News Release
平成２４年１２月６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１１月２６日から平成２４年１２月２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６６件、うち重大事故等として通知された事案は４０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（６６件）
（１）関係行政機関より６１件（食品－２１件、製品－３４件、運輸－５件、
その他－１件）
（２）地方公共団体等より５件（製品－３件、役務－２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（４０件）
（１）関係行政機関（３６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）
●警察庁に報告のあった製品事故情報（１件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（２９件）
（２）地方公共団体等（４件）
●製品による事故情報（３件）
●役務による事故情報（１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
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。

関係行政機関及び地方自治体等からの通知に関する問合せ
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合せ
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

当該乗合バスがバス停を発車した際に、降車中の
乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。

山口県

列車が走行中に運転席にあるドアの開閉を確認す
る表示灯（戸閉め表示灯）が消灯したため、直ちに
非常ブレーキを使用して列車を停止させた。停止後
にドアの状況を確認したところ、1両目の右側前のド
アの後方側のドアが30cm程度開いていた。（ドアは1
両に両開きのドアが左右2箇所ずつある。）。

福岡県

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。

岩手県

石油給湯機
G1121126-05 平成24年11月14日 平成24年11月26日 （UIB-3300TXA(MS)：株式 火災
会社コロナ）

当該石油給湯機を使用中、発煙に気付き確認する
と、当該製品から出火する火災が発生しており、当
該製品を焼損した。現在、原因を調査中。

E3121126-01 平成24年11月16日 平成24年11月26日 運輸サービス（乗合バス） 重傷１名（80歳代）

E3121126-02 平成24年11月26日 平成24年11月26日

旅客鉄道事業
―
（九州旅客鉄道株式会社）

G1121126-04 平成24年11月17日 平成24年11月26日 軽自動車

G1121126-06 平成24年11月23日 平成24年11月26日

バッテリー（ノートパソコン
火災
用）

京都府

当該バッテリー（ノートパソコン用）を焼損する火災が
神奈川県
発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

備考

平成24年11月30
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

福岡県

平成24年12月4日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1121126-09 平成24年11月20日 平成24年11月26日 温水洗浄便座

火災

当該温水洗浄便座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。

G1121126-12 平成24年11月23日 平成24年11月26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。

長野県

火災

当該電気ストーブ（カーボンヒーター）を焼損する火
災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

奈良県

ガス栓（ホースエンド）
D2121127-03 平成24年11月27日 平成24年11月27日 （製造者不明：13ｍｍＬＢ
ヒューズガス栓）

火災

消防より火災発生の通報を受け、ガス事業者が現
場調査したところ、不使用ガス栓、ソフトコード等の
焼損を確認。消防の調査から、不使用ガス栓のツマ
ミが、大型プラスチックボックスに押しつけられ半開
状態となったため、ガスが漏出し、近傍にあった食器
洗浄機の自動運転スイッチの火花が漏出したガスに
引火したものと推測されるが、現在詳細調査中。

東京都

E3121127-01 平成24年11月26日 平成24年11月27日 運輸サービス（タクシー）

重傷1名
軽傷1名

当該タクシーが走行中、道路沿いの石垣に衝突し、
乗客1名が鎖骨骨折の重傷。1名が軽傷。

長崎県

当該乗合バスがバス停を発車したところ、当該バス
停から乗車した乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の
重傷。

岐阜県

G1121126-13 平成24年11月21日 平成24年11月26日

電気ストーブ（カーボン
ヒーター）

E3121127-02 平成24年11月21日 平成24年11月27日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名（70歳代）

平成24年11月28
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

F1121127-01 平成24年11月21日 平成24年11月27日 軽自動車

死亡1名

当該軽自動車が遮断中の踏切に侵入し、進行中の
列車最後尾車両に衝突して運転手1名が死亡。現
在、原因を調査中。

三重県

G1121127-01 平成24年11月18日 平成24年11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。

愛知県

石油給湯機付ふろがま
G1121127-02 平成24年11月17日 平成24年11月27日 （FDW-470AS：タカラスタン 火災
ダード株式会社）

当該石油給湯機付ふろがまを使用中、湯温が高く
なったため確認すると、当該製品から出火する火災
が発生しており、当該製品を焼損した。現在、原因を
調査中。

三重県

G1121127-03 平成24年11月22日 平成24年11月27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。

