News Release
平成２５年７月４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２５年６月２４日から平成２５年６月３０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４２件、うち重大事故等として通知された事案は２８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（４２件）
（１）関係行政機関より３６件（食品－６件、製品－２７件、運輸－１件、
役務－２件）
（２）地方公共団体等より６件（食品－２件、製品－２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（２８件）
（１）関係行政機関（２４件）
●文部科学省に報告のあった役務事故情報（２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（２１件）
（２）地方公共団体等（４件）
●製品による事故情報（２件）
●役務による事故情報（２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合せ
消費者庁消費者安全課 菊地 紋谷 岸
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 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

事故発生
都道府県

備考

当該電気温水器から発煙し、当該製品を焼損する
火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品の
電気回路に使用したヒーターリレーの配線接続部
分である「差し込み方式」のソケット取付けの作業不
良により、長期使用に伴い、リレー端子の接点が接
触不良となり、アーク放電が生じて火災に至ったも
のと考えられる。

福岡県

平成25年5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20年4月25日
からリコールを実
施（本文３．特記事
項を参照）

事故内容

G1130624-09 平成25年5月7日

平成25年6月24日

電気温水器
（SM837DB-C178：九州変
火災
圧器株式会社（現 株式
会社キューヘン））

G1130624-11 平成25年6月18日

平成25年6月24日

ウォーターサーバー

火災

当該ウォーターサーバ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。

大阪府

G1130624-14 平成25年6月22日

平成25年6月24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。

大阪府

A2130625-01 平成25年6月21日

平成25年6月25日

教育サービス（小学校）

重体1名

当該小学校で、児童1名が昼休みに教室（2階）の窓
部分内側の腰板に立っていたところ、地面に転落
し、意識不明の重体。

愛知県

G1130625-07 平成25年6月20日

平成25年6月25日

日焼けマシーン

火災

当該日焼けマシー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

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

G1130625-10 平成25年6月20日

平成25年6月25日

IH調理器

火災

当該IH調理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。

山口県

G1130625-12 平成25年6月22日

平成25年6月25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。

北海道

G1130625-13 平成25年6月12日

平成25年6月25日

電気フライヤー

火災

当該電気フライヤ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。

群馬県

G1130626-12 平成25年6月9日

平成25年6月26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

G1130626-13 平成25年5月13日

平成25年6月26日

電気洗濯乾燥機
（AW-80VF：東芝ホ－ムア
火災
プライアンス株式会社（輸
入事業者））

当該電気洗濯乾燥機を使用中、外出し戻ったとこ
ろ、当該製品を焼損する火災が発生していた。現
在、原因を調査中。

静岡県

G1130626-14 平成25年6月13日

平成25年6月26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。

富山県

火災

備考

平成25年5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

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

G1130627-06 平成25年3月

平成25年6月27日

太陽電池モジュール（太
陽光発電システム用）

火災

当該太陽電池モジュール（太陽光発電システム用）
を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因
を調査中。

京都府

G1130627-10 平成25年5月6日

平成25年6月27日

電気錠

火災

当該電気錠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

G1130627-12 平成25年5月30日

平成25年6月27日

電気洗濯機
（W6232：株式会社ツナシ 火災
マ商事（輸入事業者））

当該電気洗濯機を使用中、ブレーカーが作動したた
め確認すると、当該製品を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生していた。現在、原因を調査中。

東京都

G1130627-14 平成25年6月26日

平成25年6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。

広島県

G1130627-17 平成25年6月5日

平成25年6月27日

ガスフライヤー

火災

当該ガスフライヤ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。

京都府

G1130627-18 平成25年6月15日

平成25年6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。

東京都

G1130627-19 平成25年6月12日

平成25年6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。

東京都

備考

平成25年6月7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

東京都

平成25年6月18日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済
平成25年5月22日
からリコールを実
施（本文３．特記事
項を参照）

G1130627-20 平成25年6月5日

平成25年6月27日

コンセント
（SBB70012N：株式会社
寺田電機製作所）

火災

当該コンセントを焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、プラグをコン
セントに挿入する際に斜め方向へ過度な力が加
わったか、繰り返し使用により取付枠のカシメ部が
変形し強度が落ちて取付が緩くなり、プラグをコンセ
ントに挿入した際にコンセントが脱落し事故に至っ
たものと考えられる。

G1130627-21 平成25年5月31日

平成25年6月27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。

東京都

北海道

A1130628-01 平成25年6月27日

平成25年6月28日

教育サービス（小学校）

死亡1名（7歳）

当該小学校の特別支援学級で、児童1名が給食時
間に配膳されたプラムを食べている際、種を喉に詰
まらせ呼吸困難となり、搬送先の病院で死亡が確
認された。

E2130628-01 平成25年3月27日

平成25年6月28日

複合系遊具（丸太渡り）

重傷1名（8歳）

当該遊具（丸太渡り）で遊んでいたところ、丸太から
足を踏み外して転倒し、丸太表面から突起していた
ボルトに頭部を打ち、頭蓋骨陥没骨折の重傷。

愛知県

G1130628-07 平成25年6月26日

平成25年6月28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。

神奈川県

G1130628-09 平成25年6月23日

平成25年6月28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：文部科学省（A）、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

130626-001

平成25年3月4日

平成25年6月26日

美容サービス（アートメイ
ク）

重傷1名

エステ店で、アートメイク（アイライン）の施術を受け
たところ、右眼角結膜びらん（化学外傷）の重傷。

千葉県

130626-002

平成25年4月27日

平成25年6月26日

健康器具

重傷1名

当該健康器具を使っていたところ、足を広げてバラ
ンスを崩して後ろに転倒し、第一腰椎圧迫骨折の重
傷。

東京都

埼玉県

大阪府

130627-002

平成25年4月22日

平成25年6月27日

テーブルタップ

火災

当該テーブルタップに電気製品を接続して使用中、
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。

130627-004

平成25年4月12日

平成25年6月27日

美容サービス（痩身エス
テ）

重症1名

エステ店で、機器を使った痩身の施術を受けたとこ
ろ、右上肢不全麻痺等の重症。

備考

平成25年5月10日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

