
 

 

 

  

平成 30年２月８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１月 29日から平成 30年２月４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 76件、うち重大事故等として通知された事案は 49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（76件） 

（１）関係行政機関より 69件（食品－９件、製品－52件、運輸－５件、役務

－３件） 

 

（２）地方公共団体等より６件（食品－１件、製品－３件、役務－２件） 

 

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より１件 

    

 

２．重大事故等として通知された事案（49件） 

（１）関係行政機関（46件） 

●経済産業省に報告のあった製品事故情報（２件） 

●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（４件） 

●総務省消防庁に報告のあった製品事故情報（39件） 

  ●海上保安庁に報告のあった役務事故情報（１件） 

 

（２）地方公共団体等（３件）   

  ●製品による事故情報（１件） 

  ●役務による事故情報（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） 

   

 

 
News Release  



 

 

 

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 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 道上 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

E3180129-01 平成30年1月28日 平成30年1月29日 運輸サービス（タクシー） 死亡1名
当該タクシーが、降車した乗客が当該タクシーの前
で倒れていたことに気付かずに発車して当該乗客を
ひき、病院に搬送され、翌日死亡。

茨城県

G1180129-02 平成29年12月11日 平成30年1月29日 エアコン 火災
当該エアコンを使用中、建物1棟を全焼、1棟を類焼
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。

佐賀県

平成30年2月2日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180129-03 平成30年1月2日 平成30年1月29日
ガスこんろ（都市ガス用）
（IC-80BE7-R：株式会社パ
ロマ）

火災
当該ガスこんろ（都市ガス用）及び周辺を焼損する
火災が発生した。事故発生時の状況を含め、現在、
原因を調査中。

兵庫県

平成30年1月12日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180129-07 平成30年1月25日 平成30年1月29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

G1180129-09 平成30年1月25日 平成30年1月29日

電気ストーブ（カーボンヒー
ター）
（NC-WT900：株式会社山
善（輸入事業者））

火災
当該電気ストーブ（カーボンヒーター）を使用中、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、
原因を調査中。

静岡県

平成30年2月2日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成18年2月6日
からリコールを実
施（本文３.特記事
項を参照）

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

G1180129-10 平成29年11月9日 平成30年1月29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。

宮城県

D2180130-01 平成30年1月29日 平成30年1月30日
ガスストーブ
（リンナイ株式会社：R-
652PMS）

火災
重傷1名
軽傷1名

一般住宅において、家具、窓ガラス等を損壊し需要
家が重傷等を負うガス漏えい爆発火災事故が発生
した。原因は、ガスストーブと接続具の接続が何ら
かの原因で緩み、そこから漏えいしたガスが室内に
滞留し、何らかの原因で引火、爆発したものと推定
されるが、現在、詳細を調査中。

神奈川県

平成30年1月31日
に経済産業省産業
保安グループにて
公表済

G1180130-05 平成30年1月28日 平成30年1月30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。

鹿児島県

E3180131-01 平成30年1月31日 平成30年1月31日 運輸サービス（乗合バス）
重傷1名（90歳代）
軽傷2名（70歳代）

乗合バスが運行中、バス前方に飛び出してきた自
転車乗りとの衝突を回避するため急ブレーキを掛け
たところ、立っていた複数名の乗客が転倒し、1名が
重傷、2名が軽傷。

神奈川県

E3180131-02 平成30年1月22日 平成30年1月31日 運輸サービス（貸切バス） 重傷1名（80歳代）
貸切バスが運行中、信号停止のためブレーキを掛
けたところ、立っていた乗客が転倒し、腰椎圧迫骨
折の重傷。

静岡県

G1180131-01 平成29年11月18日 平成30年1月31日

屋外式ガス給湯暖房機
（LPガス用）
（GHX-100：株式会社ノーリ
ツ）

火災
異臭がしたため確認すると、当該屋外式ガス給湯
暖房機（LPガス用）を焼損する火災が発生してい
た。現在、原因を調査中。

熊本県

平成30年1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

備考

G1180131-06 平成29年5月21日 平成30年1月31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

