
 

 

 

  

令和３年 11月 18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 113 件、うち重大事故等として通知された事

案は 44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（113件） 

（１）関係行政機関より 98件（食品－60件、製品－34件、運輸－４件） 

 

（２）地方公共団体等より 15件（製品－６件、役務－８件、施設－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（44件） 

（１）関係行政機関（34件） 

●国交省に報告のあった運輸事故情報（４件） 

●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（30件） 

 

 

（２）地方公共団体等（10件） 

●製品による事故情報（５件） 

●役務による事故情報（５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   

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に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 

ＰＣ・携帯  https://www.recall.caa.go.jp/ 

 

 

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 

 

https://www.recall.caa.go.jp/


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

E3211108-01 令和3年11月7日 令和3年11月8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、交差点左折時に、立ち上
がった乗客が転倒し、右大たい骨骨折の重傷。

福井県  

E3211108-02 令和3年11月8日 令和3年11月8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、バス停から発車したとこ
ろ、その揺動により、乗車した乗客が転倒し、右大
たい骨骨折の重傷。

青森県  

G1211108-01 令和2年12月13日 令和3年11月8日 アイロン 火災
当該アイロンを使用中、当該製品を溶融する火災が
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。

東京都

令和3年1月8日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1211108-09 令和3年6月16日 令和3年11月8日 ノートパソコン 火災

火災報知器が鳴動したため確認すると、当該ノート
パソコンのＡＣアダプターを溶融し、周辺を焼損する
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。

東京都

令和3年6月29日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1211108-12 令和3年6月28日 令和3年11月8日 ジュースミキサー 火災 当該ジュースミキサーから出火する火災が発生。 東京都  

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

G1211108-14 令和3年7月7日 令和3年11月8日 扇風機（充電式、携帯型） 火災
当該扇風機（充電式、携帯型）から出火する火災が
発生。

東京都  

G1211108-16 令和3年7月8日 令和3年11月8日 エアコン（室外機） 火災

異音がしたため確認すると、当該エアコン（室外機）
を汚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。

東京都

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

G1211108-20 令和3年7月13日 令和3年11月8日 玩具（電動玩具銃） 火災 当該玩具（電動玩具銃）から出火する火災が発生。 東京都  

G1211108-30 令和3年7月23日 令和3年11月8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-903S」に組み込まれ
たもの）（株式会社日立ハ
ウステックブランド）：松下
電器産業株式会社（現 パ
ナソニック株式会社）（株式
会社日立ハウステックブラ
ンド））

火災

当該電気こんろの上に置かれていた可燃物を焼損
する火災が発生した。事故の原因は、現在、調査中
であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてス
イッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物
が燃えたものと考えられる。

東京都

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
平成19年7月3日
から事業者が共同
してリコールを実
施（特記事項を参
照）
改修率：96.7％（一
口電気こんろ合
計）

G1211108-32 令和3年7月26日 令和3年11月8日
インターホン
（MY-2CD：アイホン株式会
社）

火災
火災警報器が鳴動したため確認すると、当該イン
ターホン及び周辺を焼損する火災が発生していた。
現在、原因を調査中。

東京都

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
平成20年6月2日
からリコールを実
施（特記事項を参
照）
改修率：46.6％



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

G1211108-33 令和3年7月27日 令和3年11月8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中、当該製品
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。

東京都

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

G1211108-38 令和3年10月23日 令和3年11月8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  

E3211109-01 令和3年11月9日 令和3年11月9日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名
当該乗合バスが運行中、前方を走行中の車両が横
断歩道で急に減速したため、ブレーキをかけたとこ
ろ、立っていた乗客が転倒し、腰椎骨折の重傷。

埼玉県  

G1211109-01 令和3年5月9日 令和3年11月9日
食器洗い乾燥機（ビルトイ
ン式）

火災
当該食器洗い乾燥機（ビルトイン式）から出火する
火災が発生。

岡山県  

G1211109-03 令和3年9月23日 令和3年11月9日 ノートパソコン 火災 当該ノートパソコンから出火する火災が発生。 静岡県
G1211109-04 と同
一事故

G1211109-04 令和3年9月23日 令和3年11月9日 タブレット端末 火災 当該タブレット端末から出火する火災が発生。 静岡県
G1211109-03 と同
一事故



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

G1211109-07 令和3年11月1日 令和3年11月9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  

G1211109-08 令和3年11月2日 令和3年11月9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。

神奈川県  

G1211109-10 令和3年11月7日 令和3年11月9日 食器洗い乾燥機 火災
当該食器洗い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。

大阪府  

G1211109-11 令和3年11月7日 令和3年11月9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  

G1211110-01 令和3年10月16日 令和3年11月10日 照明器具 火災
当該照明器具を使用中、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。

栃木県

令和3年11月12日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1211110-03 令和3年10月23日 令和3年11月10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。

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

E3211111-01 令和3年11月10日 令和3年11月11日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名（60歳代）

