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消費者

消 費 者 庁（事故情報を一元的に集約）

消費者の生命・身体に係る事故発生

事故情報の登録
※消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に
供される製品をいう。（他の法律の規定によって危害の発生
及び拡大を防止することができると認められる事故として
政令で定めるもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く。）

事故情報の集約から情報発信までの流れ

事故情報の相談・通報等

重大製品
事故の報告

（消費生活用製品※）

事業者
医療機関ネット
ワーク参画機関

事故情報データ
バンク参画機関

事故情報
の提供

事故情報
の提供

消費生活用製品安全法
に基づく報告

個別法によらない任意の情報提供

消費者事故等の通知

PIO-NET情報
（全国消費生活情報

ネットワーク・システム）

関係省庁・地方公共団体等
消費者相談窓口
国民生活センター
消費生活センター

消費者安全法に基づく通知

事故情報の発信

・定期公表
・事故情報データバンク

注意喚起情報の発信

会員企業

マスメディア 地方公共団体
事業者団体

周知依頼 周知依頼記者発表
SNS

子供安全
メール



消費者安全法（消費者事故等の発生に関する情報の通知）

○重大事故等（死亡、３０日以上の傷病、一酸化炭素中毒、 火災等）

行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、
重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に
対し、その旨及び当該重大事故等の概要を通知しなければならない。

○消費者事故等

行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、
消費者事故等（重大事故等を除く。）が発生、被害が拡大し、又は同種若
しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内
閣総理大臣に対し、当該消費者事故等が発生した旨及び当該消費者事
故等の概要を通知するものとする。

＜定期公表＞
○消費者安全法に基づいて消費者庁に通知される消費者事故等に関する

情報については、消費者事故等の発生及び被害拡大の防止を旨として、

その開示に努めなければならない（同法第3条第1項、第4条第3項）。

⇒原則として毎週木曜日に公表（記者公表、ホームページ掲載）

消費者安全法に基づく消費者事故等の通知・定期公表



事故情報データバンクの概要

○消費者庁に一元化された事故情報について、「事故情報データバンク」として整理・公表
○事故情報データバンクは、地方公共団体、報道関係者、研究者、消費者等の様々な主体
によって、事故防止に活用されることを期待

○平成21年度以降の日常の身の
回りの製品、食品、サービスなど
による事故等が約２２万件登録さ
れており、関心のある分野の事故
情報を検索できる。

○掲載内容は、事故発生日、発生
場所、事故状況等の事故の概要。

○当該事故が製品等に起因して
いることが判明している場合は、
事業者名、商品名が閲覧できる。

○平成29年度の年間アクセス数
は約20万件。

トップページ

事故情報データバンク



個別テーマの注意喚起記者公表

＜下記の方針で記者公表＊１＞
・14歳以下の子どもの事故防止
・死亡件数が多い事故に着目
・死亡に至らないものの発生頻度が高いか、
季節的な発生傾向がある事故

・関係府省庁や地方公共団体等との
広報連携 等
＊１ 平成29年度は、７回公表

子どもを事故から守る！
ツイッター、子ども安全メール

＜下記のテーマで発信＊２＞
・注意喚起記者公表連動
・季節的な発生傾向がある事故
・発生頻度が高い事故
・関係府省庁の取組 等

＊２ 平成29年度は、ツイッター117回、
メール62回発信

子どもを事故から守る！
事故防止ハンドブック

＜追加増刷を行い活用＊３＞
＊３ 平成29年度は、約11万部を

地方公共団体中心に配布

メディア報道、関係府省庁、
地方公共団体等による周知

地方公共団体等での
活用・配布
・幼稚園や保育園での配布
・育児相談時の活用 等

子どもの保護者、教育・保育関係者等

関係府省庁、
地方公共団体等の
ツイッターリツイート

子どもの事故防止に関する消費者庁の取組
～平成30年度の取組～



「６歳以下の未就学児に予期せず起こりやすい事故とその予防法、対処法のポイントをまとめたもの」

Ａ５サイズ カラー16ページ。田中哲郎氏（医学博士 東京工科大学客員教授）監修

・消費者庁ホームページからのPDFデータ出力や、地方公共団体中心に冊子版を配布し活用。

・平成30年度も事故防止の啓発に活用予定。

・消費者庁ウェブサイトにPDFデータ掲載。
・全国の地方公共団体を中心に、延べ約120団体
から、冊子要望を受付。
冊子約11万部を発送済み（平成30年３月時点）

