News Release
平成２６年７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 26 年７月 14 日から平成 26 年７月 20 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 64 件、うち重大事故等として通知された事案は 35 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（64 件）
（１）関係行政機関より 61 件（食品－９件、製品－50 件、運輸－２件）
（２）地方公共団体等より３件（食品－１件、製品－１件、役務－１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（35 件）
（１）関係行政機関（34 件）
●経済産業省に報告のあった製品事故情報（３件）
●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（２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（１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
（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 菊地 岸 岡田
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 澤田 狩野 坂東
TEL : 03(3507)9268

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

D2140714-01 平成26年7月11日

通知受理日

平成26年7月14日

製品名等

家庭用こんろ（DC1001：株
式会社ハーマン）

被害状況等

事故内容

火災

共同住宅の一室でベランダの窓ガラスが破損するガ
ス漏えい爆発事故が発生した。原因は、消費者がこ
んろに火をつけ鍋に火をかけていたところ何らかの
原因で火が消え、つまみを元に戻さずにそのまま２
時間程経過した後、こんろに火をつけようとしたらつ
かなかったため、多目的ライター（点火棒）で点火し
ようとしたところ、こんろから漏えいし滞留したガスに
引火して爆発したものと推定されるが、現在、詳細調
査中。

一酸化炭素中毒
（軽症1名）

需要家関係者（防災センター担当者）より、「地下1階
厨房内でCO警報器が鳴っている。ガス臭気なし。」と
の連絡を受け、ガス事業者が緊急出動したところ、
従業員1名から気分が悪いとの申告があり、救急車
を手配し病院へ搬送された。その後、搬送先病院か
ら戻った本人から聞いたところ、「医師は、血液検査
の結果CO中毒である、と言っていた。」とのこと。ガ
ス事業者が調査したところ、業務用自動食器洗浄機
上部の換気フード内でCO濃度0.007%を確認し、当該
洗浄機の燃焼調査の結果、CO濃度のスケールオー
バーを確認した。また、給排気ダクトの吸引力が少し
低下していることも確認された。このような状況か
ら、当該洗浄機から発生したCOにより中毒に至った
ものと推定されるが、現在、調査中。

事故発生
都道府県

備考

埼玉県

平成26年7月14日
に経済産業省商務
流通保安グループ
にて公表済
平成26年7月25日
に消費生活用製品
の重大事故として
公表済

兵庫県

平成26年7月14日
に経済産業省商務
流通保安グループ
にて公表済

平成26年6月27日
に消費生活用製品
の重大事故として
公表済

平成26年7月14日

業務用自動食器洗浄機
（TDWD-N60SBGL：タニ
コー株式会社）

G1140714-01 平成26年6月11日

平成26年7月14日

バッテリー（電動アシスト自
転車用）（KMD-BC6：神田 火災
無線電機株式会社（輸入事 （軽傷1名）
業者））

当該バッテリー（電動アシスト自転車用）を充電中、
当該製品及び周辺が焼損する火災が発生し、1名が
負傷した。現在、原因を調査中。

東京都

G1140714-02 平成26年6月16日

平成26年7月14日

ハンドドライヤー

当該ハンドド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。

東京都

D2140714-02 平成26年7月13日

火災

管理番号

事故発生日

通知受理日

被害状況等

製品名等

G1140714-05 平成26年6月24日

平成26年7月14日

除湿機（F-YHB100：松下エ
コシステムズ株式会社（現
パナソニック エコシステム 火災
ズ株式会社）（輸入事業
者））

G1140714-10 平成26年6月27日

平成26年7月14日

普通乗用自動車

火災

事故内容

事故発生
都道府県

当該除湿機を使用中、当該製品を焼損する火災が
発生した。現在、原因を調査中。

東京都

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

G1140714-14 平成26年6月2日

平成26年7月14日

電気こんろ（HK-1102（株式
会社日立ハウステック製ミ
ニキッチン「KM-903D」に組
火災
み込まれたもの）：松下電器
産業株式会社（現 パナソ
ニック株式会社））

当該電気こんろの上に置いていた可燃物を焼損し、
当該製品を汚損する火災が発生した。事故の原因
は、現在、調査中であるが、当該製品付近に立て掛
けていた脚立が当該製品のスイッチつまみに触れて
スイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物
が燃えたものと考えられる。

東京都

G1140714-15 平成26年6月7日

平成26年7月14日

アイロン

火災

当該アイロンから出火し、当該製品を焼損する火災
が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1140714-16 平成26年6月11日

平成26年7月14日

デスクトップパソコン

火災

当該デスクトップパソコンから出火し、当該製品を焼
損する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

備考
平成26年7月4日に
消費生活用製品の
重大事故として公
表済
平成24年5月24日
からリコールを実
施
本文３.特記事項
（２）を参照

平成26年6月20日
に消費生活用製品
の重大事故として
公表済
平成19年7月3日か
らリコールを実施
本文３.特記事項
（２）を参照

管理番号

事故発生日

通知受理日

被害状況等

製品名等

事故内容

事故発生
都道府県

G1140714-17 平成26年6月17日

平成26年7月14日

エアコン（室外機）
（RAZ225X：ダイキン工業株 火災
式会社）

当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生した。
現在、原因を調査中。

東京都

G1140714-18 平成26年7月1日

平成26年7月14日

普通乗用自動車

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。

福井県

火災

備考
平成26年7月1日に
消費生活用製品の
重大事故として公
表済
平成16年10月18日
からリコールを実
施
本文３.特記事項
（２）を参照

共同住宅の一室で、消費者がこんろのグリルを使用
中、ガス漏れ警報器が鳴動したため、グリルを確認
したところ、火が消えていたため、消費者が再度点
火したところ、爆発が発生し、消費者1名が軽傷を負
う事故が発生した。原因は、グリルの火が消えたこと
によりグリルからガスが漏えいし、グリル内部に滞留
したガスに引火して爆発したものと推定されるが、現
在、詳細調査中。

