(2)		0		2		0		22		(2)		0		2		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						27		(4)		30		(0)		18		(0)		23		(0)		18		(4)		19		(0)		25		(0)		33		(1)		28		(3)		15		(0)		23		(1)		31		(2)		290		(15)		1		12		2				436		(21)		1		14		6		419		(27)		1		21		5



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		1		(1)		1		(0)		2		(3)		1		(0)		2		(2)		1		(0)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		10		(7)		1		1		5				2		(3)		0		0		3		3		(5)		0		2		3

		火災 カサイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(2)		2		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		6		(3)		0		1		2				14		(7)		0		3		4		10		(4)		0		0		4

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						6		(0)		5		(2)		19		(1)		20		(0)		16		(0)		12		(0)		17		(0)		20		(0)		8		(0)		13		(0)		11		(1)		10		(0)		157		(4)		0		0		4				121		(12)		0		0		12		144		(6)		0		0		6

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(1)		1		(0)		2		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		9		(3)		0		1		2				7		(1)		0		1		0		6		(1)		0		0		1

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						8		-		7		-		3		-		16		-		8		-		2		-		8		-		5		-		16		-		5		-		10		-		13		-		101		-		-		-		-				91		-		-		-		-		131		-		-		-		-

		その他 タ						3		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(7)		0		(0)		2		(1)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(1)		1		(0)		15		(9)		1		0		8				2		(2)		1		1		0		1		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						18		(0)		16		(3)		25		(1)		41		(11)		28		(1)		20		(5)		30		(2)		28		(0)		26		(1)		18		(0)		24		(2)		24		(0)		298		(26)		2		3		21				237		(25)		1		5		19		295		(16)		0		2		14



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				3		(0)		3		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		2		(0)		3		(0)		18		(0)		0		0		0				21		(0)		0		0		0		19		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				3		(3)		0		3		0		2		(2)		0		1		1

		消費
段階		漏えい				2		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		7		(0)		0		0		0				7		(0)		0		0		0		11		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				2		(0)		1		(0)		3		(0)		5		(2)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		1		(1)		5		(1)		3		(0)		1		(0)		2		(2)		27		(6)		0		2		4				40		(31)		0		1		30		45		(17)		0		0		17

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		1		(7)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(10)		0		0		10				2		(4)		1		0		3		2		(2)		1		0		1

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(0)		5		(7)		3		(0)		6		(2)		3		(0)		3		(3)		3		(0)		3		(1)		7		(1)		5		(0)		3		(0)		6		(2)		54		(16)		0		2		14				73		(38)		1		4		33		79		(21)		1		1		19



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						4		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		2		(0)		4		(0)		5		(0)		6		(0)		1		(0)		2		(0)		5		(0)		3		(1)		36		(1)		0		1						34		(29)		0		29				36		(0)		0		0

		爆発 バクハツ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		0		0						2		(0)		0		0				4		(1)		1		0

		漏えい ロウ						2		(0)		6		(0)		7		(2)		3		(0)		2		(0)		1		(0)		6		(3)		6		(0)		5		(0)		5		(0)		4		(1)		5		(0)		52		(6)		0		6						58		(10)		0		10				79		(0)		0		0

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0						2		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		1						0		(0)		1		0				0		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(0)		7		(0)		10		(2)		5		(0)		5		(0)		6		(0)		11		(3)		12		(0)		8		(1)		7		(0)		10		(1)		8		(1)		96		(8)		0		8						96		(39)		1		39				121		(1)		1		0



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２７年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２６年 ヘイセイ ネン										平成２５年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				2		(3)		0		0		3		1		(2)		0		1		1

		煙火 エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(10)		5		(5)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		1		(0)		10		(16)		0		1		15				18		(3)		0		0		3		24		(19)		0		1		18

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0		0				5		(0)		0		0		0		2		(9)		0		1		8

		合　　計 ゴウ ケイ						0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(10)		5		(5)		0		(0)		0		(0)		2		(1)		1		(0)		12		(16)		0		1		15				25		(6)		0		0		6		27		(30)		0		3		27























