News Release
平成 29 年 11 月 16 日

消費者安全法の重大事故等に係る公表について
消費者安全法に基づき、平成 29 年 11 月６日から平成 29 年 11 月 12 日まで
に関係行政機関等から生命・身体被害に関する消費者事故等として通知され
た事案は 48 件、うち重大事故等として通知された事案は 29 件でした。
概要について、以下のとおり公表します。
１. 消費者事故等として通知された事案（48 件）
（１）関係行政機関より 39 件（食品－10 件、製品－25 件、運輸－３件、役務
－１件）
（２）地方公共団体等より９件（食品－２件、製品－４件、役務－３件）
（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件

２．重大事故等として通知された事案（29 件）
（１）関係行政機関（24 件）
●経済産業省に報告のあった製品事故情報（１件）
●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（２件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（19 件）
●総務省消防庁に報告のあった運輸事故情報（１件）
●総務省消防庁に報告のあった役務事故情報（１件）
（２）地方公共団体等（５件）
●製品による事故情報（３件）
●役務による事故情報（２件）
注：
（１）及び（２）の事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考え
られることから、通知元等に対して対応状況を確認し、その結果を踏まえ、
今後の対応を検討する予定。
（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）（０件）

３．特記事項
別紙「関係行政機関及び地方公共団体等からの通知」備考欄に記載された
リコール情報については、詳細を「消費者庁リコール情報サイト」で確認す
ることができます。以下のウェブサイトにアクセスして御利用ください。
「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト
ＰＣ http://www.recall.go.jp/
携帯 http://www.recall.go.jp/m/

４．留意事項
これらは、消費者安全法第 12 条第１項又は第２項及び第 29 条第１項又は
第２項の規定に基づく通知内容の概要であり、現時点において、調査等によ
り事実関係が確認されたものではなく、消費者庁として事故原因等を確定し
たものではありません。
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査
の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ
消費者庁消費者安全課 中野 岸 岡田
TEL : 03(3507)9263

FAX : 03(3507)9290

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ
事故調査室 米山 廣本
TEL : 03(3507)9268

FAX : 03(3507)9284

別紙

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知
■関係行政機関からの通知
事故発生
都道府県

備考

D2171106-01 平成29年10月30日 平成29年11月6日

ガスコード
（SR-K：住友ゴム工業株式 火災
会社）

一般住宅において、ガスファンヒーターに接続され
たガスコードを焼損する火災事故が発生した。原因
は、需要家が当該ガスコードをガスこんろの下を通
して使用していたことから、ガスこんろのグリルの熱
影響により損傷し、漏えいしたガスに引火、ガスコー
ドが焼損したものと思われるが、現在、詳細を調査
中。

大阪府

平成29年11月6日
に経済産業省産
業保安グループに
て公表済

G1171106-02 平成29年10月24日 平成29年11月6日

ガスフライヤー

火災

当該ガスフライヤーを焼損する火災が発生。発火源
も含め、現在、原因を調査中。

埼玉県

G1171106-08 平成29年11月1日

平成29年11月6日

IH調理器

火災

当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

兵庫県

G1171106-09 平成29年11月4日

平成29年11月6日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

岡山県

火災

当該扇風機及び建物を全焼する火災が発生した。
当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現
在、原因を調査中。

管理番号

事故発生日

G1171106-11 平成29年7月13日

通知受理日

平成29年11月6日

製品名等

扇風機

被害状況等

事故内容

奈良県

平成29年11月10
日に消費生活用
製品の重大製品
事故として公表済

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

備考

G1171107-01 平成29年10月10日 平成29年11月7日

ユニットクーラー

火災

当該ユニットクーラーを焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

大阪府

G1171107-04 平成29年10月25日 平成29年11月7日

石油ストーブ（開放式）
（SX-E2916WY：株式会社コ 火災
ロナ）

当該石油ストーブ（開放式）を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使
用状況を含め、現在、原因を調査中。

奈良県

平成29年11月10
日に消費生活用
製品の重大製品
事故として公表済

G1171107-05 平成29年10月27日 平成29年11月7日

電子レンジ
（IM-574（岩谷産業株式会
火災
社ブランド）：株式会社千石
（輸入事業者））

当該電子レンジを使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。
事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品
のドアの開閉を検知するスイッチの製造不良によ
り、接点部でスパークが発生し、火災に至ったもの
と考えられる。

