
 

 

 

  

平成 30年８月 16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８月６日から平成 30年８月 12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 58件、うち重大事故等として通知された事案は 30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（58件） 

（１）関係行政機関より 53件（食品－18件、製品－34件、役務－１件） 

 

（２）地方公共団体等より５件（食品－４件、製品－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（30件） 

（１）関係行政機関（29件） 

●経済産業省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（26件） 

●総務省消防庁に報告のあった役務事故情報（１件） 

 

（２）地方公共団体等（１件） 

●製品による事故情報（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
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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 

 

http://www.recall.go.jp/
http://www.recall.go.jp/m/


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

D2180806-01 平成30年7月19日 平成30年8月6日 業務用麺茹で器
一酸化炭素中毒
軽症3名

公共施設において、料理教室の参加者3名が軽症を
負う一酸化炭素中毒事故が発生した。原因は、業務
用麺茹で器（めんゆでき）のバーナーの不具合に加
え、換気扇を回していなかったことによる不完全燃
焼と推定されるが、現在詳細を調査中。

埼玉県

平成30年8月6日に
経済産業省産業保
安グループにて公
表済

G1180806-01 平成30年7月7日 平成30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。

岡山県

G1180806-04 平成30年7月28日 平成30年8月6日
エアコン（室外機）
（AR22AES：ダイキン工業
株式会社）

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。

千葉県

平成30年8月7日に
消費生活用製品の
重大製品事故とし
て公表済

G1180806-07 平成30年7月14日 平成30年8月6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。

福島県

G1180807-01 平成30年7月6日 平成30年8月7日 パチンコ台 火災
当該パチンコ台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

G1180807-02 平成30年8月4日 平成30年8月7日 IH調理器 火災
当該IH調理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。

香川県

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

G1180807-03 平成30年8月6日 平成30年8月7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

G1180807-04 平成30年6月7日 平成30年8月7日

ノートパソコン
(dynabook Satellite
B350/W2FB：株式会社東
芝(現　東芝クライアントソ
リューション株式会社)(輸入
事業者))

火災

火災警報器が鳴動したため確認すると、当該ノート
パソコンのＡＣアダプター及び周辺を焼損する火災
が発生していた。事故の原因は、現在、調査中であ
るが、当該製品付属の一部の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、異常発熱して発火に至ったものと考え
られる。

埼玉県

平成30年7月18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）

G1180807-05 平成30年1月11日 平成30年8月7日

照明器具
(HCN4404AZ：株式会社ミツ
ヨシ(現　青垣コイズミ照明
株式会社)(コイズミ照明株
式会社ブランド))

火災
店舗で当該照明器具を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。現在、原因を調査中。

滋賀県

平成30年2月6日に
消費生活用製品の
重大製品事故とし
て公表済
G1180807-06と同
一事故

G1180807-06 平成30年1月11日 平成30年8月7日 照明器具(端子台) 火災 当該照明器具(端子台)を焼損する火災が発生。 滋賀県
G1180807-05と同
一事故

G1180807-07 平成30年7月7日 平成30年8月7日 リチウム電池内蔵充電器 火災

社員寮で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。

愛媛県

平成30年8月10日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180808-01 平成30年5月26日 平成30年8月8日 安定器（LED照明用） 火災
当該安定器（LED照明用）を焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

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

G1180808-02 平成30年7月21日 平成30年8月8日 換気扇 火災
当該換気扇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

G1180808-03 平成30年7月25日 平成30年8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。

愛知県

G1180808-04 平成30年7月28日 平成30年8月8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。

京都府

G1180808-08 平成30年8月8日 平成30年8月8日

ノートパソコン
(dynabook B350/22B：株式
会社東芝（現　東芝クライア
ントソリューション株式会
社）（輸入事業者）)

火災
当該ノートパソコンのACアダプター及び周辺を焼損
する火災が発生した。現在、原因を調査中。

埼玉県

平成30年8月14日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済(ノート
パソコン）
平成30年6月22日
からリコールを実
施（特記事項を参
照）

