News Release
平成 30 年６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、平成 30 年６月 18 日から平成 30 年６月 24 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 62 件、うち重大事故等として通知された事案は 37 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（62 件）
（１）関係行政機関より 54 件（食品－15 件、製品－36 件、役務－３件）
（２）地方公共団体等より８件（食品－４件、役務－３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（37 件）
（１）関係行政機関（33 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役務事故情報（１件）
●警察庁に報告のあった製品事故情報（２件）
●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（29 件）
（２）地方公共団体等（４件）
●役務による事故情報（３件）
●施設による事故情報（１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
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 http://www.recall.go.jp/
携帯 http://www.recall.go.jp/m/

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 岸 西口
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

F1180618-01

平成30年5月25日

平成30年6月18日

軽自動車

死亡1名（80歳代）

軽自動車が踏切内で何らかの理由により立ち往生
し、進行してきた列車と衝突し、当該軽自動車の運
転手が死亡。当該車両の関係装置に起因するもの
かも含め、現在、原因を調査中。

G1180618-03

平成30年6月7日

平成30年6月18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

秋田県

岡山県

当該ノートパソコンを使用中、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生した。事故の原因は、現在調査
中であるが、当該製品に付属の一部のＡＣアダプ
ターについて、製造上の不具合により、ＤＣプラグ部
の絶縁性能が低下し、異常発熱して発火したものと
考えられる。

兵庫県

G1180618-06

平成30年6月14日

平成30年6月18日

ノートパソコン
(dynabook BX/51L：株式会
社東芝(現 東芝クライアン 火災
トソリューション株式会
社)(輸入事業者))

G1180618-07

平成30年5月25日

平成30年6月18日

バッテリー（リチウムポリ
マー、模型用）

火災

当該バッテリー（リチウムポリマー、模型用）を焼損
する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査
中。

石川県

G1180618-08

平成30年6月16日

平成30年6月18日

石油給湯機付ふろがま

火災

当該石油給湯機付ふろがま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

G1180618-09

平成30年6月16日

平成30年6月18日

充電器

火災

当該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。

大阪府

備考

平成30年6月26日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成30年6月22日
からリコールを実
施（特記事項を参
照）

管理番号

G1180618-10

D2180619-01

事故発生日

平成30年6月16日

平成30年5月15日

通知受理日

平成30年6月18日

事故内容

事故発生
都道府県

火災

当該バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）を焼
損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調
査中。

大阪府

火災

一般住宅において、ガス漏えい火災事故が発生し
た。原因は、ガスコンロとゴム管の接続不良により、
漏出したガスに何らかの着火源により引火したもの
と推定されるが、現在詳細を調査中。

被害状況等

製品名等

バッテリー（リチウムイオ
ン、電動工具用）

平成30年6月19日

ガスこんろ

備考

千葉県

平成30年6月19日
に経済産業省産業
保安グループにて
公表済

当該ガスこんろ（都市ガス用）を使用中、当該製品の
周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査
中。

大阪府

平成30年6月19日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180619-01

平成30年6月2日

平成30年6月19日

ガスこんろ（都市ガス用）
(PD-20SC-1：パロマ工業
火災
株式会社（現 株式会社パ
ロマ）)