G1180131-07 平成29年5月24日 平成30年1月31日 ワインセラー 火災
当該ワインセラーから出火し、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

G1180131-08 平成29年6月2日 平成30年1月31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

G1180131-09 平成29年6月10日 平成30年1月31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

G1180131-10 平成29年6月18日 平成30年1月31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

G1180131-11 平成29年6月19日 平成30年1月31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

G1180131-12 平成29年6月23日 平成30年1月31日

電気洗濯乾燥機
（WD-S85KP：LG電子ジャ
パン株式会社（現 LG
Electronics Japan株式会
社）（輸入事業者））

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7月7日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180131-13 平成29年7月4日 平成30年1月31日
照明器具
（EPT3000：東芝ライテック
株式会社）

火災
当該照明器具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7月7日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180131-15 平成29年7月10日 平成30年1月31日 バッテリー（ラジコン用） 火災
当該バッテリー（ラジコン用）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

G1180131-16 平成29年7月11日 平成30年1月31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

G1180131-18 平成29年7月12日 平成30年1月31日 電気炊飯器 火災
当該電気炊飯器を使用中、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。

東京都

平成29年8月1日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180131-19 平成29年7月15日 平成30年1月31日

ポータブルブルーレイプ
レーヤー
（GH-PBD10AT-BK：株式
会社グリーンハウス（輸入
事業者））

火災
当該ポータブルブルーレイプレーヤーを充電中、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8月25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

G1180131-21 平成29年7月20日 平成30年1月31日

電子レンジ
（IM-575：株式会社千石
（岩谷産業株式会社ブラン
ド）（輸入事業者））

火災

当該電子レンジを使用中、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
のドアの開閉を検知するスイッチの製造不良によ
り、接点部でスパークが発生し、火災に至ったもの
と考えられる。

東京都

平成29年8月8日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成15年9月2日
からリコールを実
施（本文３.特記事
項を参照）

G1180131-23 平成29年7月24日 平成30年1月31日
デスクトップパソコン
（PU100S：エプソンダイレク
ト株式会社）

火災

当該デスクトップパソコンを使用中、当該製品の内
部部品を焼損する火災が発生した。
事故の原因は、現在、調査中であるが、当該製品
のハードディスクドライブ用電源コネクターの絶縁性
能の劣化により、異臭・発煙に至ったものと考えら
れる。

東京都

平成29年8月8日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成27年6月29日
からリコールを実
施（本文３.特記事
項を参照）

G1180131-24 平成29年7月25日 平成30年1月31日
携帯電話機（スマートフォ
ン）

火災
当該携帯電話機（スマートフォン）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

G1180131-25 平成29年7月28日 平成30年1月31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

G1180131-29 平成29年8月15日 平成30年1月31日

電気洗濯乾燥機
（WD-60D：日立アプライア
ンス株式会社（輸入事業
者））

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9月8日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180131-30 平成29年8月16日 平成30年1月31日

電気式浴室換気乾燥暖房
機
（BS-131SH4：マックス株式
会社（輸入事業者））

火災
当該電気式浴室換気乾燥暖房機を使用中、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8月29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

G1180131-31 平成29年8月22日 平成30年1月31日 エアコン 火災
当該エアコンから出火し、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

G1180131-32 平成29年8月25日 平成30年1月31日 温水洗浄便座 火災
事業所で当該温水洗浄便座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9月12日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180131-35 平成29年8月31日 平成30年1月31日 電気冷蔵庫 火災
当該電気冷蔵庫から出火し、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

G1180131-36 平成29年8月31日 平成30年1月31日
温水式浴室換気乾燥暖房
機

火災
当該温水式浴室換気乾燥暖房機及び周辺を焼損
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。

東京都

平成29年9月15日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180131-37 平成29年9月1日 平成30年1月31日
パワーコンディショナ（太陽
光発電システム用）

