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資料１

議題 １-（１）

消費者安全課





各省庁

消費者

消費者庁（事故情報を一元的に集約）

消費者の生命・身体に係る事故発生

重大製品事故

事業者
医療機関ネットワーク

参画機関
事故情報データバ

ンク参画機関

事故情報 事故情報

消費生活用
製品安全法

個別法によらない
任意の情報提供

消費者事故等 PIO-NET※

関係省庁・

地方公共団体等
消費者

相談窓口

消費者安全法

事業者

事故情報の相談・通報等

※全国消費生活情報ネットワークシステム 事故情報の登録

処分・指導等

注意喚起等

意見・措置要求等

すき間事案
の措置
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消費者庁における事故情報の収集・活用の概観



消費者安全法（消費者事故等の発生に関する情報の通知）
○重大事故等（死亡、３０日以上の傷病、一酸化炭素中毒、火災等）

行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大事
故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その旨及
び当該重大事故等の概要を通知しなければならない。

○消費者事故等
行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者
事故等（重大事故等を除く。）が発生、被害が拡大し、又は同種若しくは類似の消
費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該
消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事故等の概要を通知するものとする

消費生活用製品安全法（消費生活用製品の重大製品事故の報告）

○消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消
費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活
用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸
入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。

（重大製品事故に当たると事業者が認識した日を起算日として１０日以内に報告しなければならない
旨を府令で規定）

注：重大製品事故（死亡、３０日以上の傷病、一酸化炭素中毒、火災等）

消費者庁における事故情報の収集の規定
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消費者安全法に基づく行政処分等の権限

３

各省庁

消費者

消費者庁

事業者

処分・指導等
（個別法）

注意喚起
（38条）

措置要求（39条）

すき間事案の措置
（40条～42条）

権限 実績

注意喚起（38条）
消費者の注意喚起のために情報を公表

２件

措置要求（39条）
被害の防止を図るために実施し得る他の法律に基
づく措置を実施するよう関係大臣に要求

実績
なし

勧告・命令（40条）
すき間事案で、重大事故等の場合に、事業者に必要
な措置をとるよう勧告。
それに正当な理由なく従わない場合に命令。

実績
なし

譲渡等禁止・制限、回収命令（41・42条）
すき間事案で、重大事故等の場合に、急迫した危険
があるときに、事業者に商品の譲渡等を禁止・制限。
それに違反したときは商品の回収等を命令。

実績
なし

【消費者安全法に基づく注意喚起の実績】

○次亜塩素酸ナトリウムを含むとの表示がある「ウイ
ルスプロテクター」について（使用中止及び自主回収
のお知らせ）（平成25年２月22日付けで公表）

○健康被害発生後も継続利用を勧められる美容・健
康商品等～「好転反応」等といわれても、健康被害
が出たら利用を一旦中止しましょう！～（平成26年
12月10日付けで公表）

※実績件数については、平成30年２月５日時点。



事故情報の公表（消費者安全法に基づく事故情報）

消費者安全法に基づいて、行政機関から消費者
庁に通知される消費者事故等に関する情報
⇒原則として毎週木曜日に公表

（記者公表、ホームページ掲載）
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事故情報の公表（消費生活用製品安全法に基づく事故情報）

