
 

 

 

  

令和３年８月 13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、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 118 件、うち重大事故等として通知された事

案は 27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（118件） 

（１）関係行政機関より 116件（食品－80件、製品－35件、施設－１件） 

 

（２）地方公共団体等より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（27件） 

（１）関係行政機関（27件） 

●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（27件） 

 

（２）地方公共団体等（０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 三宅、石井 

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

G1210802-01 令和3年5月24日 令和3年8月2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。 神奈川県  

G1210802-05 令和3年7月25日 令和3年8月2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  

G1210802-08 令和3年7月27日 令和3年8月2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  

G1210802-09 令和3年7月31日 令和3年8月2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。

熊本県  

G1210803-01 令和3年6月19日 令和3年8月3日 軽自動車 火災 当該軽自動車から出火する火災が発生。 佐賀県  

G1210803-02 令和3年6月20日 令和3年8月3日 照明器具 火災
当該照明器具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  

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

G1210803-03 令和3年7月3日 令和3年8月3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  

G1210803-06 令和3年7月12日 令和3年8月3日 電気衣類乾燥機 火災
当該電気衣類乾燥機を使用中、当該製品及び周辺
を焼損する火災が発生した。当該製品に起因する
のか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

三重県

令和3年7月30日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1210803-08 令和3年7月13日 令和3年8月3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。

神奈川県  

G1210803-10 令和3年7月15日 令和3年8月3日 扇風機 火災
当該扇風機を使用中、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。

北海道

令和3年8月3日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1210803-11 令和3年7月16日 令和3年8月3日 電子レンジ 火災
当該電子レンジ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。

大阪府

令和3年7月30日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1210803-12 令和3年7月21日 令和3年8月3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  

G1210803-13 令和3年7月21日 令和3年8月3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  



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

G1210804-01 令和3年2月2日 令和3年8月4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充電しながら、当該
製品で携帯電話機（スマートフォン）を充電中、当該
製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製
品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因
を調査中。

兵庫県

令和3年3月9日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1210804-04 令和3年7月24日 令和3年8月4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。

鹿児島県  

G1210804-07 令和3年7月30日 令和3年8月4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。

京都府  

G1210804-08 令和3年7月30日 令和3年8月4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。

神奈川県  

G1210804-09 令和3年7月31日 令和3年8月4日 電気冷温風機 火災

当該電気冷温風機を使用中、異音がしたため確認
すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。
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。

埼玉県

令和3年8月13日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1210805-02 令和3年7月9日 令和3年8月5日 タブレット端末 火災
当該タブレット端末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  



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

G1210805-04 令和3年7月23日 令和3年8月5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。

埼玉県  

G1210805-06 令和3年7月28日 令和3年8月5日
電気給湯機（ヒートポンプ
式）

火災
当該電気給湯機（ヒートポンプ式）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。

兵庫県

令和3年8月11日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1210806-03 令和3年7月23日 令和3年8月6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。

愛知県  

G1210806-04 令和3年7月25日 令和3年8月6日
バッテリー（電動アシスト自
転車用）

火災
当該バッテリー（電動アシスト自転車用）を焼損する
火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

兵庫県  

G1210806-05 令和3年7月26日 令和3年8月6日
リチウムイオン電池（電子
たばこ用）

火災
当該リチウムイオン電池（電子たばこ用）を焼損する
火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

福岡県  

G1210806-07 令和3年7月27日 令和3年8月6日 照明器具（通路誘導用） 火災
当該照明器具（通路誘導用）から出火する火災が発
生。

大阪府  



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

G1210806-08 令和3年7月29日 令和3年8月6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  

G1210806-09 令和3年8月1日 令和3年8月6日 除湿機 火災
当該除湿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  

※　管理番号：総務省消防庁（G）から通知のあったもの
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