機密性２


機密性２


機密性２
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機密性２
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H26

						■平成２６年事故発生状況 ヘイセイ ネン ジコ ハッセイ ジョウキョウ																																																												監督部名：関東 カントク ブ メイ カントウ						最終入力： サイシュウ ニュウリョク						42104



		ガス事業法 ジギョウホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク								死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク						死亡 シボウ		負傷 フショウ		中毒 チュウドク

		一般ガス イッパン		製造段階 ダンカイ				0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				0		(0)		0		0		0		0		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		4		(5)		0		5		0				7		(16)		1		13		2		1		(1)		0		0		1

						供給支障		1		-		1		-		3		-		3		-		3		-		4		-		1		-		2		-		1		-		3		-		1		-		3		-		26		-		-		-		-				22		-		-		-		-		22		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		1		-		1		-		1		-		1		-		1		-		2		-		0		-		1		-		1		-		0		-		9		-		-		-		-				11		-		-		-		-		6		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		9		-		6		-		4		-		7		-		2		-		10		-		3		-		3		-		7		-		15		-		6		-		5		-		77		-		-		-		-				40		-		-		-		-		39		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		1		(2)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(4)		3		(7)		1		-		6				1		(3)		0		-		3		0		(0)		0		-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		26		(0)		40		(1)		24		(0)		20		(0)		31		(1)		26		(0)		29		(1)		19		(0)		12		(0)		23		(1)		23		(1)		24		(2)		297		(7)		-		7		-				316		(6)		-		6		-		206		(14)		-		14		-

		一　般　ガ　ス　計 イッ ハン ケイ						37		(2)		47		(1)		33		(1)		32		(1)		38		(2)		41		(0)		34		(1)		27		(2)		21		(1)		42		(1)		31		(1)		33		(6)		416		(19)		1		12		6				397		(25)		1		19		5		274		(15)		0		14		1

		簡易ガス カンイ		製造段階 ダンカイ				1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		4		(0)		0		0		0				4		(0)		0		0		0		5		(0)		0		0		0

				供給段階 キョウキュウ ダンカイ		工作物の損壊等 トウ		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0		0				2		(2)		0		2		0		0		(0)		0		0		0

						供給支障		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		2		-		0		-		2		-		1		-		1		-		1		-		0		-		8		-		-		-		-				6		-		-		-		-		3		-		-		-		-

						爆発・火災		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		1		-		-		-		-				0		-		-		-		-		1		-		-		-		-

						交通困難・避難 ヒナン		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		0		-		-		-		-				1		-		-		-		-		0		-		-		-		-

				消費段階 ショウヒ ダンカイ		消費機器（死亡、中毒） ショウヒ キキ シボウ チュウドク		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		-		0				0		(0)		0		-		0		0		(0)				-		0

						消費機器（負傷、物損） ショウヒ キキ フショウ ブッソン		1		(1)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		7		(2)		-		2		-				9		(0)		-		0		-		4		(1)		-		1		-

		簡　易　ガ　ス　計 カン エキ ケイ						3		(1)		3		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		3		(0)		0		(0)		4		(1)		1		(0)		1		(0)		2		(0)		1		(0)		20		(2)		0		2		0				22		(2)		0		2		0		13		(1)		0		1		0

		都　　市　　ガ　　ス　　　　合　　　計 ミヤコ シ ゴウ ケイ						40		(3)		50		(1)		34		(1)		32		(1)		39		(2)		44		(0)		34		(1)		31		(3)		22		(1)		43		(1)		33		(1)		34		(6)		436		(21)		1		14		6				419		(27)		1		21		5		287		(16)		0		15		1



		高圧ガス保安法 コウアツ ホアンホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		0		0		3				2		(1)		0		0		1		8		(5)		0		4		1

		火災 カサイ						0		(0)		1		(1)		1		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		4		(5)		2		(0)		3		(0)		14		(7)		0		3		4				10		(4)		0		0		4		15		(7)		0		0		7

