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灯油用運搬容器からの灯油の漏えい事故について

危険物の運搬については、消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１６条の

規定により、技術上の基準に適合する容器を用いる必要がありますが、今般、

別添のとおり、基準に適合しない運搬容器による灯油の漏えい事故が発生しま

した。当該運搬容器による今後の漏えい事故等の発生を防止するため、注意喚

起をお願いします。

また、各都道府県におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの

旨周知していただくようお願いします。

＜連絡先＞

消防庁危険物保安室

担当 田中、佐藤
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別添 

灯油用運搬容器の漏えい事故について 
 

 

１ 発生日時 

  平成１８年１１月２１日 

２ 事故の内容 

灯油用運搬容器(容量２０Ｌ）を自動車のトランクに入れ灯油を運搬中に、収納口から

灯油が漏れたものである。 

３ 事故の原因 

当該容器の収納口の凸ねじ部分が、規定の仕様を満たさなかった（高さが足りない）

ため、凸ねじが凹ねじのパッキン部分に密着せず、パッキンが機能しなかったことによ

るものである。 

４ 運搬容器の製造会社等 

 (1) 製造会社 

(株)南栄プラスチック 

 (2) 販売元 

   (株)ライジングサン 

(3) 販売店 

   昭和シェル石油系列のガソリンスタンド 

５ 現況 

  現在、販売元(株)ライジングサン並びに店頭告知により回収を行っているが、全品回

収には至っていない状況である。 

(1)  事故発生容器と同一の容器の生産期間 

   平成１８年１１月１日から同１３日まで 

  (2)  前(1)の出荷数 

   ３，４４４個 

 (3) 前(2)のうち販売先が特定できておらず未回収の数（平成１８年１２月５日現在） 

   １８７個 

   販売店舗名については、別紙１のとおり。(４６箇所) 

６ 識別方法 

 別紙２のとおり 



別紙１

特約店名 給油所名 都道府県 住所

販売先
未特定

ポリタンク
個数

1 日商砿油（株） セルフ札幌南インター 北海道 札幌市清田区平岡１０条１－１－３ 6

2 中央シェル石油販売（株） 亀戸 東京都 江東区亀戸９－２４－１９ 15

3 中央シェル石油販売（株） 北柏 千葉県 柏市北柏２－２２－３ 13

4 中央シェル石油販売（株） セルフ貝塚 千葉県 千葉市若葉区桜木町４９０－３ 2

5 中央シェル石油販売（株） ちはら台 千葉県 市原市ちはら台南２－２１－１２ 4

6 （株）ペトロスター関東 大宮 埼玉県 さいたま市中央区上落合７－１－７ 3

7 （株）ペトロスター関東 羽生東 埼玉県 羽生市東７－１２－１ 5

8 （株）ペトロスター関東 鴻巣プラザ 埼玉県 北本市深井２－５３ 3

9 （株）ペトロスター関東 桶川プラザ 埼玉県 桶川市加納２１３５－１ 4

10 （株）ペトロスター関東 東松山バイパス 埼玉県 東松山市新宿町１－５ 7

11 （株）ペトロスター関東 森林公園通り 埼玉県 東松山市松葉町２－１７－５０ 1

12 （株）ペトロスター関東 寄居鉢形 埼玉県 大里郡寄居町大字鉢形８４６－１ 1

13 （株）ペトロスター関東 上尾泉台 埼玉県 上尾市泉台１－７－１２ 5

14 （株）ペトロスター関東 セルフ鶴ヶ島若葉 埼玉県 鶴ヶ島市富士見２－３４－５ 12

15 （株）ペトロスター関東 セルフ深谷バイパス 埼玉県 深谷市内ケ島１０３－５ 6

16 （株）ペトロスター関東 セルフ上尾 埼玉県 上尾市大字小敷谷９９１－１－３ 6

17 （株）ペトロスター関東 セルフ深谷上野台 埼玉県 深谷市上野台２８５６－５ 2

18 和多仁エネルギー（株） ジョイプラザ富士 静岡県 富士市御幸町１０－１ 1

19 和多仁エネルギー（株） 沼津御幸町 静岡県 沼津市御幸町９－１５ 1

20 和多仁エネルギー（株） セルフ入山瀬 静岡県 富士市入山瀬５０３－３ 1

21 和多仁エネルギー（株） 大仁 静岡県 伊豆の国市守木３８０－９ 1

22 和多仁エネルギー（株） セルフ梅名 静岡県 三島市梅名３３５－１０ 1

23 （株）英和エネルギー 高丘        静岡県 浜松市高丘東4丁目1-5 4

24 （株）英和エネルギー セルフ入野 静岡県 浜松市入野町６１４３－１ 5

25 エザキ（株） プラザ戸田店 愛知県 名古屋市中川区福島１－１０３ 1

26 エザキ（株） プラザ鳴海店 愛知県 名古屋市緑区浦里２－２１１ 2

27 エザキ（株） プラザ諏訪店 愛知県 豊川市諏訪西町２－５ 5

28 エザキ（株） プラザー社店 愛知県 名古屋市名東区一社１－３ 8

29 エザキ（株） セルフ藤並店 愛知県 豊橋市藤並町字西側６－２ 13

30 岐阜昭石（株） パール岩田 岐阜県 岐阜市岩田東２－１３１ 3

31 岐阜昭石（株） スマイル正木 岐阜県 岐阜市正木北町８－１８ 6

32 （株）堀川商店 セルフニューハート 三重県 伊賀市山出１９６５ 7

33 （株）堀川商店 セルフ小田 三重県 伊賀市平野中川原５０４ 10

34 （株）堀川商店 緑ケ丘 三重県 伊賀市緑ケ丘東町８０２－１ 3

35 （有）浜岡商店 滑川セントラル 富山県 滑川市上小泉２１７９－３ 3

36 （有）浜岡商店 富山インターチェンジ 富山県 富山市太郎丸本町３－１－１６ 1

37 （有）浜岡商店 富山下新 富山県 富山市下新町７－２１ 3

38 （株）オータニ 高見の里 大阪府 松原市高見の里３－３－３０ 4

39 （株）オータニ 富田林 大阪府 富田林市常盤町１０－５ 2

40 （株）広瀬商店 矢掛 岡山県 小田郡矢掛町矢掛古市１１１－１ 1

41 冨士石油（有） 水島 岡山県 倉敷市水島北瑞穂町６－２３ 1

42 冨士石油（有） 水島東 岡山県 倉敷市東塚１－１－１５ 1

43 山陽通産（株） 光南 広島県 広島市中区光南１－４－２８ 1

44 チューセキオイル もだんずKOGO 広島県 広島市西区庚牛北4－6－18 1

45 富士商（株） 西宇部 山口県 宇部市際波小張田 1

46 富士商（株） 湯田 山口県 山口市大字吉敷湯田大橋3465 1

販売先未確定個数合計 187



別紙２ 

識別方法 

 

１ 製造年月日は、２００６年１１月であること。 

 ＜確認方法＞ 

① 刻印中央が「０６」であること。 

② 矢印が「１１」を指していること。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 認定番号は、次のいずれかに該当すること。 

 ＜確認方法＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ １及び２に該当する場合は、事故発生容器と同一の容器である。 

 

 (参考)該当容器  
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