News Release
平成 30 年１月 12 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 12 月 25 日から平成 30 年１月７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 78 件、うち重大事故等として通知された事案は 46 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（78 件）
（１）関係行政機関より 66 件（食品－20 件、製品－44 件、運輸－２件）
（２）地方公共団体等より 12 件（食品－５件、役務－７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（46 件）
（１）関係行政機関（39 件）
●経済産業省に報告のあった製品事故情報（４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（33 件）
（２）地方公共団体等（７件）
●役務による事故情報（７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 道上 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
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

D2171225-01 平成29年12月24日 平成29年12月25日 ゴム管口

火災

一般集合住宅において、小型湯沸器の背面等を一
部焼損する火災事故が発生した。原因は、消費者
が自身で小型湯沸器の交換、取り付け作業を行っ
たところ、ゴム管口の締め込みが不足していたた
め、微小にガスが漏えいし、小型湯沸器を使用した
際に引火、小型湯沸器の背面等を一部焼損したも
のと思われるが、現在、詳細を調査中。

G1171225-01 平成29年11月20日 平成29年12月25日 照明器具

火災

当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

神奈川県

備考

平成29年12月26
日に経済産業省産
神奈川県
業保安グループに
て公表済

G1171225-02 平成29年12月6日

平成29年12月25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。

北海道

G1171225-04 平成29年12月8日

平成29年12月25日 テーブルタップ

火災

当該テーブルタッ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。

兵庫県

G1171225-05 平成29年12月8日

平成29年12月25日 自動二輪車

火災

当該自動二輪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。

神奈川県

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

大分県

G1171225-06 平成29年12月15日 平成29年12月25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。

G1171225-07 平成29年12月17日 平成29年12月25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
神奈川県
源も含め、現在、原因を調査中。

G1171225-09 平成29年11月1日

携帯電話機（スマートフォ
ン）
平成29年12月25日
火災
（UPQ Phone A01X(WH)：株
式会社UPQ（輸入事業者））

D2171226-01 平成29年12月25日 平成29年12月26日 LPガス容器

RF式給湯器
D2171226-02 平成29年12月14日 平成29年12月26日 （GT-2010SAR：株式会社
ノーリツ）

当該携帯電話機（スマートフォン）を充電中、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
のバッテリーパック内部のリチウムイオン電池セル
が内部短絡し、火災に至ったものと考えられる。

群馬県内の神社の境内で、社務所等が全焼又は半
焼し、消費者とLPガス販売事業者配送員が軽傷を
負うガス漏えい爆発火災事故が発生した。原因は、
火災
LPガス販売事業者の配送員が、質量販売されたLP
軽傷1名（配送員を除
ガス５㎏容器の回収作業を行った際、何らかの原因
く。）
でＬＰガスが漏えいし、近くにあったストーブの火が
引火したものと推定されるが、現在、詳細を調査
中。

火災

宮城県内の一般住宅において、RF式給湯器が焼損
するガス漏えい火災事故が発生した。原因は、RF
式給湯器の内部配管からガス漏れが確認されたた
め、給湯器用ガス栓を閉止して使用禁止としていた
当該給湯器について、消費者がガス栓を開けて使
用したため、漏えいしたガスに引火、当該給湯器を
焼損したものと推定されるが、現在、詳細を調査
中。

備考

千葉県

平成29年11月21
日に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済
平成29年7月24日
からリコールを実
施（本文３.特記事
項を参照）

群馬県

平成29年12月26
日に経済産業省産
業保安グループに
て公表済

宮城県

平成29年12月27
日に経済産業省産
業保安グループに
て公表済
平成29年12月26
日に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

事故発生
都道府県

備考

ガス栓（LPガス用）
D2171226-03 平成29年11月29日 平成29年12月26日 （FV752B：株式会社藤井合 火災
金製作所）

飲食店において、業務用レンジの入れ替え作業に
従事していた2名が軽傷を負うガス漏えい爆発事故
が発生した。原因は、業務用レンジの入れ替え作業
で末端ガス栓から管を外した際、末端ガス栓が完全
に閉止していなかったことからガスが漏えいし、付
近で使用していたガスこんろの火に引火したものと
推定されるが、現在、詳細を調査中。