火災

異音がしたため確認すると、当該パワーコンディショ
ナ（太陽光発電システム用）を焼損する火災が発生
していた。当該製品の施工状況を含め、現在、原因
を調査中。

東京都

平成29年9月15日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1180131-38 平成29年9月4日 平成30年1月31日

ノートパソコン
（dynabook satellite
B351/W2MC：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アダプターのプラグ部及び
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9月12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

G1180131-41 平成29年9月15日 平成30年1月31日 電気洗濯機 火災
当該電気洗濯機及び周辺を焼損する火災が発生し
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。

東京都

平成29年10月20
日に消費生活用製
品の重大製品事
故として公表済

G1180131-44 平成30年1月15日 平成30年1月31日 液晶テレビ 火災
当該液晶テレビを焼損する火災が発生。発火源も
含め、現在、原因を調査中。

静岡県

G1180201-01 平成30年1月27日 平成30年2月1日 食器洗い乾燥機 火災
当該食器洗い乾燥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。

埼玉県

G1180201-02 平成30年1月27日 平成30年2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。

佐賀県

G1180201-03 平成30年1月28日 平成30年2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。

福岡県

G1180201-05 平成29年12月18日 平成30年2月1日

電気ストーブ（カーボンヒー
ター）
（YA-C945SR(WH)：ユアサ
プライムス株式会社（輸入
事業者））

火災
当該電気ストーブ（カーボンヒーター）を使用中、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、
原因を調査中。

宮崎県

平成29年12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28年3月19日
からリコールを実
施（本文３.特記事
項を参照）



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

D2180202-01 平成30年1月24日 平成30年2月2日
CF式ふろがま
（HB-202：株式会社日立ハ
ウステック）

一酸化炭素中毒
軽症2名

一般住宅で2名が軽症を負う一酸化炭素中毒事故
が発生した。原因は、ふろがまが不完全燃焼し、発
生した一酸化炭素が何らかの原因で室内に滞留し
て一酸化炭素中毒となったものと思われるが、現
在、詳細を調査中。

新潟県

平成30年2月2日に
経済産業省産業
保安グループにて
公表済

E3180202-01 平成30年2月1日 平成30年2月2日 運輸サービス（タクシー） 重傷1名
タクシーが運行中、雪のわだちを乗り越える際に大
きく車体がバウンドしたため、乗客がシートから飛ば
されて床に落ち、重傷。

山形県

G1180202-03 平成30年1月27日 平成30年2月2日 石油ストーブ 火災
当該石油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。

大阪府

G1180202-06 平成30年1月29日 平成30年2月2日 エアコン（室外機） 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。

兵庫県

J1180202-01 平成30年1月14日 平成30年2月2日
ダイビングライセンス取得
講習

死亡1名

インストラクター1名及び受講者1名にて、水深約6m
の海底でマスククリアの講習中、受講者が海水を誤
嚥し、インストラクターが受講者と共に浮上したが、
受講者の意識が無く、搬送先の病院で死亡が確認
された。

静岡県

※　管理番号：経済産業省（D）、国土交通省（E）、総務省消防庁（G）、海上保安庁（J）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

180130-007 平成29年12月7日 平成30年1月30日 保育サービス 重傷1名（4歳）

保育施設において、職員が幼児を着替えさせてい
たところ、職員が立ち上がった拍子に保育室入口の
壁に掛けてある消火器に当たり、当該消火器が落
下して幼児の左足甲に当たり、骨折。

鹿児島県

180131-002
平成29年12月（初
発）

平成30年1月31日 介護サービス
死亡1名
（発症3名）

介護施設において、レジオネラ菌に汚染された加湿
器を利用した入所者3名がレジオネラ症を発症し、う
ち1名が死亡。

大分県

180131-005 平成29年11月11日 平成30年1月31日 食器洗い乾燥機 火災
当該食器洗い乾燥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。

東京都

■地方公共団体等からの通知

別紙
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