
 

 

 

  

令和２年２月 28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、令和２年２月 17 日から令和２年２月 23 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 68件、うち重大事故等として通知された事案は 34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（68件） 

（１）関係行政機関より 55件（食品－22件、製品－30件、運輸－２件、施設

－１件） 

 

（２）地方公共団体等より 12件（食品－４件、製品－５件、役務－３件） 

 

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より１件（役務－１件） 

    

 

２．重大事故等として通知された事案（34件） 

（１）関係行政機関（28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（２件） 

●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（24件） 

●総務省消防庁に報告のあった施設事故情報（１件） 

 

（２）地方公共団体等（６件） 

●製品による事故情報（３件） 

●役務による事故情報（３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） 

 

 

 
News Release  



 

 

 

 

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 中野 西口 

TEL : 03(3507)9263    FAX : 03(3507)9290 

 



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

G1200217-01 令和2年1月23日 令和2年2月17日 普通乗用自動車 火災 当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。 新潟県

G1200217-02 令和2年1月24日 令和2年2月17日 満空表示灯 火災
施設の駐車場において、当該満空表示灯を焼損す
る火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査
中。

大阪府
G1200217-03、
G1200217-04と同
一事故

G1200217-03 令和2年1月24日 令和2年2月17日 発券機 火災
施設の駐車場において、当該発券機を焼損する火
災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

大阪府
G1200217-02、
G1200217-04と同
一事故

G1200217-04 令和2年1月24日 令和2年2月17日 精算機 火災
施設の駐車場において、当該精算機を焼損する火
災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

大阪府
G1200217-02、
G1200217-03と同
一事故

G1200217-05 令和2年2月5日 令和2年2月17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。

北海道

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

別紙



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

G1200217-06 令和2年2月9日 令和2年2月17日 石油ストーブ（開放式）
火災
重傷1名
軽傷1名

当該石油ストーブ（開放式）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

G1200217-10 令和元年6月24日 令和2年2月17日 リチウム電池内蔵充電器 火災
当該リチウム電池内蔵充電器及び周辺を焼損する
火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の
要因かも含め、現在、原因を調査中。

茨城県

令和2年2月21日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1200217-11 令和元年10月25日 令和2年2月17日 リチウム電池内蔵充電器 火災
当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する火災が発
生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含
め、現在、原因を調査中。

愛知県

令和2年2月21日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1200217-13 令和2年2月17日 令和2年2月17日 ホテル 火災 当該ホテルの飲食店から出火する火災が発生。 千葉県

G1200218-01 令和2年2月2日 令和2年2月18日 普通乗用自動車 火災
走行中の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。

岩手県

G1200218-02 令和2年2月6日 令和2年2月18日 ＩＨ調理器 火災
当該ＩＨ調理器の周辺を汚損する火災が発生した。
当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現
在、原因を調査中。

岡山県

令和2年2月21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

G1200218-03 令和2年2月7日 令和2年2月18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。

兵庫県

E3200219-01 令和2年2月18日 令和2年2月19日 運輸サービス（乗合バス）
重傷1名(80歳代)
軽症2名(70歳代1名、
他1名)

乗合バスが運行中、対向車が車線をはみ出して衝
突し、乗客1名が重傷、2名が軽傷。

群馬県

E3200219-02 令和2年2月10日 令和2年2月19日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名(80歳代)
乗合バスが運行中、停留所に停車後、着席する前
に発車したため、乗客が転倒し、右大たい骨骨折の
重傷。

神奈川県

G1200219-01 令和元年12月19日 令和2年2月19日

屋外式（ＲＦ式）ガスふろが
ま（ＬＰガス用）
（RF-121BTⅡ：リンナイ株
式会社）

火災
当該屋外式（ＲＦ式）ガスふろがま（ＬＰガス用）を焼
損する火災が発生した。事故発生時の状況を含め、
現在、原因を調査中。

愛知県

令和2年1月10日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1200219-04 令和2年2月8日 令和2年2月19日 石油ストーブ（開放式） 火災
当該石油ストーブ（開放式）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

G1200219-05 令和2年2月9日 令和2年2月19日
バッテリー（リチウムポリ
マー、玩具用）

火災
当該バッテリー（リチウムポリマー、玩具用）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



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

G1200219-06 令和2年2月11日 令和2年2月19日
開放式ガス温風暖房機（都
市ガス用）

火災
当該開放式ガス温風暖房機（都市ガス用）を焼損す
る火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査
中。

岐阜県

G1200219-07 令和2年2月18日 令和2年2月19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。

千葉県

G1200220-02 令和元年12月2日 令和2年2月20日
石油ストーブ（半密閉式）
（HR-650C：株式会社トヨト
ミ）

火災
死亡1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が死亡した。現
場に当該石油ストーブ（半密閉式）があった。事故発
生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

北海道

令和2年2月7日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1200220-04 令和2年2月13日 令和2年2月20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。

愛知県

G1200220-05 令和2年2月18日 令和2年2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。

香川県

G1200220-06 令和元年12月30日 令和2年2月20日

ガストーチ
（170-8075：コールマンジャ
パン株式会社（輸入事業
者））

火災
当該ガストーチ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

令和2年1月21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

G1200220-07 令和2年1月25日 令和2年2月20日
石油ストーブ（開放式）
（RX-2211Y：株式会社コロ
ナ）

火災
当該石油ストーブ（開放式）及び建物を全焼する火
災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、
原因を調査中。

大阪府

令和2年2月26日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

D2200221-01 令和2年2月18日 令和2年2月21日 ガスホース（ゴム管） 火災

一般集合住宅において、ガスホース（ゴム管）及び
引き戸ガラスの一部を焼損する火災事故が発生し
た。原因はガス栓とテーブルこんろを接続するガス
ホース（ゴム管）から何らかの要因で漏えいしたガス
に、テーブルこんろの火が引火したものと推定され
るが、現在詳細を調査中。

岐阜県

令和2年2月21日に
経済産業省産業
保安グループにて
公表済

G1200221-02 令和2年2月14日 令和2年2月21日 トースター 火災
当該トース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。

埼玉県

G1200221-03 令和2年2月16日 令和2年2月21日 除湿乾燥機 火災
当該除湿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

G1200221-04 令和2年2月19日 令和2年2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。

愛媛県

※　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



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

200217-004 令和元年10月5日 令和2年2月17日 介護サービス 重傷1名(80歳代)
介護事業所からの送迎時、歩行器を使って歩行し
ていた利用者が住宅内の段差で転倒し、腰椎椎体
骨折の重傷。

山形県

200217-005 令和2年2月9日 令和2年2月17日 ろうそく（電池式） 火災 当該ろうそく（電池式）を焼損する火災が発生。 佐賀県

200217-006 令和元年11月27日 令和2年2月17日 エアコン 火災 当該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生。 栃木県

200218-011 令和元年11月22日 令和2年2月18日 障害福祉サービス 重傷1名
障害福祉サービス事業所において、利用している児
童がエアー遊具の側面を登っていたところ、落下し、
左尺骨骨幹部開放骨折等の重傷。

神奈川県

200219-004 令和元年11月16日 令和2年2月19日 美容用品 重傷1名 美容用品を顔に貼ったところ、皮膚炎を発症。 大阪府

200219-005 令和元年10月5日 令和2年2月19日 介護サービス 重傷1名(80歳代)
介護施設において、歩行介助が必要な利用者から
職員が目を離した際に、当該利用者が転倒し、左大
たい骨頸部基部骨折の重傷。

島根県

■地方公共団体等からの通知

別紙
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