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ						10		(0)		15		(0)		9		(0)		12		(0)		9		(0)		10		(0)		12		(1)		10		(11)		12		(0)		6		(0)		12		(0)		4		(0)		121		(12)		0		0		12				144		(6)		0		0		6		144		(9)		0		1		8

		破裂・破損 ハレツ ハソン						1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		7		(1)		0		1		0				6		(1)		0		0		1		9		(5)		1		0		4

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ						20		-		10		-		5		-		5		-		10		-		7		-		10		-		4		-		2		-		5		-		9		-		4		-		91		-		-		-		-				131		-		-		-		-		181		-		-		-		-

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(2)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(2)		1		1		0				1		(0)		0		0		0		9		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						31		(0)		27		(1)		16		(0)		19		(1)		21		(2)		18		(0)		23		(3)		16		(12)		16		(1)		16		(5)		23		(0)		11		(0)		237		(25)		1		5		19				294		(12)		0		0		12		366		(26)		1		5		20



		液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 エキカ セキユ ホアン カクホ オヨ トリヒキ テキセイカ カン ホウリツ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給
段階		漏えい				3		(0)		8		(0)		0		(0)		1		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		3		(0)		2		(0)		1		(0)		1		(0)		21		(0)		0		0		0				19		(0)		0		0		0		23		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				0		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(3)		3		(3)		0		3		0				2		(2)		0		1		1		1		(0)		0		0		0

		消費
段階		漏えい				1		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		(0)		7		(0)		0		0		0				10		(0)		0		0		0		8		(0)		0		0		0

				漏えい爆発・火災				3		(3)		2		(1)		2		(1)		2		(2)		3		(4)		3		(0)		9		(10)		4		(5)		6		(4)		1		(0)		2		(1)		3		(0)		40		(31)		0		1		30				45		(17)		0		0		17		49		(25)		0		3		22

				ＣＯ中毒・酸欠				0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(1)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(4)		1		0		3				2		(2)		1		0		1		4		(10)		1		0		9

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(3)		15		(4)		2		(1)		3		(2)		5		(4)		3		(0)		12		(11)		4		(5)		9		(4)		3		(0)		5		(1)		5		(3)		73		(38)		1		4		33				78		(21)		1		1		19		85		(35)		1		3		31



		石油コンビナート等災害防止法 セキユ ナド						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		負傷 フショウ										死亡 シボウ		負傷 フショウ								死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ						3		(1)		2		(0)		6		(5)		4		(0)		1		(1)		6		(0)		2		(0)		3		(0)		0		(0)		2		(0)		3		(0)		2		(22)		34		(29)		0		29						36		(0)		0		0				34		(7)		0		7

		爆発 バクハツ						1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0						4		(1)		1		0				1		(1)		0		1

		漏えい ロウ						3		(3)		5		(0)		4		(0)		5		(0)		3		(0)		7		(1)		5		(1)		8		(0)		5		(0)		4		(3)		5		(2)		4		(0)		58		(10)		0		10						79		(0)		0		0				60		(2)		0		2

		破損 ハソン						0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		2		(0)		0		0						2		(0)		0		0				8		(0)		0		0

		その他 タ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		0						0		(0)		0		0				2		(0)		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						7		(4)		7		(0)		10		(5)		10		(0)		4		(1)		14		(1)		7		(1)		11		(0)		5		(0)		6		(3)		9		(2)		6		(22)		96		(39)		0		39						121		(1)		1		0				105		(10)		0		10



		火薬類取締法 カヤク タグイ トリシマリホウ						平成２６年 ヘイセイ ネン																																																										備考 ビコウ		平成２５年 ヘイセイ ネン										平成２４年 ヘイセイ ネン

								1月 ガツ				2月				3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				合計 ゴウケイ				死傷者数 シショウシャスウ								発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ						発生
件数 ハッセイ ケンスウ				死傷者数 シショウシャスウ

																																																												死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ								死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ						死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(3)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		2		(3)		0		0		3				1		(2)		0		1		1		2		(1)		0		0		1

