News Release
平成２４年１０月２５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１５日から平成２４年１０月２１
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６３件、うち重大事故等として通知された事案は２４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（６３件）
（１）関係行政機関より４８件（食品－８件、製品－３５件、運輸－４件、
その他－１件）
（２）地方公共団体等より５件（食品－３件、製品－２件）、
（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より１０件（食品－１件、製品－
４件、役務－５件）
２．重大事故等として通知された事案（２４件）
（１）関係行政機関（１９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（４件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（１４件）
（２）地方公共団体等（０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）（５件）
●製品による事故情報（２件）
●役務による事故情報（３件）
※すでに他の関係機関等から通知され、公表済みの事案が上記以外に１件
あります。

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。
以下のホームページアドレスから、アクセスしてご利用ください。
「消費者庁リコール情報サイト」ホームページアドレス
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自治体等からの通知に関する問い合わせ
消費者庁消費者安全課
TEL : 03(3507)9263

菊地、小熊、紋谷
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い合わせ
事故調査室

青山

狩野

TEL : 03(3507)9268

保足
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

旅客鉄道事業
E3121015-01 平成24年10月14日 平成24年10月15日
―
(九州旅客鉄道株式会社）

運転士が列車を出発させた後、異常を認めたため
非常ブレーキにより列車を停止させた。当該運転士
鹿児島県
が確認したところ前から2両目後台車全2軸が脱線
していた。

E3121015-02 平成24年10月15日 平成24年10月15日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名（70歳代）

当該乗合バスが交差点で停止後に発車したところ、
乗客1名が転倒し、右大腿骨骨折の重傷。

三重県

G1121015-05 平成24年9月26日

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。

埼玉県

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。

栃木県

火災

当該風呂釜を焼損する火災が発生。風呂釜の機器
内より漏えいしたガスに引火したと推測されるが、
現在詳細を調査中。

兵庫県

当該乗合バスが走行中、道路のくぼみでバウンド
し、乗客1名が腰を強打し、胸腰椎圧迫骨折の重
傷。

北海道

平成24年10月15日 照明器具

G1121015-06 平成24年10月14日 平成24年10月15日 普通乗用自動車

風呂釜
D2121016-02 平成24日10月15日 平成24年10月16日
（TA-097：(株)オカキン）

E3121016-01 平成24年9月17日

平成24年10月16日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名（80歳代）

備考

平成24年10月16
日に経済産業省商
務流通保安グルー
プにて公表済

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

G1121016-05 平成24年10月10日 平成24年10月16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。

栃木県

G1121016-07 平成24年10月14日 平成24年10月16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。

秋田県

G1121016-11 平成24年9月15日

火災
死亡1名

建物の一部を焼損する火災が発生し、幼児1名（3
歳）が死亡した。現場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。

静岡県

当該乗合バスが、バス停で客扱い中、乗客1名が降
車しようとした際転倒し、右下腿部骨折の重傷。

福岡県

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。

岡山県

平成24年10月16日 液晶テレビ

E3121017-01 平成24年10月17日 平成24年10月17日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名(60歳代)

G1121017-04 平成24年10月14日 平成24年10月17日

ホームシアターサウンドシ
火災
ステム

G1121017-07 平成24年10月9日

平成24年10月17日 エアコン（室外機)

火災
軽傷6名

G1121017-12 平成24年10月

平成24年10月17日 普通乗用自動車

火災

建物を全焼する火災が発生し、6名が負傷した。現
場に当該エアコン（室外機）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。

千葉県

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。

千葉県

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

平成24年10月23
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

石油給湯機
（RPH40KSS：ＴＯＴＯ株式
G1121017-13 平成24年10月16日 平成24年10月17日
火災
会社 ［製造：東陶ユプロ
株式会社 （解散）］）

当該石油給湯機から出火する火災が発生し、当該
製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。

千葉県

平成24年10月23
日に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済
平成14年10月24
日からリコールを
実施（本文３．特記
事項を参照）

G1121018-02 平成24年9月16日

平成24年10月18日 普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

埼玉県

G1121018-03と同
一事故

G1121018-03 平成24年9月16日

平成24年10月18日 ＬＥＤライト（車用）

火災

当該LEDライト（車用）から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

埼玉県

G1121018-02と同
一事故

G1121019-04 平成24年10月18日 平成24年10月19日 火災報知器

火災

当該火災報知器を焼損する火災が発生。発火源も
当該火災報知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。

沖縄県

G1121019-05 平成24年10月16日 平成24年10月19日 石油風呂がま

火災

当該石油風呂がま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

G1121019-06 平成24年10月17日 平成24年10月19日 ガス風呂がま

火災

当該ガス風呂がま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

※ 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
■消費者安全調査委員会(消費者庁）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
平成21年9月25日
に重大事故等とし
て公表済（管理番
号：
G090916-1）

W1121018-01 平成21年9月15日

平成24年10月18日 消火器

重症1名

屋外駐車場において、男児が当該消火器を触って
いたところ、消火器が破裂し頭部を直撃し重症。

大阪府

W1121018-02 平成20年7月19日

平成24年10月18日 自動二輪車

重傷1名

当該自動二輪車で走行中、制御不能となり、エンジ
ンストップに至って転倒し、使用者が左鎖骨骨折等
の重傷。

静岡県

W1121018-04 平成21年1月10日

平成24年10月18日 医療サービス（病院）

死亡1名

当該病院に胸腰椎圧迫骨折で入院中、上部消化管
神奈川県
出血により死亡。

W1121018-05 平成15年11月26日 平成24年10月18日 医療サービス（病院）

重症1名

当該病院で硬膜外麻酔により虫垂炎の手術を受け
たところ、術後、左足関節尖足変形等の重症。

死亡1名

幼稚園のプールを使用中、うつぶせで浮いている状
神奈川県
態で発見。死亡。

W1121018-06 平成23年7月11日

平成24年10月18日

保育サービス（幼稚園の
プール）

W1121018-07 平成17年11月28日 平成24年10月18日 ガス湯沸器

当該ガス湯沸器の安全装置（停電等で排気ファンが
作動しないときに、点火・燃焼をしないようにする装
一酸化炭素中毒
置）が故障したままで点火・燃焼させることができる
（死亡1名、重症1名）
ように改造した製品を使用したところ、一酸化炭素中
毒により、1名が死亡、1名が重症。

福岡県

東京都

※ これらの通知には、すでに他の関係機関等から通知され、公表済の事案も含まれます。

