
 

 

 

  

平成 29年９月７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 29年８月 28日から平成 29年９月３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 80件、うち重大事故等として通知された事案は 51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（80件） 

（１）関係行政機関より 73件（食品－16件、製品－56件、運輸－１件） 

 

（２）地方公共団体等より７件（食品－１件、製品－４件、役務－２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（51件） 

（１）関係行政機関（48件） 

●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（１件） 

●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（47件） 

  

（２）地方公共団体等（３件） 

  ●役務による事故情報（１件） 

  ●製品による事故情報（２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
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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 岡田 

TEL : 03(3507)9263    FAX : 03(3507)9290 

 

消費者安全調査委員会（消費者庁）からの通知に関する問合せ 

 事故調査室 米山 廣本 

   TEL : 03(3507)9268    FAX : 03(3507)9284 

      

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

E3170828-01 平成29年8月27日 平成29年8月28日 運輸サービス（タクシー）
重傷1名
軽傷1名

タクシーが運行中、青信号で発進した際に脇見運
転となり、左方の仮設ガードレールに衝突し、乗客1
名が重傷、もう1名が軽傷。

東京都

G1170828-01 平成29年7月2日 平成29年8月28日 バッテリー寿命延命装置 火災
当該バッテリー寿命延命装置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

G1170828-05 平成29年8月18日 平成29年8月28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。

愛知県

G1170828-06 平成29年8月22日 平成29年8月28日 蓄電池 火災
当該蓄電池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

G1170828-07 平成29年8月10日 平成29年8月28日 延長コード 火災

当該延長コードを複数の電気製品に接続して使用
中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調
査中。

岩手県

平成29年9月1日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

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

G1170829-03 平成29年8月10日 平成29年8月29日 液晶テレビ
火災
軽傷1名

異音がしたため確認すると、当該液晶テレビ及び周
辺を焼損する火災が発生しており、1名が軽傷を
負った。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。

神奈川県

平成29年9月1日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170829-04 平成29年8月16日 平成29年8月29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。

秋田県

G1170829-06 平成29年8月22日 平成29年8月29日 ファンコイルユニット 火災
当該ファンコイルユニッ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。

兵庫県

G1170829-07 平成29年8月28日 平成29年8月29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。

茨城県

G1170830-01 平成29年8月26日 平成29年8月30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。

宮城県

G1170830-02 平成29年8月20日 平成29年8月30日
扇風機
（K-8522N：燦坤日本電器
株式会社（輸入事業者）)

火災
当該扇風機を使用中、当該製品を焼損する火災が
発生した。現在、原因を調査中。

岡山県

平成29年9月5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

G1170830-04 平成29年8月8日 平成29年8月30日 ガス給湯器 火災
当該ガス給湯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

G1170830-06 平成29年8月18日 平成29年8月30日 電気給湯器 火災
当該電気給湯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。

北海道

G1170830-07 平成29年2月7日 平成29年8月30日
ノートパソコン
（CF-S10CYADR：パナソ
ニック株式会社）

火災

当該ノートパソコンを充電中、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生した。
事故原因は、現在、調査中であるが、ノートパソコン
のバッテリーパックの製造上の不具合により、バッ
テリーセルが異常発熱し、火災に至ったものと考え
られる。

東京都

平成29年2月21日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済
当該製品と同一の
「機種・型式」の一
部のバッテリー
パックは、平成26
年5月28日からリ
コール（同年11月
13日から対象を拡
大）を実施している
製品（本文３.特記
事項を参照）

G1170830-09 平成29年2月17日 平成29年8月30日 スマートメーター 火災
当該スマートメーターから出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170830-10 平成29年2月21日 平成29年8月30日 電気こんろ 火災
当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火
災が発生。現在、原因を調査中。

東京都



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

G1170830-11 平成29年2月24日 平成29年8月30日

電気ストーブ
（型式不明（XHS-U010又
はXHS-Y010））：プラマイゼ
ロ株式会社（輸入事業者）

火災
軽傷2名

当該電気ストーブを使用中、当該製品及び周辺を
焼損する火災が発生し、2名が軽傷を負った。現
在、原因を調査中。

東京都

平成29年3月17日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170830-12 平成29年2月24日 平成29年8月30日
リチウム電池内蔵充電器
（CHE-039：ティ・アール・エ
イ株式会社（輸入事業者））

火災
駅構内で当該リチウム電池内蔵充電器を焼損する
火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

平成29年3月28日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170830-14 平成29年3月1日 平成29年8月30日

電気ストーブ（オイルヒー
ター）
（ZR1208S（ZASSブラン
ド）：日本ゼネラル･アプラィ
アンス株式会社（輸入事業
者））

火災
当該電気ストーブ（オイルヒーター）を使用後、当該
製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査
中。

東京都

平成29年3月28日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170830-16 平成29年3月19日 平成29年8月30日
電気洗濯機
（SW-350F2：三洋電機株式
会社）

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。現在、原因を調査中。

東京都

平成29年4月4日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170830-19 平成29年3月23日 平成29年8月30日 電気こんろ 火災
当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火
災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170830-21 平成29年4月4日 平成29年8月30日 スマートメーター 火災
当該スマートメーターから出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都



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

G1170830-22 平成29年4月7日 平成29年8月30日 冷蔵ショーケース 火災
当該冷蔵ショーケースから出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170830-24 平成28年12月3日 平成29年8月30日

温水式浴室換気乾燥暖房
機
（FD2810J3（東京ガス株式
会社ブランド：型式BBD-
3304ACSK-J3）：株式会社
ハーマン）

火災
当該温水式浴室換気乾燥暖房機のスイッチを入れ
たところ、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。

