News Release
平成２４年１０月１８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２４年１０月８日から平成２４年１０月１４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４５件、うち重大事故等として通知された事案は３１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４１件（食品－４件、製品－３０件、運輸－５件、施設
－１件、その他－１件）、地方公共団体等より４件（食品－２件、製品
－２件）、計４５件通知。

２．重大事故等として通知された事案（３１件）
（１）関係行政機関（３０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（５件）
●国土交通省に報告のあった施設事故情報（１件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（２３件）
（２）地方公共団体等（１件）
●１０月１２日通知
ケーブル（太陽光発電システム用）による火災事故情報（１件）
*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．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。

本件に関する問合せ先
消費者庁消費者安全課
TEL : 03(3507)9263
FAX : 03(3507)9290

菊地、小熊、紋谷

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

D2121009-02 平成24年10月7日

通知受理日

平成24年10月9日

製品名等

①２口ヒューズガス栓
②燃焼器用ホース

被害状況等

事故内容

火災

ガス炊飯器を使用中、当該２口ヒューズガス栓及び
燃焼器用ホースの周辺を焼損する火災が発生。原
因は、ガス炊飯器からの漏えいは無かったことか
ら、２口ヒューズガス栓付近から漏えいしたガスに何
らかの火が引火したものと推定されるが、現在詳細
調査中。

事故発生
都道府県

備考

沖縄県

平成24年10月10
日に経済産業省商
務流通保安グルー
プにて公表済

E3121009-01 平成24年10月6日

平成24年10月9日

運輸サービス(タクシー）

重傷1名

当該タクシーが走行中、前車が車線変更するも急に
タクシーが走行している車線に戻ってきたため、前
神奈川県
車と接触して横転し、乗客1名が足を骨折するなどの
重傷。

E3121009-02 平成24年10月6日

平成24年10月9日

運輸サービス（乗合バス)

重傷1名（60歳代）

当該乗合バスが交差点を青信号に従い発車したと
ころ、乗客1名が転倒し、左前腕骨折の重傷。

宮崎県

E3121009-03 平成24年9月22日

平成24年10月9日

運輸サービス（タクシー）

重傷1名

当該タクシーが乗客を降車させ、扉を閉めた際、扉
が乗客に接触したため転倒し、左足大腿骨骨折の
重傷。

広島県

平成24年10月9日

IH調理器
（HTW-4DA：株式会社日
火災
立ホームテック（現 日立
アプライアンス株式会社））

G1121009-05 平成24年8月18日

当該IH調理器を使用後、しばらくして当該製品から
発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発
生した。現在、原因を調査中。

兵庫県

平成24年9月4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

G1121009-08 平成24年10月4日

平成24年10月9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。

三重県

G1121009-09 平成24年10月7日

平成24年10月9日

キャンピングカー

火災

当該キャンピングカ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

当該電気冷蔵庫を使用中、当該製品から出火する
火災が発生し、当該製品の内部部品を焼損した。事
故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコン
プレッサー始動用に使用されている始動リレー（起
動用電気部品）内のＰＴＣ素子（電流を制御する部
品）の品質にばらつきがあること等により発熱故障
し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部
品を焼損する火災に至ったものと考えられる。

長崎県

G1121009-10 平成24年9月25日

平成24年10月9日

電気冷蔵庫
（SJ-EX447：シャープ株式 火災
会社）

G1121009-11 平成24年9月14日

平成24年10月9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。

静岡県

G1121009-12 平成24年10月1日

平成24年10月9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。

栃木県

G1121009-16 平成24年10月8日

平成24年10月9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

備考

平成24年10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

E3121010-01 平成24年9月12日

平成24年10月10日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名（70歳代）

当該乗合バスがバス停を発車したところ、乗客1名
が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。

長野県

G1121010-05 平成24年9月26日

平成24年10月10日 普通乗用自動車

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。

福井県

G1121010-06 平成24年9月27日

ガスこんろ（LPガス用）
火災
（IC-E705NF-Lパロマ工業
重傷1名
平成24年10月10日
株式会社（現 株式会社パ
軽傷1名
ロマ））

G1121010-07 平成24年10月5日

平成24年10月10日

G1121010-09 平成24年10月5日

火災

建物を全焼する火災が発生し、2名が負傷した。現
場に当該ガスこんろ（LPガス用）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。

大阪府

火災

当該ディスペンサーを焼損する火災が発生。発火源
神奈川県
も含め、現在、原因を調査中。

平成24年10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。

山梨県

G1121010-10 平成24年9月30日

平成24年10月10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

G1121010-11 平成24年10月6日

平成24年10月10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

ディスペンサー（飲料水
用）

備考

平成24年10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

福岡県

G1121011-04 平成24年10月9日

平成24年10月11日 整水器

火災

当該整水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。

G1121011-07 平成24年9月29日

平成24年10月11日 エアコン(室外機)

火災

当該エアコン（室外機）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。

E2121012-01 平成24年10月6日

平成24年10月12日 揺動系遊具（ブランコ）

重傷1名（10歳）

当該ブランコを使用中、座板を吊り下げるチェーンが
切れて落下し、左手首骨折の重傷。

佐賀県

E3121012-01 平成24年10月12日 平成24年10月12日 運輸サービス（タクシー）

重傷2名
軽傷2名

当該タクシーが赤信号で交差点に進入したところ、
左方向から走行してきた別のタクシー及び軽貨物自
動車と衝突し、両タクシーの乗客2名が骨折の重傷、
2名が軽傷。

東京都

G1121012-01 平成24年10月10日 平成24年10月12日 エアコン（室外機)

火災

当該エアコン（室外機）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。

G1121012-03 平成24年10月4日

平成24年10月12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。

和歌山県

G1121012-05 平成24年9月23日

平成24年10月12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。

鹿児島県

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

G1121012-06 平成24年10月1日

平成24年10月12日 電気こんろ

火災

当該電気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。

大分県

G1121012-08 平成24年10月7日

平成24年10月12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。

栃木県

G1121012-09 平成24年8月11日

平成24年10月12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。

東京都

G1121012-12 平成24年10月9日

平成24年10月12日 石油給湯器

火災

当該石油給湯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。

宮城県

G1121012-14 平成24年10月9日

平成24年10月12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。

広島県

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）報告等のあったもの

別紙
■地方公共団体等からの通知
管理番号

121012-002

事故発生日

平成24年8月27日

通知受理日

平成24年10月12日

製品名等

ケーブル（太陽光発電シス
火災
テム用）

被害状況等

事故内容

当該ケーブル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

埼玉県

備考