山形県

平成29年11月14
日に消費生活用
製品の重大製品
事故として公表済
平成15年9月2日
からリコールを実
施（本文３.特記事
項を参照）

G1171107-06 平成29年10月27日 平成29年11月7日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

岡山県

G1171107-08 平成29年11月2日

平成29年11月7日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

大阪府

G1171107-09 平成29年11月4日

平成29年11月7日

軽自動車

火災

当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

岐阜県

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

ガスこんろ

火災

当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

大阪府

G1171107-16 平成29年10月12日 平成29年11月7日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

茨城県

G1171107-18 平成29年11月7日

運輸サービス（送迎車）

重傷3名
軽傷2名

福祉施設の送迎車が横転し、利用者3名が重傷、他
の利用者2名が軽傷。

石川県

G1171108-01 平成29年10月29日 平成29年11月8日

観賞魚用水槽ポンプ

火災

当該観賞魚用水槽ポンプを焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

静岡県

G1171108-02 平成29年11月1日

平成29年11月8日

IH調理器

火災

当該IH調理器を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

徳島県

G1171108-03 平成29年11月2日

平成29年11月8日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

大阪府

G1171107-11 平成29年11月6日

平成29年11月7日

平成29年11月7日

備考

事故内容

事故発生
都道府県

火災

当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

岐阜県

重傷1名

乗合バスが運行中、バス停から発車したところ、降
車するため立ち上がっていた乗客が転倒し、けい椎 神奈川県
圧迫骨折等の重傷。

E3171110-02 平成29年11月10日 平成29年11月10日 運輸サービス（タクシー）

死亡1名
負傷1名

タクシーが運行中、高速道路の路肩に停車していた
ところ、後続の乗用車に追突され、乗客1名が死
亡、他の乗客1名が負傷。

茨城県

G1171110-02 平成29年10月24日 平成29年11月10日 軽自動車

火災

当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

岡山県

当該パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）
を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因
を調査中。

岡山県

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

G1171109-03 平成29年11月8日

平成29年11月9日

E3171110-01 平成29年11月9日

平成29年11月10日 運輸サービス（乗合バス）

G1171110-06 平成29年11月3日

平成29年11月10日

軽自動車

被害状況等

パワーコンディショナ（太陽
火災
光発電システム用）

エアコン
（F185TA-W（推定）：ダイキ
G1171110-08 平成29年10月14日 平成29年11月10日
火災
ン工業株式会社（輸入事業
者））

店舗で火災報知器が鳴動したため確認すると、当
該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生してい
た。現在、原因を調査中。

徳島県

備考

平成29年11月14
日に消費生活用
製品の重大製品
事故として公表済

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

G1171112-01 平成29年11月12日 平成29年11月12日 イベント（ドリフト走行会）

被害状況等

重傷2名

事故内容

駐車場で当該イベントを開催中、走行車両が観客
に突っ込み、観客2名が重傷。

事故発生
都道府県

備考

佐賀県

※ 管理番号：経済産業省（D）、国土交通省（E）、総務省消防庁（G）から通知のあったもの

別紙
■地方公共団体等からの通知
管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

備考

171107-003

平成29年5月

平成29年11月7日

アイロン台
（D2オリジナル：株式会
ケーヨー（輸入事業者））

重傷1名

当該アイロン台の上に使用後のアイロンを置いたと
平成29年11月10
ころ、当該製品の脚が内側に折り畳まれ、アイロン
日に消費生活用
神奈川県
が滑り落ち、足に火傷を負った。現在、原因を調査
製品の重大製品
中。
事故として公表済

171107-006

平成29年9月18日

平成29年11月7日

美容サービス（毛染め）

重症1名

美容施設で毛染めの施術を受けたところ、頭部等
が炎症。

東京都

171109-004

平成29年9月20日

平成29年11月9日

整骨院の施術

重傷1名

整骨院において、電位治療器を用いた治療を受け
たところ、背中等を火傷。

群馬県

171110-002

平成29年9月5日

平成29年11月10日 ポータブルトイレ

重傷1名

使用者（80歳代）が当該ポータブルトイレに着座した
ところ、転倒し、腰を負傷した。当該製品の設置状
況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府

171110-004

平成29年11月4日

平成29年11月10日 運動器具（EMS機器）

重傷1名

当該運動器具（EMS機器）を使用したところ、でん部
から腰部にかけてⅡ度熱傷。

石川県

平成29年11月10
日に消費生活用
製品の重大製品
事故として公表済