三重県

平成29年11月30
日に経済産業省産
業保安グループに
て公表済
平成29年12月28
日に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1171226-04 平成29年12月20日 平成29年12月26日 ガスこんろ

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。

福岡県

管理番号

事故発生日

通知受理日

製品名等

被害状況等

火災

事故内容

半密閉式（ＦＥ式）ガス瞬間
湯沸器（都市ガス用）
G1171226-05 平成29年12月21日 平成29年12月26日 （TP-GQ10F：髙木産業株 火災
式会社（現 パーパス株式
会社））

当該半密閉式（ＦＥ式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス
用）を使用中、当該製品を焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

大分県

G1171226-07 平成29年12月24日 平成29年12月26日 エアコン

火災

当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

奈良県

G1171226-08 平成29年12月25日 平成29年12月26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。

愛媛県

G1171226-09 平成29年12月3日

火災

当該電気こたつを使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。当該製品から出火したの
か、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

大阪府

平成29年12月26日 電気こたつ

平成30年1月10日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

平成29年12月28
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

G1171227-05 平成29年12月8日

通知受理日

製品名等

被害状況等

ガスストーブ（ガスボンベ
式）
火災
平成29年12月27日 （CB-STV-EX（岩谷産業株
軽傷1名
式会社ブランド）：株式会社
旭製作所（輸入事業者））

事故内容

当該ガスストーブ（ガスボンベ式）にガスボンベを装
着したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生し、1名が軽傷を負った。当該製品の使用状況
を含め、現在、原因を調査中。

事故発生
都道府県

備考

兵庫県

平成29年12月22
日に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

宮城県

平成30年1月10日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

石油ストーブ（開放式）
（KCP-2914WY（株式会社
G1171227-06 平成29年12月15日 平成29年12月27日
火災
コメリブランド）：株式会社コ
ロナ）

当該石油ストーブ（開放式）を使用中、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。

G1171227-08 平成29年12月19日 平成29年12月27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
神奈川県
源も含め、現在、原因を調査中。

G1171227-10 平成29年12月20日 平成29年12月27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。

延長コード
G1171227-11 平成29年12月21日 平成29年12月27日 （E5016：大和電器株式会
社（輸入事業者））

火災

店舗で当該延長コードを焼損する火災が発生した。
現在、原因を調査中。

鳥取県

G1171227-12 平成29年12月21日 平成29年12月27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。

青森県

奈良県

平成30年1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

G1171227-15 平成29年12月25日 平成29年12月27日 電気敷毛布

火災

当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

宮城県

G1171227-16 平成29年12月27日 平成29年12月27日 食器乾燥機

火災

当該食器乾燥機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

E3171228-01 平成29年12月27日 平成29年12月28日 運輸サービス（乗合バス）

重傷1名（70歳代）

乗合バスが運行中、バス停に停車するためブレー
キを掛けたところ、停車前に立ち上がった乗客が転
倒し、左大たい骨転子部骨折の重傷。

神奈川県

火災

当該IH調理器及び周辺を焼損する火災が発生し
た。当該製品から出火したのか、他の要因かも含
め、現在、原因を調査中。

広島県

平成30年1月10日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

当該加湿器（スチーム式）を使用中、当該製品を焼
損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

大阪府

平成30年1月10日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

当該エアコンを使用中、当該製品を焼損し、周辺を
汚損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

静岡県

平成29年7月19日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1171228-03 平成29年12月21日 平成29年12月28日 IH調理器

加湿器（スチーム式）
G1171228-06 平成29年12月24日 平成29年12月28日 （KA-E35S：東芝ホームテク 火災
ノ株式会社（輸入事業者））

G1171228-07 平成29年7月3日

エアコン
（SRK50SF2-W：三菱重工
平成29年12月28日 業株式会社（現 三菱重工
サーマルシステムズ株式
会社）（輸入事業者））

火災

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

栃木県

平成30年1月10日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成19年7月27日
からリコールを実
施（本文３.特記事
項を参照）

平成30年1月12日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

石油ふろがま
G1171228-09 平成29年12月27日 平成29年12月28日 （CK-11S：株式会社長府製 火災
作所）

異臭がしたため確認すると、当該石油ふろがまを焼
損する火災が発生していた。
事故の原因は、現在、調査中であるが、機器の修
理、点検及び空だき防止装置の作動状況を判定す
るために一時的に使用する点検用コネクター（空だ
き防止装置を働かせないようにするもの）を、修理・
点検後に戻し忘れたため、空だきとなった際に空だ
き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えら
れる。