５

消費生活用製品安全法に基づき、事業者から消
費者庁に報告される重大製品事故の情報
⇒原則として毎週火曜日と金曜日に公表
（記者公表、ホームページ掲載）

当該商品のイメージ図等を掲載



６

• 平成21年度以降の情報

• 日常の身の回りの製品、食品、
サービスなどによる事故等

• 事故発生日、発生場所、事故
状況等の事故の概要

• 登録件数約２1万5000件
（H29.12.31現在）

• 当該事故が製品等に起因して
いることが判明している場合は、
事業者名、商品名が閲覧可能

• 平成28年度の年間アクセス数
は約18万件。

(運用開始当初の22年度は
7万3千件。）

(注)事故情報データバンク内の

情報は、消費者事故等に該
当するか否かを確認・調査
中の情報を含んでいる。

事故情報データバンク



○消費生活において生命又は身体に被害を生ずる事故に遭い医療機関を利用した

被害者から、消費者からの苦情にはなりにくい消費者の不注意や誤った使い方も

含めて事故の情報を幅広く収集。

○省庁横断的な取組が必要な事故や被害の拡大が懸念される事故等をいち早く抽出。

○22年度：13病院⇒25年度：24病院⇒28年度：30病院⇒29年度：24病院（H30.1.31現在）

社会に広く情報発信
事故の再発防止

社会に広く情報発信
事故の再発防止

消費者庁
国民生活センター

消費者
（危険性の認識）

研究機関・専門家等
（事故原因の究明）

事業者
（製品の改良）

患者さんから
事故の情報を収集

参画医療機関と情報収集のための
ネットワークを構築

消費者庁における事故情報の収集・活用（医療機関ネットワーク事業）
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事故の再発・拡大防止のために（消費者への注意喚起①）

消費者ができることや注意すべきことを伝える。

【事例３】小さいおもちゃの誤嚥・窒息事故に関する注意喚起（平成29年11月）
○平成29年11月20日に消費者庁消費者安全調査委員会より、「玩具による乳幼児の
気道閉塞事故」に係る事故等原因調査の報告書が取りまとめられ、調査委員会から
消費者庁長官に対し、意見が提出された。

○乳幼児が小さいおもちゃを口に入れないように注意すること、小さいおもちゃは子どもの
手の届く所に置かないこと、商品の対象年齢に注意すること、食事の前には異物が口腔
内にないことを確認すること等を呼び掛け。また応急手当の方法を紹介。

【事例２】刈払機（草刈機）の使用中の事故に関する注意喚起（平成29年７月）

○刈払機を使用中に指を切断、骨折したなどの事故情報が８年弱で
140件寄せられており、60歳以上の事故が約５割を占めている。

○保護メガネなど、保護具を必ず装着し、事前に機器の点検を行って
から作業をすること、作業をする前に小石や枝、硬い異物などを除去
し、15 ｍ以内に人がいないか確認して作業をすること等を呼び掛け。

○平成22年から平成28年までにライターに関する事故情報が722件
寄せられており、使用後の残り火による事故、子どもの火遊びによる事故、
自動車内での事故などが継続して発生。

○使用後に火が完全に消えていることを確認すること、自動車内など高温、直射
日光の当たる場所に保管、放置しないこと、子どもの手の届く所に置かないこと、
PSCマークのない古い使い捨てライターは適切に処分すること等を呼び掛け。

【事例１】ライターによる事故に関する注意喚起（平成29年６月）
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事故の再発・拡大防止のために（消費者への注意喚起②）

９

消費者により安全な製品を紹介する。

【事例４】ブラインド等のひもによる事故の注意喚起（平成28年6月）

○ひも部分がない、又はひもがあってもループがない若しくは小さい商品
○一定の重さが掛かると、ひものつなぎ目部分が外れる「セーフティジョ
イント」などの安全器具を備えた商品

【事例５】０歳児の就寝時の窒息死に関する注意喚起（平成28年10月）
○大人用ベッドではなく、できるだけベビーベッドに寝かせるようにする。
○ベビーベッドにPSCマークの表示があるかを確認する。
○子供用の軽い掛け布団を使用し、敷き布団やマットレス、
枕は子供用に硬めの物を使用する。

ベビーベッド 固めのマットレス

ＰＳＣマーク

【事例６】炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児のやけど事故に関する注意喚起
（平成29年12月）