G1180619-02

平成30年6月12日

平成30年6月19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。

沖縄県

G1180619-04

平成30年6月14日

平成30年6月19日

電気冷蔵庫

火災

当該電気冷蔵庫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

G1180619-07

平成30年6月18日

平成30年6月19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。

新潟県

G1180619-08

平成30年6月18日

平成30年6月19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。

神奈川県

管理番号

事故発生日

通知受理日

被害状況等

製品名等

事故内容

事故発生
都道府県

E3180620-01

平成30年6月19日

平成30年6月20日

運輸サービス（タクシー）

重傷1名（80歳代）

タクシーが運行中、当該タクシーがカーブでセンター
ラインをはみ出し対向車と衝突し、乗客1名が重傷。

長崎県

G1180620-01

平成30年5月26日

平成30年6月20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

G1180620-02

平成30年6月1日

平成30年6月20日

電気ストーブ（パネルヒー
ター）

火災

当該電気ストーブ（パネルヒーター）を焼損する火災
が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県

G1180620-03

平成30年6月5日

平成30年6月20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

G1180620-04

平成30年6月7日

平成30年6月20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

異臭がしたため確認すると、当該蛍光ランプを焼損
する火災が発生していた。現在、原因を調査中。

当該火災報知機（受信機）を焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

G1180620-05

平成30年6月12日

平成30年6月20日

蛍光ランプ
(EFD15EN/12-C5：ＮＥＣラ
火災
イティング株式会社（輸入
事業者）)

G1180620-07

平成30年6月17日

平成30年6月20日

火災報知機（受信機）

火災

備考

平成30年6月26日
に消費生活用製品
神奈川県
の重大製品事故と
して公表済

沖縄県

管理番号

事故発生日

通知受理日

被害状況等

製品名等

事故内容

事故発生
都道府県

G1180620-08

平成30年6月20日

平成30年6月20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。

大阪府

G1180621-04

平成30年6月5日

平成30年6月21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

G1180621-05

平成30年6月12日

平成30年6月21日

モバイルバッテリー

火災

当該モバイルバッテリ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。

神奈川県

G1180621-06

平成30年6月14日

平成30年6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。

山梨県

G1180621-07

平成30年6月16日

平成30年6月21日

ＡＣアダプター（ノートパソコ
火災
ン用）

当該ＡＣアダプター（ノートパソコン用）を焼損する火
災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

愛知県

G1180621-08

平成30年6月16日

平成30年6月21日

扇風機

火災

当該扇風機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。

F1180622-01

平成30年6月21日

平成30年6月22日

電動車椅子（ハンドル形）

死亡1名（70歳代）

電動車椅子（ハンドル形）に乗った使用者が、踏切内
和歌山県
で列車にはねられ、搬送先の病院で死亡確認。

福岡県

備考

平成30年6月26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

被害状況等

製品名等

事故内容

事故発生
都道府県

備考
平成29年12月28日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180622-01

平成29年12月9日

平成30年6月22日

石油ストーブ
(GKP-P243N：株式会社千
火災
石（株式会社グリーンウッド
ブランド）（輸入事業者））

G1180622-02

平成30年6月13日

平成30年6月22日

モバイルバッテリー

火災

当該モバイルバッテリ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

G1180622-03

平成30年6月16日

平成30年6月22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。

群馬県

G1180622-04

平成30年6月19日

平成30年6月22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。

山梨県

G1180622-05

平成30年6月21日

平成30年6月22日

サーキュレーター

火災

当該サーキュレー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。

愛知県

平成30年6月22日

ノートパソコン
(dynabook T451/59DW：株
式会社東芝（現 東芝クライ 火災
アントソリューション株式会
社）（輸入事業者）)

G1180622-09

平成30年6月13日

当該石油ストーブを使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

千葉県

当該ノートパソコンを使用中、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

大阪府

平成30年6月26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）、国土交通省（E）、警察庁（F）、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

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

山形県

介護サービス

重傷1名

介護員が被介護者を車椅子に載せた状態でブレー
キをかけずに目を離したところ、車椅子が動き出し外
玄関の段差で車椅子ごと転倒し、右大たい骨顆上骨
折等の重傷。

平成29年11月27日 平成30年6月19日

エレベーター

重傷1名

マンションのエレベーターが床より高く止まって扉が
開き、その段差に気付かず降りて転倒し、腰椎捻挫
及び左下肢打撲傷等の重傷。

神奈川県

180619-006

平成28年8月24日

平成30年6月19日

医療サービス（美容脱毛） 重傷1名

美容外科において、膝下のレーザー脱毛施術を受
け、Ⅲ度の火傷。

東京都

180619-007

平成30年1月30日

平成30年6月19日

指圧等のサービス

商品購入のサービスで、指圧等の施術をされ、胸椎
圧迫骨折の重傷。

福岡県

180618-005

平成29年8月31日

180619-005

平成30年6月18日

重傷1名

備考