		煙火 エンカ						2		(0)		0		(0)		1		(1)		3		(0)		0		(0)		0		(0)		3		(0)		3		(1)		2		(1)		2		(0)		2		(0)		0		(0)		18		(3)		0		0		3				24		(19)		0		1		18		14		(14)		0		1		13

		がん具煙火 グ エンカ						0		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		0		(0)		1		(0)		2		(0)		0		(0)		0		(0)		0		(0)		1		(0)		5		(0)		0		0		0				2		(9)		0		1		8		0		(0)		0		0		0

		合　　計 ゴウ ケイ						2		(0)		0		(0)		1		(1)		3		(0)		2		(0)		0		(0)		5		(3)		5		(1)		2		(1)		2		(0)		2		(0)		1		(0)		25		(6)		0		0		6				27		(30)		0		3		27		16		(15)		0		1		14























機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２


機密性２




液石年件数

		ＬＰガス法 ホウ



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

		概要 ガイヨウ		2015		2016		2017		2018		2019		2019

		供給段階での漏えい		18		29		34		29		38		46%

		供給段階での漏えい爆発・火災		0		3		1		2		1		1%

		消費段階での漏えい		7		3		19		21		23		28%

		消費段階での漏えい爆発・火災		27		21		22		30		20		24%

		消費段階でのＣＯ中毒・酸欠		2		3		0		3		0		0%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		54		59		76		85		82		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン

Windows ユーザー: 2019年3月の液石小委員会の資料から引用		182		140		195		211		198

		※2018年4月から液石関係の「盗難・喪失」は液石事故として計上するようになったが、本省で取りまとめている事故統計資料に含まれていなかったため、当部の資料でも扱わないこととする。 ネン ガツ エキセキ カンケイ トウナン ソウシツ エキセキ ジコ ケイジョウ ホンショウ ト ジコ トウケイ シリョウ フク トウブ シリョウ アツカ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


供給段階での漏えい	

2015	2016	2017	2018	2019	18	29	34	29	38	供給段階での漏えい爆発・火災	

2015	2016	2017	2018	2019	0	3	1	2	1	消費段階での漏えい	

2015	2016	2017	2018	2019	7	3	19	21	23	消費段階での漏えい爆発・火災	

2015	2016	2017	2018	2019	27	21	22	30	20	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	

2015	2016	2017	2018	2019	2	3	0	3	0	#REF!	

2015	2016	2017	2018	2019	1	管内事故件数合計	

2015	2016	20	17	2018	2019	54	59	76	85	82	全国事故件数	2015	2016	2017	2018	2019	182	140	195	211	198	管内事故件数



全国事故件数

















供給段階での漏えい	供給段階での漏えい爆発・火災	消費段階での漏えい	消費段階での漏えい爆発・火災	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	0.46341463414634149	1.2195121951219513E-2	0.28048780487804881	0.24390243902439024	0	

液石年死傷者

		ＬＰガス法 ホウ



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		供給段階での漏えい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%

		供給段階での漏えい爆発・火災		0		0		0		0		1		1		0		0		1		0		0		2		0		0		1		1		7%

		消費段階での漏えい		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0%

		消費段階での漏えい爆発・火災		0		2		4		0		1		10		0		0		8		0		0		11		0		1		12		13		93%

		消費段階でのＣＯ中毒・酸欠		0		0		10		0		0		7		0		0		0		1		0		5		0		0		0		0		0%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		0		2		14		0		2		18		0		0		9		1		0		18		0		1		13		14		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


供給段階での漏えい	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	供給段階での漏えい爆発・火災	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	消費段階での漏えい	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	消費段階での漏えい爆発・火災	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	2	4	0	1	10	0	0	8	0	0	11	0	1	12	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	10	0	0	7	0	0	0	1	0	5	0	0	0	年間死傷者数



管内死傷者数合計	





供給段階での漏えい	供給段階での漏えい爆発・	火災	消費段階での漏えい	消費段階での漏えい爆発・火災	消費段階でのＣＯ中毒・酸欠	0	7.1428571428571425E-2	0	0.9285714285714286	0	