東京都

平成28年12月20
日に消費生活用
製品の重大製品
事故として公表済

G1170830-25 平成28年12月4日 平成29年8月30日 バッテリー（携帯端末用） 火災
当該バッテリー（携帯端末用）から出火し、当該製品
を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170830-27 平成28年12月9日 平成29年8月30日 LED照明用電源 火災
当該LED照明用電源から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170830-28 平成28年12月10日 平成29年8月30日
電気ストーブ（オイルヒー
ター）

火災
当該電気ストーブ（オイルヒーター）から出火し、当
該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査
中。

東京都

G1170830-29 平成28年12月18日 平成29年8月30日
バッテリー（電動アシスト自
転車用）

火災
当該バッテリー（電動アシスト自転車用）から出火
し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を
調査中。

東京都



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

G1170830-30 平成28年12月19日 平成29年8月30日
ＡＣアダプター（ノートパソコ
ン用）

火災

当該ＡＣアダプター（ノートパソコン用）をノートパソコ
ンに接続していたところ、当該製品及び周辺を焼損
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。

東京都

平成29年1月11日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170830-31 平成28年12月22日 平成29年8月30日 エアコン（室外機） 火災
当該エアコン（室外機）から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170830-33 平成28年12月30日 平成29年8月30日
バッテリー（電動アシスト自
転車用）

火災
当該バッテリー（電動アシスト自転車用）から出火
し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を
調査中。

東京都

G1170830-34 平成29年1月1日 平成29年8月30日
パネルスイッチ（電気式床
暖房用）

火災
当該パネルスイッチ（電気式床暖房用）から出火し、
当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調
査中。

東京都

G1170830-35 平成29年1月1日 平成29年8月30日 スマートメーター 火災
当該スマートメーターから出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170830-36 平成29年1月11日 平成29年8月30日

電気乾燥機（靴用）
（SD-4643GY：ツインバード
工業株式会社（輸入事業
者））

火災
施設で当該電気乾燥機（靴用）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。

東京都

平成29年2月14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

G1170830-37 平成29年1月15日 平成29年8月30日
リチウム電池内蔵充電器
（HAC1182：株式会社ハッ
ク（輸入事業者））

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。現在、原因を
調査中。

東京都

平成29年1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28年11月18
日からリコールを
実施（本文３.特記
事項を参照）

G1170830-38 平成29年1月16日 平成29年8月30日 照明器具 火災
当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火
災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170830-39 平成29年1月16日 平成29年8月30日

ブルーレイレコーダー
（BDZ-T55：ソニーイーエム
シーエス株式会社（現 ソ
ニーグローバルマニュファ
クチャリング＆オペレーショ
ンズ株式会社））

火災
異臭がしたため確認すると、当該ブルーレイレコー
ダーの内部部品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

平成29年1月31日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170830-41 平成29年1月24日 平成29年8月30日 スピーカー 火災
当該スピーカーから出火し、当該製品を焼損する火
災が発生。現在、原因を調査中。

東京都

G1170830-42 平成29年1月24日 平成29年8月30日

電気洗濯乾燥機
（M-WD85A（株式会社良品
計画ブランド）：東芝ホーム
アプライアンス株式会社
（現 東芝ライフスタイル株
式会社））

火災
当該電気洗濯乾燥機を使用中、当該製品を焼損す
る火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

平成29年2月3日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170830-46 平成29年2月5日 平成29年8月30日
ノートパソコン
（CF-SX2CEABR：パナソ
ニック株式会社）

火災
当該ノートパソコンを充電中、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。

東京都

平成29年2月17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

G1170830-47 平成29年2月6日 平成29年8月30日
電気冷蔵庫
（SR-48N：三洋電機株式会
社（輸入事業者））

火災
施設で異臭がしたため確認すると、当該電気冷蔵
庫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

平成29年2月21日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1170831-01 平成29年8月8日 平成29年8月31日 オーブントースター 火災
当該オーブントース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。

京都府

G1170831-06 平成29年8月20日 平成29年8月31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。

岐阜県

G1170831-09 平成29年8月27日 平成29年8月31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。

山口県

G1170901-02 平成29年8月18日 平成29年9月1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。

福岡県

G1170901-03 平成29年8月22日 平成29年9月1日 センサーライト 火災
当該センサーライ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。

岩手県



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

G1170901-08 平成29年8月27日 平成29年9月1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

G1170901-10 平成29年9月1日 平成29年9月1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。

北海道

※　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

170829-006 平成29年7月22日 平成29年8月29日 漢方煎じ器 重傷1名
当該漢方煎じ器を使用中、やかんに中身を移そうと
したところ取っ手が外れ、その場にいた1名に中身
が掛かり、右下たいⅡ度熱傷の重傷。

東京都

170830-007 平成29年4月6日 平成29年8月30日 電動アシスト自転車 重傷1名
当該電動アシスト自転車で走行中、当該製品のハ
ンドルがロックし、転倒、負傷した。当該製品の使用
状況を含め、現在、原因を調査中。

東京都

平成29年8月15日
に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

170901-002 平成29年4月8日 平成29年9月1日 介護サービス 重傷1名

介護施設において、職員が被介護者をベッドから車
椅子へ移乗介助する際、車椅子のアームに被介護
者の腰が引っ掛かり、バランスを崩した被介護者が
職員と一緒に転倒し、左上腕部を骨折。

山形県

■地方公共団体等からの通知

別紙
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