News Release
平成２６年１月３０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２６年１月２０日から平成２６年１月２６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１５３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. 消費者事故等として通知された事案（１５３件）
（１）関係行政機関より６７件（食品－３７件、製品－２７件、運輸－２件、
施設－１件）
（２）地方公共団体等より８６件（食品－７９件、製品－７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（３１件）
（１）関係行政機関（２７件）
●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（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（２４件）
（２）地方公共団体等（４件）
●製品による事故情報（４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
（１）路線バスでの転倒事故について（注意喚起）

平成 21 年 9 月に消費者安全法が施行されてから、路線バス（乗合バス）の
車内で転倒し、骨折したという事故等が多数通知されています。このため、消
費者庁では消費者への注意喚起を行っています。
消費者庁のウェブサイトから御覧ください。

「路線バスでの転倒事故にご注意ください！特にご高齢者の方は気を付けてく
ださい」（平成 25 年 9 月 13 日）
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130913kouhyou_1_1.pdf

「路線バスでの高齢者の転倒、骨折事故が多発！！路線バスの重大事故等の分
析及び利用に関するアンケートの調査結果より」（平成 25 年 9 月 13 日）
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/130913kouhyou_2_1.pdf

（２）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。
以下のウェブサイトアドレスから、アクセスして御利用ください。
「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイトアドレス
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公共団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

紋谷

岸

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

儘田

狩野

TEL : 03(3507)9268

坂東
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

E3140120-01 平成26年1月19日

平成26年1月20日

運輸サービス（乗合バス） 重傷1名（70歳代）

当該乗合バスが運行中、バス停に停車する時に乗
客1名が転倒し、右大たい骨骨折の重傷。

熊本県

G1140120-11 平成26年1月5日

平成26年1月20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。

兵庫県

G1140120-12 平成26年1月16日

平成26年1月20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。

北海道

G1140120-14 平成25年11月30日 平成26年1月20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。

熊本県

G1140120-16 平成26年1月12日

平成26年1月20日

電気こたつ

火災

当該電気こたつ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

G1140120-18 平成26年1月6日

平成26年1月20日

石油給湯機付ふろがま

火災

当該石油給湯機付ふろ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。

北海道

備考

本文３．特記事項
（１）を参照

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

G1140120-19 平成26年1月4日

平成26年1月20日

ポータブルDVDプレーヤー 火災

当該ポータブルDVDプレー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

E3140121-01 平成26年1月21日

平成26年1月21日

運輸サービス（乗合バス） 重傷1名（80歳代）

当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、左大た
い部骨折の重傷。

愛知県

G1140121-03 平成26年1月12日

平成26年1月21日

電気式床暖房

火災

当該電気式床暖房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

G1140121-06 平成26年1月17日

平成26年1月21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。

兵庫県

G1140121-07 平成25年12月23日 平成26年1月21日

充電器（携帯電話機用）

火災

当該充電器（携帯電話機用）を焼損する火災が発
生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

G1140121-08 平成26年1月19日

石油温風暖房機

火災

当該石油温風暖房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

平成26年1月21日

備考

本文３．特記事項
（１）を参照

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

愛知県

平成26年1月28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4月3日か
らリコールを実施
（本文３．（２）特記
事項を参照）

火災

当該電気洗濯機及び周辺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、運転中の
振動により、モーターと制御基板中継コネクター間の
モーターリード線が断線して短絡が起こり、防音緩衝
材に着火、焼損したものと考えられる。

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

G1140122-04 平成25年12月23日 平成26年1月22日

石油ストーブ（開放式）
（SX-E270WY：株式会社コ 火災
ロナ）

建物を半焼する火災が発生し、1名が負傷した。現
場に当該石油ストーブ（開放式）があった。現在、原
因を調査中。

大阪府

G1140123-01 平成26年1月17日

平成26年1月23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。

富山県

G1140123-02 平成26年1月4日

平成26年1月23日

浴室乾燥暖房機

火災

当該浴室乾燥暖房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

G1140123-03 平成26年1月21日

平成26年1月23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。

福岡県

G1140121-12 平成26年1月3日

平成26年1月21日

電気洗濯機
（ES-YA42：シャープ株式
会社）

G1140122-02 平成26年1月21日

平成26年1月22日

普通乗用自動車

平成26年1月24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

G1140123-04 平成26年1月2日

平成26年1月23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。

神奈川県

E1140124-01 平成26年1月23日

平成26年1月24日

機械式立体駐車場

死亡1名

当該機械式立体駐車場で、車を載せる回転式の駐
車台（パレット）と１階の床の間に挟まれ、死亡。

愛知県

G1140124-01 平成26年1月3日

平成26年1月24日

加湿器
（KHH-800Z：アイリスオー
火災
ヤマ株式会社（輸入事業
者））

当該加湿器を使用中、当該製品を焼損する火災が
発生した。現在、原因を調査中。

兵庫県

G1140124-02 平成25年11月9日

平成26年1月24日

電気こんろ

火災

当該電気こんろから出火し、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

G1140124-04 平成25年12月21日 平成26年1月24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

G1140124-05 平成25年12月31日 平成26年1月24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

G1140124-07 平成26年1月15日

石油ボイラ

火災

当該石油ボイラ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

平成26年1月24日

備考

平成26年1月17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

G1140124-08 平成26年1月16日

通知受理日

平成26年1月24日

G1140124-09 平成25年12月28日 平成26年1月24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26年1月24日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

石油給湯機付ふろがま
（OTH-406AFF：株式会社 火災
ノーリツ）

当該石油給湯機付ふろがまを使用しようとしたとこ
ろ、当該製品を焼損する火災が発生した。現在、原
因を調査中。

北海道

石油ふろがま

当該石油ふろ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。

北海道

火災

※ 管理番号：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

140121-011

平成25年11月17日

平成26年1月21日

ミネラル水（保湿用）

重症1名

当該ミネラル水（保湿用）にカビが混入しており、使
用したところ、顔がかぶれる重症。

大阪府

140121-012

平成25年11月24日

平成26年1月21日

マグカップ

重傷1名

当該マグカップで温めた牛乳を飲もうとしたところ、
カップの底が抜けて牛乳が腹部に掛かり、Ⅱ度の火
傷の重傷。

東京都

140122-001

平成25年11月8日

平成26年1月22日

漢方薬
（強力降糖（グリベンクラミ 重症1名
ド含有））

海外で購入した当該漢方薬を服用したところ、低血
糖状態に陥り、意識不明の重症。

－

平成26年1月23日

化粧品
（「カネボウブランシールス
ペリア」 ホワイトディープ
ナイトコンディショナー、ホ
ワイトディープ ミルキィコ 重症1名
ンディショナー、ホワイト
ディープ クリアコンディ
ショナー：株式会社カネボ
ウ化粧品）

当該化粧品を使用したところ、使用部分である、眼
周囲、前胸部に白斑が出現。

大阪府

140123-005

平成25年3月

備考