当該乗合バスが運行中、隣の車線を走行していた
タクシーが当該バスの直前に車線変更してきたた
め、急ブレーキをかけたところ、立っていた乗客2名
が転倒し、うち1名が左脛骨内果骨折の重傷。

広島県  

G1211112-01 令和3年8月19日 令和3年11月12日 除湿機 火災
当該除湿機 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。

島根県

令和3年9月10日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1211112-02 令和3年8月25日 令和3年11月12日
バッテリー（リチウムイオ
ン、電動工具用）

火災
当該バッテリー（リチウムイオン、電動工具用） から
出火する火災が発生。

千葉県  

G1211112-03 令和3年9月2日 令和3年11月12日
電気式浴室換気乾燥暖房
機

火災
軽傷2名

当該電気式浴室換気乾燥暖房機を使用中、当該製
品及び周辺を焼損する火災が発生し、2名が火傷を
負った。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。

徳島県

令和3年9月17日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1211112-04 令和3年9月22日 令和3年11月12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10月29日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1211112-05 令和3年10月26日 令和3年11月12日
リチウム電池（リチウムポリ
マー）

火災
当該リチウム電池（リチウムポリマー）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  



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

G1211112-06 令和3年10月27日 令和3年11月12日
バッテリー（リチウムイオ
ン、電動リール用）

火災
当該バッテリー（リチウムイオン、電動リール用）を
焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を
調査中。

秋田県  

G1211112-08 令和3年10月29日 令和3年11月12日
バッテリー（リチウムイオ
ン、電気掃除機用）

火災
当該バッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）を
焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を
調査中。

岐阜県  

G1211112-14 令和3年11月5日 令和3年11月12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。

岐阜県  

G1211112-16 令和3年11月9日 令和3年11月12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。

宮城県  

G1211112-18 令和3年11月10日 令和3年11月12日 除湿機（衣類乾燥用） 火災
当該除湿機（衣類乾燥用）を焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

埼玉県  

G1211112-21 令和3年10月2日 令和3年11月12日 GPSレーダー探知機 火災
当該GPSレーダー探知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。

広島県  

※　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



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

211108-002 令和3年9月29日 令和3年11月8日 保育サービス 重傷1名（4歳）

保育施設において、園外保育中、幼児が対象年齢
に達してない公園の遊具の網目ロープに座ろうとし
てバランスを崩し、当該遊具から落下し、左横骨尺
骨遠位端骨折の重傷。

北海道  

211109-006 令和3年8月2日 令和3年11月9日 保育サービス 重傷1名（1歳）

保育施設において、オムツ交換の際に、職員が仕
切り板越しに幼児を抱き上げようとしたところ、当該
職員の身体が当該仕切り板に当たって倒れ、当該
幼児の右足が下敷きになり、右大たい骨遠位端骨
折の重傷。

富山県

211110-001 令和3年10月2日 令和3年11月10日
携帯電話機（スマートフォ
ン）

火災
軽傷1名

当該携帯電話機（スマートフォン）及び周辺を焼損す
る火災が発生し、1名が火傷を負った。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。

奈良県

令和3年10月22日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

211110-002 令和3年10月9日 令和3年11月10日 保育サービス 重傷1名（4歳）
保育施設において、園外保育中、職員が目を離した
際に、幼児が近くにある石垣に登り、その直後に転
落し、左上腕骨外側上顆骨折の重傷。

千葉県

211111-002 令和3年8月11日 令和3年11月11日
折りたたみ自転車
（215-BK：ビーズ株式会社
（輸入事業者））

重傷1名
当該折りたたみ自転車で走行中、フレームが破断
し、転倒、顔を負傷した。現在､原因を調査中。

神奈川県

令和3年8月27日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

211111-003 令和3年6月1日 令和3年11月11日 折りたたみ自転車 重傷1名

当該折りたたみ自転車で走行中、サドル付け根の
ボルトが破損してサドルが外れ、転倒、右足を負傷
した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査
中。

東京都

令和3年9月10日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

■地方公共団体等からの通知

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

211111-007 令和3年4月12日 令和3年11月11日 保育サービス（スロープ） 重傷1名（1歳）
保育施設において、園外保育中、保育園前玄関の
スロープから幼児が転落し、上腕骨顆上骨折の重
傷。

千葉県

211112-001 令和3年5月25日 令和3年11月12日 電動アシスト自転車 重傷1名

幼児を当該電動アシスト自転車に乗せて使用者が
当該製品のスタンドを立てて停車中、荷物を乗せよ
うとして、転倒し、当該使用者が右足を負傷した。事
故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。

大阪府

令和3年11月9日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

211112-005 令和3年3月19日 令和3年11月12日 電気洗濯機 重傷1名

当該電気洗濯機を使用中、当該製品が大きく振動
したため止めようとしたところ、足を負傷した。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

211112-006 令和3年4月15日 令和3年11月12日 店舗サービス（自動ドア） 重傷1名（70歳代）
店舗において、開いていた当該自動ドアを通ろうとし
たところ、ドアに頭を挟まれ転倒し、腰を圧迫骨折す
る等の重傷。

広島県
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