○高温の蒸気や転倒して熱湯に触れるおそれのある、炊飯器や電気ケトル
等の製品は、乳幼児の行動範囲で使用しない。

○乳幼児が立ち入らないよう、ベビーゲートを置くなど安全対策を実施する。
○Ｓマークの付いた製品など、安全に配慮された製品を選ぶようにする。

Ｓマーク



事故の再発・拡大防止のために（事業者等への要請等）

事業者や施設の管理者による安全対策の推進

○ 業界団体に対し、研修の実施等安全対策の強化を依頼
（エア遊具等遊戯施設での事故）

○ 施設の管理者に対し、安全対策の推進を依頼
（エア遊具等遊戯施設での事故、機械式立体駐車場における事故）

・エア遊具の運営受託事業者を選定する際に、当該事業者が「安全運営10ヶ条」
の遵守等の安全対策を実施できるかを確認することや、実際に安全対策が実施
されているか、実地調査等により定期的に確認することが重要であることを周知

・マンション等の機械式立体駐車場の管理組合や利用者に向けてまとめた
「管理者向け自己チェックシート」の周知

○ 業界団体に対し、事故防止に取組むよう要請
（家具の転倒等による子どもの事故）
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消費者や事業者等に広く周知するために（マスコミへの情報提供）

【プレスリリースによる情報提供】 ※プレスリリースは消費者庁ホームページにも掲載



１２

○消費者庁では、平成25年１月から消費者庁Twitter、平成28年４月からFacebookの
サービスを開始。

○子どもの事故防止を目的に、平成22年９月から「子ども安全メール」の配信開始。
また、平成29年4月から「子どもを事故から守る！ Twitter」発信開始。
平成30年1月25日時点で、
・消費者庁Twitter フォロワー数：約23.5万 ・Facebook ユーザー数：約1,200
・子ども安全メール登録者数：約2.2万
・子どもを事故から守る！ Twitter フォロワー数：約2,300

＜消費者庁Twitterの活用事例＞ ＜Facebookの活用事例＞

消費者や事業者等に広く周知するために（SNS、メールマガジン等）



1３

＜子ども安全メールの活用イメージ＞ ＜子どもTwitterの活用イメージ＞

「子どもの事故防止ハンドブック」

未就学児に予期せず起こりやすい事故と

その予防法、対処法のポイントをまとめたもの。

消費者庁HPからのダウンロードが可能。

※地方公共団体へは、冊子版も配布。

14歳以下の子どもの保護者等を対象に

子どもの事故防止に役立つ情報を適宜発信

０～６歳の未就学児保護者等を対象に、

子どもの思わぬ事故を防ぐための注意点や

豆知識を、原則毎週木曜日に発信

消費者や事業者等に広く周知するために（SNS、メールマガジン等）



消費者庁リコール情報サイト

消
費
者

事
業
者

国土交通省

厚生労働省

経済産業省

農林水産省

総務省消防庁

消費者庁

製品評価技術
基盤機構

医薬品医療機器
総合機構

リ
コ
ー
ル

情
報
集
約

国土交通省・・・車両
厚生労働省・・・医薬品、化粧品、医療機器、

食品
経済産業省・・・住居品、光熱水品、建物・設備、

家電製品、文具・娯楽品、被服品、
乗り物（自転車・ベビーカー等）

農林水産省・・・食品、園芸品
消費者庁 ・・・食品、被服品 等

Twitter

サイトへの直接報告

○関係省庁等が情報発信しているリコール情報を一元的に収集し、消費者に情報提供するため、平成２４年４月より
運用を開始した。

○同サイトでは、メール配信サービスを行っている。高齢者向け用品のリコール情報のみを送る「高齢者向け」メール、子ども
向け用品及びアレルギー関連製品のリコール情報のみを送る「子ども向け」メールもある。
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サイトアクセス推移

リコール情報登録件数推移

自動車・家電が
累積件数上位

食品関係は登録件数は
多いが短期間で

回収完了→非公開

2017年12月末

消費者庁リコール情報サイト(リコール情報サイトの利用状況の推移)

１５

登録件数
約 5,300件
累計 8,400

NHK朝イチにて
紹介 2017.9.14

月間アクセス
平均 550万件