G1180104-08 平成29年12月28日 平成30年1月4日

石油ストーブ（半密閉式）
（KSH-709KC N：サンポット 火災
株式会社）

当該石油ストーブ（半密閉式）を使用中、当該製品
及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を
調査中。

北海道

G1180104-09 平成29年12月29日 平成30年1月4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

G1180104-10 平成29年12月29日 平成30年1月4日

LEDヘッドライト（充電式）

火災

当該LEDヘッドライト（充電式）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

G1180104-11 平成29年12月29日 平成30年1月4日

照明器具
（AHN35694（小泉産業株式
火災
会社ブランド）：中野電器株
式会社）

当該照明器具を焼損する火災が発生した。現在、
原因を調査中。

群馬県

G1180104-12 平成30年1月1日

充電器（電動アシスト自転
火災
車用）

当該充電器（電動アシスト自転車用）を焼損する火
災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

兵庫県

平成30年1月4日

平成30年1月12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

福岡県

G1180104-13 平成30年1月1日

平成30年1月4日

リチウムイオン充電池

火災

当該リチウムイオン充電池を焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

G1180104-14 平成30年1月1日

平成30年1月4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
神奈川県
源も含め、現在、原因を調査中。

E3180105-01 平成30年1月4日

平成30年1月5日

運輸サービス（乗合バス）

重傷1名（80歳代）

乗合バスが運行中、走行中に席を移ろうとした乗客
が転倒し、重傷。

茨城県

G1180105-01 平成29年10月25日 平成30年1月5日

バッテリー（模型用）

火災

当該バッテリー（模型用）を焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

大阪府

G1180105-03 平成29年12月31日 平成30年1月5日

エアコン（室外機）
（RO-280UXC1 ：LG電子
ジャパン株式会社（現 LG 火災
Electronics Japan株式会
社）（輸入事業者））

当該エアコン（室外機）を使用中、当該製品を焼損
する火災が発生した。現在、原因を調査中。

長野県

備考

平成30年1月12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：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

静岡県

171226-007

平成29年11月1日

平成29年12月26日 障害福祉サービス

重傷1名

障害福祉施設の敷地において、職員が車に乗り
バックで発進した際、玄関から出てきた利用者に気
付かず接触したため、当該利用者が転倒し、右手と
う骨遠位端骨折・粉砕骨折の重傷。

171227-007

平成28年4月29日

平成29年12月27日 介護サービス

死亡1名

介護施設において、カットが不十分な食品が提供さ
れたため、被介護者が当該食品を詰まらせ気道閉 神奈川県
塞し、搬送先の病院で死亡。

171227-011

平成28年10月30日 平成29年12月27日 介護サービス

死亡1名

介護施設において食事介助中、職員が最後の一口
を被介護者の口に入れその場を離れたところ、当該
神奈川県
被介護者が窒息し、病院に搬送され、死亡が確認さ
れた。

171227-021

平成29年4月2日

平成29年12月27日 介護サービス

死亡1名

介護施設において、カットが不十分な食品が提供さ
れたため、被介護者が当該食品を喉に詰まらせ、
神奈川県
搬送先の病院で後日死亡。

171227-024

平成29年5月7日

平成29年12月27日 介護サービス

死亡1名

介護施設において、カットが不十分な食品が提供さ
れたため、被介護者が当該食品を喉に詰まらせ、
神奈川県
搬送先の病院で翌日死亡。

備考

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

石川県

東京都

180104-006

平成29年11月22日 平成30年1月4日

保育サービス

重傷1名（5歳）

保育施設の廊下に設置されていたガラス製の飼育
ケースに幼児が右腕を突っ込み、右尺骨神経断裂
等の重傷。当該飼育ケースの側面にはヒビが入っ
ていたが、使用が続けられていた。

180105-011

平成29年9月28日

医療サービス

重症1名

医療施設において、下眼けん下制の手術を受けた
ところ、下眼けん腫張等の症状。

平成30年1月5日

備考

