News Release
平成２３年４月２１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２３年４月１１日から平成２３年４月１７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３３件でした。
概要について、以下のとおり公表します。

１. 通知件数
関係行政機関より４５件（食品－５件、製品－３９件、運輸－１件）、地方
公共団体等より３件（製品－２件、施設－１件）、計４８件通知。
２．重大事故等として通知された事案等
(1)重大事故等として通知された事案（３３件）
(ｱ)関係行政機関（３２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（１件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（３０件）
（ｲ）地方公共団体等（１件）
●４月１５日通知
ガスボンベ（ライター用）による火災事故情報
*これらの事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられること
から、通知のあった当該関係行政機関及び当該地方公共団体等に対して対
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。
(2)消費者事故等（重大事故等を除く。）として通知された事案
■食中毒情報
食品衛生法関連では、全て営業停止等の処分、又は指導等を実施。
●４月１１日通知
１件（病因物質：ノロウイルス１件（岐阜県））

●４月１２日通知
２件（病因物質：ノロウイルス１件（大阪府）、カンピロバクター
１件（長野市））
●４月１５日通知
１件（病因物質：カンピロバクター１件（奈良市））
３．特記事項
なし。
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。

本件に関する問い合わせ先
消費者庁事故情報対応チーム
TEL : 03(3507)9146

金児、滝

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

G1110411-01 平成23年1月13日

通知受理日

平成23年4月11日

製品名等

電話交換機
（マルチメディア住宅シス
テムMJSⅢ：積水化学工
業株式会社）

被害状況等

火災

事故内容

事故発生
都道府県

異臭がし、ブレーカーが作動して照明が消えたため
確認したところ、当該電話交換機から出火する火災
が発生しており、当該製品及び周辺が焼損。
事故原因は、継続して調査中であるが、当該製品内
部の回路において異常電圧が生じ、電気部品の発
熱が継続し、最終的に出火に至ったものと推定。

岐阜県

備考

平成23年2月10日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
※リコールを実施

G1110411-03 平成23年3月31日

平成23年4月11日

石油ストーブ

火災

当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

岩手県

G1110411-04 平成23年4月9日

平成23年4月11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。

神奈川県

G1110411-05 平成23年4月5日

平成23年4月11日

換気扇

火災

当該換気扇を焼損する火災が発生。現在、原因を
調査中。

北海道

G1110411-06 平成23年4月10日

平成23年4月11日

電気洗濯機

火災

当該電気洗濯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。

鹿児島県

管理番号

事故発生日

G1110411-07 平成23年2月15日

通知受理日

製品名等

被害状況等

当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。現
在、原因を調査中。

事故発生
都道府県

普通乗用自動車

G1110411-08 平成23年2月16日

平成23年4月11日

石油ストーブ（密閉式）
（ATQ-8000FF：株式会社 火災
トヨトミ）

当該石油ストーブを点火後、しばらくすると当該製品
から出火する火災が発生しており、当該製品が焼
損。現在、原因を調査中。

北海道

G1110411-09 平成23年4月1日

平成23年4月11日

ホームシアターサウンドシ
火災
ステム

当該ホームシアターサウンドシステムを焼損する火
災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

京都府

G1110411-12 平成23年4月10日

平成23年4月11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。

香川県

G1110411-13 平成23年4月9日

平成23年4月11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。

新潟県

火災

建物を全焼する火災が発生し、出火元と思われる付
近に当該家庭用ゲーム機があった。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。

京都府

平成23年4月11日

家庭用ゲーム機

備考

佐賀県

平成23年4月11日

G1110411-14 平成23年4月2日

火災

事故内容

平成23年3月8日に
消費生活用製品の
重大製品事故とし
て公表済

G1110411-15及び
G1110411-16と同
一事故

管理番号

事故発生日

G1110411-15 平成23年4月2日

通知受理日

平成23年4月11日

製品名等

ミニコンポ

被害状況等

火災

事故内容

事故発生
都道府県

建物を全焼する火災が発生し、出火元と思われる付
近に当該ミニコンポがあった。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。

京都府

平成23年4月11日

液晶テレビ

火災

建物を全焼する火災が発生し、出火元と思われる付
近に当該液晶テレビがあった。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。

