News Release
平成 31 年３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 31 年３月 18 日から平成 31 年３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 58 件、うち重大事故等として通知された事案は 28 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 43 件（食品－18 件、製品－22 件、運輸－３件）
（２）地方公共団体等より 15 件（食品－６件、役務－９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（28 件）
（１）関係行政機関（23 件）
●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（３件）
●警察庁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（19 件）
（２）地方公共団体等（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）

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 中野 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

E3190318-01 平成31年3月17日

通知受理日

平成31年3月18日

事故内容

事故発生
都道府県

重傷1名
軽傷1名

タクシーが運行中、当該タクシーがT字路を曲がりき
れずに建物の外壁に衝突し、乗客2名のうち1名が
重傷、もう1名が軽傷。

宮城県

長野県

埼玉県

製品名等

運輸サービス（タクシー）

被害状況等

G1190318-01 平成31年3月5日

平成31年3月18日

電気冷蔵庫

火災

当該電気冷蔵庫及び建物を全焼する火災が発生し
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。

G1190318-02 平成31年2月13日

平成31年3月18日

喫煙具（加熱式たばこ）

火災

当該喫煙具（加熱式たばこ）を焼損する火災が発
生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

乗合バスが運行中、交差点に進入した際に、自転
車が横断してきたため、ブレーキを掛けたが接触
神奈川県
し、そのブレーキの衝撃により、乗客数名が転倒し、
乗客の１名が重傷、他2名が軽傷。

当該乗合バスが運行中、停留所から発車した際に、
着座しようとしていた乗客が、転倒し、重傷。

E3190319-01 平成31年3月19日

平成31年3月19日

運輸サービス(乗合バス)

重傷1名(80歳代)
軽傷2名

E3190319-02 平成31年3月19日

平成31年3月19日

運輸サービス(乗合バス)

重傷1名（70歳代）

東京都

備考

平成31年3月22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

長崎県

F1190319-03 平成31年2月25日

平成31年3月19日

軽自動車

死亡1名

軽自動車が走行中、何らかの理由により下りカーブ
を直進し海中に転落し、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。

G1190319-02 平成31年3月16日

平成31年3月19日

ゴルフカート

火災

当該ゴルフカート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

G1190319-07 平成31年2月2日

平成31年3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。

福井県

G1190319-08 平成31年3月10日

平成31年3月19日

石油ストーブ（開放式）
(RS-D305E：株式会社トヨト 火災
ミ)

事務所で当該石油ストーブ（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。

佐賀県

G1190319-10 平成31年3月11日

平成31年3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。

山口県

G1190319-11 平成31年3月13日

平成31年3月19日

ルーター（パソコン周辺機
器）

火災

当該ルーター（パソコン周辺機器）を焼損する火災
が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

愛知県

備考

平成31年3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

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

G1190319-12 平成31年3月13日

平成31年3月19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。

愛知県

G1190319-13 平成31年3月13日

平成31年3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。

福岡県

G1190320-01 平成31年1月30日

平成31年3月20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。

奈良県

G1190320-02 平成31年2月22日

平成31年3月20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。

福岡県

当該デスクヒーターを使用中、当該製品及び周辺を
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。

福岡県

当該まきストーブを焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

滋賀県

G1190320-03 平成31年2月23日

平成31年3月20日

デスクヒーター

火災
軽傷1名

G1190320-04 平成31年2月25日

平成31年3月20日

まきストーブ

火災

備考

平成31年3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

製品名等

被害状況等

事故内容

事故発生
都道府県

G1190320-05 平成31年2月28日

平成31年3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。

奈良県

G1190320-07 平成31年3月10日

平成31年3月20日

冷蔵ショーケース

火災

当該冷蔵ショーケースを焼損する火災が発生。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

熊本県

G1190322-01 平成31年1月3日

平成31年3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。

山口県

G1190322-02 平成31年1月22日

平成31年3月22日

普通乗用自動車

火災

当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。

埼玉県

G1190322-05 平成31年3月15日

平成31年3月22日

喫煙具（加熱式たばこ）

火災

当該喫煙具（加熱式たばこ）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

G1190322-07 平成31年3月19日

平成31年3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。

愛媛県

備考

※ 管理番号：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

190319-007

事故発生日

平成31年1月22日

通知受理日

平成31年3月19日

製品名等

介護サービス

被害状況等

事故内容

重傷1名（90歳代）

職員が利用者を送迎中、当該職員が意識を失い、
車両と電柱に衝突し、当該利用者が両膝等の骨折
の重傷。

事故発生
都道府県
神奈川県

190319-008

平成30年12月9日

平成31年3月19日

介護サービス

死亡1名（80歳代）

介護施設において、利用者から入浴するとの連絡が
あったが、職員が安否確認をしなかったところ、翌朝
神奈川県
に浴槽内で心肺停止状態の利用者が発見され、そ
の後死亡が確認された。

190319-009

平成31年2月7日

平成31年3月19日

介護サービス

重傷1名（80歳代）

送迎の際、利用者自宅の玄関において、移動介助
中に、職員が利用者の側を離れたところ、利用者が
転倒し、右上腕部骨折の重傷。

千葉県

190320-017

平成31年2月15日

平成31年3月20日

保育サービス

重傷1名（2歳）

保育施設において、職員が幼児を自転車の後ろに
乗せて出発したところ、自転車の後輪に当該幼児の
左足を挟み、骨折等の重傷。

愛知県

190322-006

平成31年2月15日

平成31年3月22日

障害福祉サービス

重傷1名（60歳代）

福祉施設において、移動介助の際、利用者が手すり
を掴む前に、職員が離れたところ、利用者が転倒し、 鹿児島県
左鎖骨骨折等の重傷。

備考