埼玉県

平成26年7月22日
に経済産業省商務
流通保安グループ
にて公表済

本文３.特記事項
（１）を参照

D2140715-01 平成26年7月14日

平成26年7月15日

家庭用こんろ（NGC-60S：
株式会社ナスステンレス製 火災
作所（現ナスラック株式会 （軽傷1名）
社））

E3140715-01 平成26年7月14日

平成26年7月15日

運輸サービス（乗合バス）

重傷1名
（80歳代）

当該乗合バスがバス停付近で信号待ちのため停車
し、再発進したところ、立ち上がった乗客1名が転倒
し、負傷。

千葉県

G1140715-01 平成26年7月14日

平成26年7月15日

扇風機

火災

当該扇風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

管理番号

事故発生日

通知受理日

被害状況等

製品名等

事故内容

事故発生
都道府県

G1140715-03 平成26年7月12日

平成26年7月15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
源も含め、現在、原因を調査中。

山口県

G1140715-04 平成26年7月12日

平成26年7月15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。

千葉県

G1140715-05 平成26年7月4日

平成26年7月15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。

長崎県

大阪府

G1140715-06 平成26年7月7日

平成26年7月15日

ＩＨ調理器

火災
（軽傷1名）

当該ＩＨ調理器を使用中、当該製品が変色し、周辺を
汚損する火災が発生し、両手を火傷した。当該製品
の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

G1140715-08 平成26年7月8日

平成26年7月15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

G1140715-10 平成26年7月7日

平成26年7月15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。

北海道

備考

平成26年7月23日
に消費生活用製品
の重大事故として
公表済

管理番号

事故発生日

E3140716-01 平成26年7月16日

通知受理日

平成26年7月16日

被害状況等

製品名等

事故内容

事故発生
都道府県

岡山県

本文３.特記事項
（１）を参照

平成26年7月15日
に消費生活用製品
の重大事故として
公表済

運輸サービス（乗合バス）

重傷1名
（90歳代）

当該乗合バスが発車したところ、乗客1名が転倒し、
左大たい骨骨折の重傷。

当該液晶テレビを使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生し、１名が軽傷を負った。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。

福岡県

G1140716-01 平成26年6月25日

平成26年7月16日

液晶テレビ

火災
（軽傷1名）

G1140716-02 平成26年6月26日

平成26年7月16日

扇風機

火災

当該扇風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。

埼玉県

G1140716-03 平成26年6月29日

平成26年7月16日

車両用蓄電器

火災

当該車両用蓄電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。

青森県

G1140716-05 平成26年7月11日

平成26年7月16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。

岐阜県

G1140716-07 平成26年7月8日

平成26年7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。

北海道

備考

管理番号

事故発生日

通知受理日

被害状況等

製品名等

事故内容

事故発生
都道府県

G1140716-08 平成26年7月11日

平成26年7月16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。

福岡県

G1140717-01 平成26年7月8日

平成26年7月17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。

福島県

G1140717-02 平成26年7月11日

平成26年7月17日

エアコン（窓用）（JA-16L：
ハイアールジャパンセール 火災
ス株式会社（輸入事業者）

当該エアコン（窓用）及び周辺を焼損する火災が発
生した。現在、原因を調査中。

京都府

G1140717-03 平成26年7月11日

平成26年7月17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。

大阪府

平成26年7月17日

屋外式ガス給湯暖房機（都
市ガス用）（RUFH火災
V2403SAW2-3(A)：リンナイ
株式会社）

当該屋外式ガス給湯暖房機を使用中、当該製品か
ら発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。現
在、原因を調査中。

G1140717-05 平成26年6月16日

G1140718-02 平成26年7月1日

平成26年7月18日

石油給湯器（RPH32KSS：Ｔ
ＯＴＯ株式会社 ［製造：東
火災
陶ユプロ株式会社 （解
散）］）

当該石油給湯器を焼損する火災が発生した。事故
の原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制
御弁に使用されているＯリング（パッキン）が劣化し
て硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生し、漏れた
灯油に引火して火災に至ったものと考えられる。

備考

平成26年7月23日
に消費生活用製品
の重大事故として
公表済

埼玉県

平成26年7月23日
に消費生活用製品
の重大事故として
公表済

石川県

平成26年7月8日に
消費生活用製品の
重大事故として公
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
（２）を参照

管理番号

事故発生日

通知受理日

被害状況等

製品名等

事故内容

事故発生
都道府県

G1140718-03 平成26年7月16日

平成26年7月18日

プリンター

火災

当該プリン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。

岐阜県

G1140718-04 平成26年7月13日

平成26年7月18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

※ 管理番号：経済産業省（D）、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

140717-005

事故発生日

平成26年4月23日

通知受理日

平成26年7月17日

製品名等

乗馬クラブ

被害状況等

重傷1名

事故内容

事故発生
都道府県

当該乗馬クラブでスタッフからのレッスン中、馬が尻
を跳ね上げる動作をしたため落馬し、第一腰椎圧迫
骨折等の重傷。

奈良県

備考