京都府

G1110411-17 平成22年3月28日

平成23年4月11日

電気洗濯機

火災

当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。現在、原
因を調査中。

埼玉県

E3110412-01 平成23年4月2日

平成23年4月12日

タクシー

重傷1名

当該タクシーが信号機のない三叉路において、右側
前方から走行してきた乗用車と衝突、乗客1名が右
膝半月板骨折等の重傷。

三重県

平成23年4月12日

電気温風機（セラミックファ
ンヒーター）
（CF-1202：株式会社
火災
ミュージーコーポレーショ
ン（株式会社山善ブランド）
（輸入事業者））

G1110412-01 平成23年2月2日

平成23年4月19日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
G1110411-14及び
G1110411-16と同
一事故

G1110411-16 平成23年4月2日

当該電気温風機の電源を入れ、その場を離れたとこ
ろ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火
する火災が発生し、当該製品及び周辺が焼損。現
在、原因を調査中。

備考

千葉県

G1110411-14及び
G1110411-15と同
一事故

平成23年2月15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

G1110412-02 平成23年4月10日

G1110412-09 平成23年4月3日

通知受理日

製品名等

被害状況等

火災

事故内容

当該石油給湯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。

事故発生
都道府県

備考

埼玉県

平成23年4月12日

石油給湯機

平成23年4月12日

電気温風機（セラミックファ
ンヒーター）
（MDS-1200CT:森田電工 火災
株式会社（現 株式会社
ユーイング））

当該電気温風機を使用中、異音、発煙及び異臭が
したため確認すると、当該製品から出火する火災が
発生しており、当該製品が焼損。
事故原因は、当該製品のセラミックヒーターユニット
の中央端子と電源配線のファストン（平型）端子部に
おいて、 接続不良により、接触抵抗による過熱が生
じ、出火に至ったものと推定。

滋賀県

平成23年4月19日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
※リコールを実施

G1110412-10 平成23年4月9日

平成23年4月12日

電子ライター

火災

当該電子ライター及び周辺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

G1110412-12 平成23年4月10日

平成23年4月12日

携帯電話

火災

当該携帯電話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

D2110413-01 平成23年4月12日

平成23年4月13日

ゴム管（迅速継ぎ手なし）
（製造者名、型式：調査
中）

火災

ファンヒーターを使用した際、ガスコード（迅速継ぎ
手）でファンヒーターに接続すべきところ、当該ゴム
管で接続して使用したため、接続部から漏れたガス
に引火し、ファンヒーターの一部を焼損。現在、原因
を調査中。

新潟県

平成23年4月14日
に経済産業省原子
力安全・保安院に
て公表済

G1110413-02 平成23年3月18日

平成23年4月13日

観賞魚用サーモスタット

火災

観賞魚用サーモスタット及び周辺を焼損する火災が
発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

北海道

G1110413-03と同
一事故

管理番号

事故発生日

G1110413-03 平成23年3月18日

通知受理日

事故内容

事故発生
都道府県

備考

火災

観賞魚用ヒーター及び周辺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

G1110413-02と同
一事故

新潟県

平成23年3月16日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

愛知県

製品名等

被害状況等

平成23年4月13日

観賞魚用ヒーター

G1110413-08 平成23年3月3日

平成23年4月13日

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）

火災

当該電気ストーブの電源を入れたまま外出したとこ
ろ、当該製品及び周辺が焼損する火災が発生。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。

G1110413-10 平成23年4月9日

平成23年4月13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。

G1110414-05 平成22年7月30日
平成 年 月 日

平成23年4月14日
平成
年 月 日

車両用蓄電器

火災

当該車両用蓄電器及び周辺を焼損する火災が発
生。現在、原因を調査中。
生
現在 原因を調査中

G1110414-20 平成23年4月11日

平成23年4月14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。

山梨県

G1110415-07 平成23年2月3日

平成23年4月15日

軽自動車

火災

当該軽自動車のエンジンルーム内を焼損する火災
が発生。現在、原因を調査中。

滋賀県

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

G1110415-09 平成23年4月11日

平成23年4月15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

G1110415-15 平成23年4月3日

平成23年4月15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。

京都府

G1110415-16 平成23年4月14日

平成23年4月15日

電気洗濯乾燥機

火災

当該電気洗濯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

G1110415-17 平成23年4月9日

平成23年4月15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。

愛知県

備考

※ 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

■地方公共団体等からの通知
管理番号

110415-002

事故発生日

平成23年4月11日

通知受理日

平成23年4月15日

製品名等

ガスボンベ（ライター用）

被害状況

火災
軽傷1名

事故内容

当該ガスボンベをライターに接続してガスを注入した
後、しばらくして、当該製品が爆発する火災が発生
し、当該製品及び周辺が焼損。１名が火傷を負っ
た。当該製品の保管状況も含め、現在、原因を調査
中。

事故発生
都道府県

備考

兵庫県

平成23年4月19日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