G1180808-09 平成30年 平成30年8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。

愛知県

G1180808-10 平成30年7月15日 平成30年8月8日
照明器具
（HH-LP798N：パナソニック
株式会社）

火災
当該照明器具を使用中、当該製品の内部部品を焼
損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

静岡県

平成30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



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

G1180808-12 平成30年8月7日 平成30年8月8日 ホテルのサウナ室 火災
当該ホテルのサウナ室を焼損する火災が発生。現
在、原因を調査中。

愛媛県

D2180809-01 平成30年8月7日 平成30年8月9日 ガスこんろ 火災

一般住宅において、家庭用のガスコンロ及びキャビ
ネットの一部を焼損するガス漏えい火災事故が発生
した。原因は、コンロからガスが漏えいし、使用して
いたコンロの火が引火したものと推定されるが、現
在詳細を北陸ガス株式会社において調査中。

新潟県

平成30年8月9日に
経済産業省産業保
安グループにて公
表済

G1180809-02 平成30年7月13日 平成30年8月9日

電気掃除機
(DKC-SM1-SR：アイリス
オーヤマ株式会社(輸入事
業者))

火災
当該電気掃除機の電源を入れたところ、当該製品
の電源プラグ部を焼損し、周辺を汚損する火災が発
生した。現在、原因を調査中。

兵庫県

平成30年7月27日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180810-01 平成30年7月10日 平成30年8月10日 電気ケトル 火災
当該電気ケトル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

G1180810-02 平成30年7月26日 平成30年8月10日 充電器（携帯電話機用） 火災
当該充電器（携帯電話機用）を焼損する火災が発
生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

福井県

G1180810-03 平成30年7月31日 平成30年8月10日 換気扇 火災
当該換気扇及び周辺を焼損する火災が発生した。
当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。

山形県

平成30年8月7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 製品名等 被害状況等 事故内容
事故発生
都道府県

備考

G1180810-04 平成30年8月2日 平成30年8月10日
エアコン（室外機）
(RA225GX：ダイキン工業株
式会社)

火災

エアコンのスイッチを入れたところ、当該エアコン（室
外機）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、当該製品のプリント基板の
ダイオードブリッジのはんだ接続部で、はんだ量が
少なく、プリント基板と電装品箱の熱伸縮の差によ
り、はんだ接続部に繰り返し応力が掛かり、はんだ
クラックが発生し、発煙・出火に至ったものと考えら
れる。

京都府

平成30年8月10日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成16年10月18
日からリコールを
実施(特記事項を
参照）

G1180810-05 平成30年8月3日 平成30年8月10日 バッテリー（ドローン専用） 火災
当該バッテリー（ドローン専用）を焼損する火災が発
生した。発火源も含め、現在、原因を調査中。

新潟県

G1180810-06 平成30年8月4日 平成30年8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。

岩手県

G1180810-07 平成30年8月8日 平成30年8月10日 原動機付自転車 火災
当該原動機付自転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。

山口県

G1180810-08 平成30年7月11日 平成30年8月10日

電気洗濯機
(HSW-50S5：三洋ハイアー
ル株式会社(現ハイアール
ジャパンセールス株式会
社)(輸入事業者))

火災

当該電気洗濯機を使用中、当該製品を焼損する火
災が発生した。事故の原因は、現在、調査中である
が、当該製品のモーター用コンデンサの製造工程に
おいて、異物が混入していたため、使用中に徐々に
絶縁劣化を起こし、内部短絡を起こして出火に至っ
たものと考えられる。

大阪府

平成30年7月24日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成22年11月12
日からリコールを
実施(特記事項を
参照）

※　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



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

180806-001 平成30年4月13日 平成30年8月6日

筆箱
(CRISP：株式会社サン宝
石(株式会社大創産業ブラ
ンド)(輸入事業者))

重傷1名
学校で当該筆箱の蓋を開けようとしたところ、左手指
を負傷した。現在、原因を調査中。

大阪府

平成30年8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
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