News Release
令和３年 11 月５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 99 件、うち重大事故等として通知された事案
は 25 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（99 件）
（１）関係行政機関より 89 件（食品－58 件、製品－31 件）
（２）地方公共団体等より 10 件（製品－３件、役務－５件、施設－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（25 件）
（１）関係行政機関（19 件）
●経済産業省に報告のあった製品事故情報（１件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（18 件）

（２）地方公共団体等（６件）
●製品による事故情報（１件）
●役務による事故情報（３件）
●施設による事故情報（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
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

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

G1211025-01

令和3年3月5日

令和3年10月25日

電気オーブン

火災

当該電気オーブンを使用中、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。

G1211025-03

令和3年10月14日

令和3年10月25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。

事故発生
都道府県

備考

秋田県

令和3年3月19日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

愛知県

G1211025-04

令和3年10月21日

令和3年10月25日

ノートパソコン

火災

令和3年11月2日に
学校で当該ノートパソコン及び周辺を焼損する火災
消費生活用製品
が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原 神奈川県
の重大製品事故と
因を調査中。
して公表済

G1211025-05

令和3年10月22日

令和3年10月25日

軽乗用車

火災

当該軽乗用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

G1211026-01

令和3年10月1日

令和3年10月26日

漏電ブレーカー

火災

当該漏電ブレーカ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。

茨城県

エアコン（室外機）

火災
軽傷1名

施設で異臭がしたため確認すると、当該エアコン
令和3年11月2日に
（室外機）及び周辺を焼損する火災が発生してい
消費生活用製品
神奈川県
た。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、
の重大製品事故と
現在、原因を調査中。
して公表済

G1211026-05

令和3年10月16日

令和3年10月26日

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

G1211026-07

令和3年10月23日

令和3年10月26日

パワーコンディショナ（太陽
火災
光発電システム用）

当該パワーコンディショナ（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。

広島県

G1211027-02

令和3年9月29日

令和3年10月27日

軽乗用車

火災

当該軽乗用車から出火する火災が発生。

静岡県

G1211027-04

令和3年10月15日

令和3年10月27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。発火源も含め、現在、原因を調査中。

埼玉県

G1211027-08

令和3年10月25日

令和3年10月27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。

愛媛県

令和3年10月28日

石油ストーブ（開放式）
（KTS-67F：株式会社トヨト 火災
ミ）

当該石油ストーブ（開放式）を使用中、建物を全焼
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。

G1211028-01

令和3年9月23日

G1211028-02

令和3年10月6日

令和3年10月28日

ガストーチ
（920：Greed Factory株式
会社（輸入事業者））

G1211028-03

令和3年10月5日

令和3年10月28日

原動機付自転車

備考

兵庫県

令和3年11月2日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

火災

当該ガストーチに点火したところ、当該製品から出
火する火災が発生した。現在、原因を調査中。

大阪府

令和3年10月26日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

火災

当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。

千葉県

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

茨城県

令和3年8月31日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1211028-04

令和3年8月6日

令和3年10月28日

発電機（携帯型）

火災

当該発電機（携帯型）を使用中、建物を全焼する火
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。

G1211028-07

令和3年10月24日

令和3年10月28日

電気脱臭装置

火災

当該電気脱臭装置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

G1211028-08

令和3年10月26日

令和3年10月28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。

大阪府

令和3年10月29日
当該ガス栓（ＬＰガス用）に接続したガスこんろを点
に消費生活用製品
火したところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が
神奈川県
の重大製品事故と
発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因
して公表済
を調査中。

火災

当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含
神奈川県
め、現在、原因を調査中。

火災

当該油だき温水ボイラ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。

D2211029-02

令和3年10月17日

令和3年10月29日

ガス栓（ＬＰガス用）
（G025Z-12P：光陽産業株 火災
式会社）

G1211029-04

令和3年10月19日

令和3年10月29日

軽自動車

令和3年10月29日

油だき温水ボイラ
（OH-G1200FF：株式会社
ノーリツ）

G1211029-05

令和3年10月21日

北海道

令和3年11月2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：経済産業省（D）、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

211026-008

211027-009

事故発生日

令和2年10月1日

令和3年9月20日

通知受理日

令和3年10月26日

令和3年10月27日

製品名等

医療サービス（接骨）

天窓

事故内容

事故発生
都道府県

重傷1名（60歳代）

接骨院において、左股関節付近の施術を受けたとこ
ろ、左恥骨骨折等の重傷。

石川県

重傷2名

児童施設において、児童2人が2階の柵のない天窓
付近で遊んでいたところ、当該天窓が割れて転落
し、当該児童1名が腰椎骨折等の重傷、他1名が両
足大たい部等裂傷の重傷。

大阪府

重傷1名（80歳代）

介護施設において、職員が移乗用リフトに吊り具を
取り付け、利用者を車椅子からベッドに移乗してい
たところ、当該吊り具が外れ、当該利用者が転落
し、右頭部脳内出血等の重傷。

大阪府

被害状況等

211028-004

令和3年8月24日

令和3年10月28日

介護サービス

211028-007

令和3年6月17日

令和3年10月28日

電動自転車（ 折 りた た み
重傷1名
式）

当該電動自転車（折りたたみ式）で下り坂を走行
中、車体ごと転倒し、右手三角骨折等の重傷。

東京都

愛知県

東京都

211029-001

令和3年8月31日

令和3年10月29日

遊戯施設（トランポリン）

重傷1名

遊戯施設において、トランポリン横に設置されてい
た高台より、児童2名で同時に当該トランポリンに飛
び込んだところ、当該児童のうち1名の上にもう1名
が落下し、右上腕骨顆上骨折の重傷。

211029-002

令和3年8月23日

令和3年10月29日

その他のサービス（スポー
重傷1名
ツジム）

スポーツジムにおいて、職員の指導により、上半身
を固定する器具を用いて、腰をひねるトレーニング
を行ったところ、右大たい外側皮神経損傷の重傷。

備考