大阪府

G1121127-09 平成24年11月17日 平成24年11月27日 電気ストーブ

火災

当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も
鹿児島県
含め、現在、原因を調査中。

G1121128-06 平成24年10月9日

電気洗濯乾燥機
（WD-63A：株式会社日立
平成24年11月28日 製作所（現 日立アプライ 火災
アンス株式会社）（輸入事
業者））

E3121129-01 平成24年11月28日 平成24年11月29日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名（80歳代）

備考

平成24年11月30
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
当該電気洗濯乾燥機を使用中、ブレーカーが作動
日に消費生活用製
し、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙
神奈川県
品の重大製品事故
し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生して
として公表済
いた。現在、原因を調査中。

当該乗合バスが走行中、停車の際に乗客1名が転
倒し、外傷性くも膜下出血の重傷。

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

G1121129-05 平成24年11月13日 平成24年11月29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

G1121129-08 平成24年10月21日 平成24年11月29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。

兵庫県

G1121129-10 平成24年11月27日 平成24年11月29日 ビルトインこんろ

火災

当該ビルトイン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。

埼玉県

G1121130-05 平成24年8月29日

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。

秋田県

G1121130-06 平成24年11月20日 平成24年11月30日 空気清浄機

火災

当該空気清浄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。

東京都

G1121130-07 平成24年11月22日 平成24年11月30日 電気カーペット

火災

当該電気カーペット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

G1121130-08 平成24年11月25日 平成24年11月30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。

東京都

平成24年11月30日 普通乗用自動車

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

G1121130-09 平成24年11月17日 平成24年11月30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。

青森県

G1121130-16 平成24年11月14日 平成24年11月30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。

青森県

G1121130-18 平成24年11月28日 平成24年11月30日 ガス衣類乾燥機

火災

当該ガス衣類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。

愛知県

G1121130-19 平成24年11月21日 平成24年11月30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

G1121130-20 平成24年11月23日 平成24年11月30日 食器洗い乾燥機

火災

当該食器洗い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。

千葉県

G1121130-21 平成24年11月26日 平成24年11月30日 石油給湯機

火災

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。

静岡県

G1121130-22 平成24年11月18日 平成24年11月30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

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

G1121130-23 平成24年11月29日 平成24年11月30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。

神奈川県

G1121130-24 平成24年11月27日 平成24年11月30日 石油給湯機

火災

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。

神奈川県

G1121130-25 平成24年11月27日 平成24年11月30日 石油ストーブ

火災

当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も
神奈川県
含め、現在、原因を調査中。

G1121130-26 平成24年11月3日

火災

当該充電器から出火し、当該製品を焼損する火災
が発生。現在、原因を調査中。

平成24年11月30日 充電器（携帯電話機用）

備考

長野県

※ 管理番号：経済産業省（D）、国土交通省（E）、警察庁（F）、総務省消防庁（G）に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

121126-004

事故発生日

平成24年10月28日

通知受理日

平成24年11月26日

製品名等

被害状況等

娯楽サービス（ボールプー
重傷1名
ル）

事故内容

事故発生
都道府県

当該ボールプールを利用中、他の利用者と接触し、
歯槽骨骨折等の重傷。

神奈川県

大阪府

大阪府

121127-002

平成24年8月24日

平成24年11月27日 自転車

重傷1名

当該自転車で走行中、立ちこぎをして踏み込んだ
際、チェーンが外れ後ろのギアと車輪の間にはさま
り車輪がロックしたため、前方に転倒し、右頬骨骨折
の重傷。

121128-001

平成23年12月

平成24年11月28日 ヘアスプレー

重症1名

当該ヘアスプレーを使用したところ、接触皮膚炎の
重症。

平成24年10月11日

脚立（はしご兼用）（アルミ
重傷1名
平成24年11月28日
ニウム合金製）

121128-005

当該製品を脚立状態で使用中、降りる際に転倒し、
負傷した。当該製品の支柱が曲がった状況を含め、
現在、原因を調査中。

秋田県

備考

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