高圧年件数

		高圧ガス法 コウアツ ホウ



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

		概要 ガイヨウ		2015		2016		2017		2018		2019		2019

		爆発 バクハツ		10		3		4		4		3		1%

		火災 カサイ		6		6		5		10		11		4%

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ		157		229		234		297		224		85%

		破裂・破損 ハレツ ハソン		9		10		11		17		4		2%

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ		101		106		95		26		14		5%

		その他 タ		15		3		7		10		6		2%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		298		357		356		364		262		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン		795		764		950		822		837

		全国事故件数は高圧ガス保安協会のＨＰから引用（体裁が本省ＨＰと同様だが本省はアップデートされていないため） ゼンコク ジコ ケンスウ コウアツ ホアン キョウカイ インヨウ テイサイ ホンショウ ドウヨウ ホンショウ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


爆発	

2015	2016	2017	2018	2019	10	3	4	4	3	火災	

2015	2016	2017	2018	2019	6	6	5	10	11	噴出・漏えい	

2015	2016	2017	2018	2019	157	229	234	297	224	破裂・破損	

2015	2016	2017	2018	2019	9	10	11	17	4	盗難・喪失	

2015	2016	2017	2018	2019	101	106	95	26	14	その他	2015	2016	2017	2018	2019	15	3	7	10	6	管内事故件数合計	

2015	2016	2017	2018	2019	298	357	356	364	262	全国事故件数	

2015	2016	2017	795	764	950	822	837	管内事故件数



全国事故件数







爆発	火災	噴出・漏えい	破裂・破損	盗難・喪失	その他	1.1450381679389313E-2	4.1984732824427481E-2	0.85496183206106868	1.5267175572519083E-2	5.3435114503816793E-2	2.2900763358778626E-2	



高圧年死傷者

		高圧ガス法 コウアツ ホウ



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		爆発 バクハツ		1		1		5		2		0		1		0		1		3		0		2		4		0		0		2		2		6%

		火災 カサイ		0		1		2		0		1		0		0		0		0		0		0		2		0		0		6		6		18%

		噴出・漏えい フンシュツ ロウ		0		0		4		0		1		3		0		1		2		0		1		12		0		4		17		21		62%

		破裂・破損 ハレツ ハソン		0		1		2		0		0		1		0		0		1		0		0		3		0		0		3		3		9%

		盗難・喪失 トウナン ソウシツ		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

		その他 タ		1		0		8		1		0		0		0		1		0		0		0		8		0		0		2		2		6%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		2		3		21		3		2		5		0		3		6		0		3		29		0		4		30		34		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


爆発	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	1	1	5	2	0	1	0	1	3	0	2	4	0	0	2	火災	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	6	噴出・漏えい	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	4	0	1	3	0	1	2	0	1	12	0	4	17	破裂・破損	

死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	0	3	0	0	3	盗難・喪失	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	1	0	8	1	0	0	0	1	0	0	0	8	0	0	2	年間死傷者数

管内死傷者数合計	



爆発	火災	噴出・漏えい	破裂・破損	盗難・喪失	その他	5.8823529411764705E-2	0.17647058823529413	0.61764705882352944	8.8235294117647065E-2	5.8823529411764705E-2	

ｺﾝﾋﾞ年件数

		コンビナート



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

				2015		2016		2017		2018		2019		2019

		出火 シュッカ		34		60		53		59		53		39%

		爆発 バクハツ		2		1		0		1		2		1%

		漏えい ロウ		58		52		39		56		75		56%

		破損 ハソン		2		1		5		1		3		2%

		その他 タ		0		4		0		2		2		1%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		96		118		97		119		135		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン		253		235		252		252		398

		全国事故件数は消防庁のＨＰから引用（https://www.fdma.go.jp/relocation/neuter/topics/fieldList4_16/jiko_shiryo.html） ゼンコク ジコ ケンスウ ショウボウチョウ インヨウ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


出火	2015	2016	2017	2018	2019	34	60	53	59	53	爆発	2015	2016	2017	2018	2019	2	1	0	1	2	漏えい	2015	2016	2017	2018	2019	58	52	39	56	75	破損	2015	2016	2017	2018	2019	2	1	5	1	3	その他	2015	2016	2017	2018	2019	0	4	0	2	2	管内事故件数合計	2015	2016	2017	2018	2019	96	118	97	119	135	全国事故件数	

2015	2016	2017	253	235	252	252	398	管内事故件数

全国事故件数











出火	爆発	漏えい	破損	その他	0.3925925925925926	1.4814814814814815E-2	0.55555555555555558	2.2222222222222223E-2	1.4814814814814815E-2	



ｺﾝﾋﾞ年死傷者

		コンビナート



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ				死亡 シボウ		負傷 フショウ

		出火 シュッカ		0		1				0		2				0		0				0		7				0		4				4		27%

		爆発 バクハツ		0		0				0		1				0		0				1		1				0		1				1		7%

		漏えい ロウ		0		6				0		4				0		3				0		4				0		10				10		67%

		破損 ハソン		0		0				0		0				0		0				0		0				0		0				0		0%

		その他 タ		0		1				0		4				0		0				0		1				0		0				0		0%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		0		8				0		11				0		3				1		13				0		15				15		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


出火	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	0	2	0	0	0	7	0	4	爆発	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	漏えい	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	6	0	4	0	3	0	4	0	10	破損	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	その他	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	死亡	負傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	0	4	0	0	0	1	0	0	年間死傷者数



管内死傷者数合計	出火	爆発	漏えい	破損	その他	0.26666666666666666	6.6666666666666666E-2	0.66666666666666663	0	0	



火薬年件数

		火薬法 カヤク ホウ



		管内事故件数 カンナイ ジコ ケンスウ

		概要 ガイヨウ		2015		2016		2017		2018		2019

		産業火薬 サンギョウ カヤク		0		2		4		5		2		8%

		煙火 エンカ		10		15		6		18		21		81%

		がん具煙火 グ エンカ		2		1		3		4		3		12%

		管内事故件数合計 カンナイ ジコ ケンスウ ゴウケイ		12		18		13		27		26		100%

		全国事故件数 ゼンコク ジコ ケンスウ ジケン		61		66		58		72		57

		全国事故件数は火薬小委(2019.3)の資料から引用（これは全国火薬類保安協会とりまとめ件数を引用したもの） ゼンコク ジコ ケンスウ カヤク ショウイ シリョウ インヨウ ゼンコク カヤク ルイ ホアン キョウカイ ケンスウ インヨウ



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


産業火薬	2015	2016	2017	2018	2019	0	2	4	5	2	煙火	2015	2016	2017	2018	2019	10	15	6	18	21	がん具煙火	2015	2016	2017	2018	2019	2	1	3	4	3	管内事故件数合計	2015	2016	2017	2018	2019	12	18	13	27	26	全国事故件数	2015	2016	2017	61	66	58	72	57	管内事故件数

全国事故件数





産業火薬	煙火	がん具煙火	7.6923076923076927E-2	0.80769230769230771	0.11538461538461539	



火薬年死傷者

		火薬法 カヤク ホウ



				2015						2016						2017						2018						2019

		概要 ガイヨウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ		死亡 シボウ		重傷 ジュウショウ		軽傷 ケイショウ

		産業火薬 サンギョウ カヤク		0		0		0		0		1		2		0		0		1		1		0		1		0		0		1		1		17%

		煙火 エンカ		0		1		15		0		2		2		0		0		6		2		0		11		0		1		3		4		67%

		がん具煙火 グ エンカ		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1		1		17%

		管内死傷者数合計 カンナイ シショウシャ スウ ゴウ ケイ		0		1		15		0		3		4		0		0		8		3		0		12		0		1		5		6		100%



&"ＭＳ Ｐゴシック,標準"機密性○


産業火薬	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	煙火	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	1	15	0	2	2	0	0	6	2	0	11	0	1	3	がん具煙火	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	死亡	重傷	軽傷	2015	2016	2017	2018	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	年間死傷者数



管内死傷者数合計	産業火薬	煙火	がん具煙火	0.16666666666666666	0.66666666666666663	0.166666	66666666666	
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