＜地方公共団体での使用例＞
・地域内の保育園、幼稚園での配布
・子育て関連の催しでの配布
・消費者センター等での窓口設置
・育児相談時の活用

子どもの事故防止に関する消費者庁の取組
～子どもを事故から守る！事故防止ハンドブックの活用～

消費者生活センター窓口での設置（神戸市）子育てサークルの講座での配布（長岡市） 小児救急医療講座での配布（世田谷区）



＜子どもを事故から守る！ツイッター＞

子どもの事故防止に関する消費者庁の取組
～SNSやメール、キャラクターを活用した消費者への直接的な啓発活動～

＜子ども安全メール＞

開始時期：平成29年４月

テーマ：「子どもの事故防止に役立つ情報の発信」

対 象：０～14歳の子どもの保護者等

開始時期：平成22年９月

配信日：毎週木曜日

テーマ：「子どもの思わぬ事故を防ぐための注意点や豆知識の発信」

対 象：０～６歳の子どもの保護者等

子どもを事故から守る！ツイッターの例

子ども安全メールの例

＜子どもを事故から守る！プロジェクト

シンボルキャラクター アブナイカモ＞

・プロジェクトのテーマソング

（おしえてねアブナイカモ）と動画を

消費者庁HPや政府広報テレビで配信

・各地の子育てイベント等へ参加



参考：「母子健康手帳（任意記載事項様式）」での
子どもを事故から守る！ツイッター、子ども安全メールの周知について

平成30年４月１日以降に交付される 「母子健康手帳 （任意記載事項様式 ）」の事故の予防のページを

一部改訂し、「子どもを事故から守る！ツイッター」、「子ども安全メール」の紹介とQRコード等を掲載

・就寝時の窒息事故防止：
新生児は、硬めの布団等を使い、仰向けに寝かせることを追記

・ベッドからの転落事故防止：
大人用ではなく、出来るだけベビーベッドで寝かせることを追記

・やけど事故防止：
電気ケトルの熱湯への注意を追記

・「子どもを事故から守る！ツイッター」、「子ども安全メール」の
紹介、QRコード等を掲載

※平成30年４月１日以降に交付する母子健康手帳の任意記載事項様式については、平成29年12月22日に、厚生労働省子ども家庭局母子保健課長名で
都道府県、保健所設置市、特別区の母子保健主管部（局）長宛に通知が発出されています。

「子どもの安全、携帯しよう！」

「子ども安全メール」「子どもを事故から

守る！ツイッター」について紹介する

消費者庁作成のリーフレット。

消費者庁HPからダウンロードできます。

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/pdf/child_170426_0001.pdf



１．５月上旬 記者公表（詳細内容を公表）予定
２．関係府省庁のウェブサイトやSNSでの発信

※消費者庁 子どもを事故から守る！ツイッター等で、テーマに関する情報発信
３．消費者庁から地方公共団体への周知協力依頼（印刷・配布するポスターの活用を含む）
４．関係府省庁から関係団体への周知協力依頼

期間：平成30年５月21日（月）～27日（日） ※「子どもの事故防止週間」は、平成29年５月創設

実施主体：子供の事故防止に関する関係府省庁連絡会議
（内閣府、警察庁、消費者庁、総務省消防庁、文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁 事務局：消費者庁）

テーマ ： 外出時の子どもの事故防止
＜水の事故（海、川、湖沼池、プール等での溺水など）＞

＜子どもを乗せた幼児用座席付自転車の事故（転倒など）＞

子どもの保護者、教育・保育関係者等

地方公共団体での周知・啓発

各メディアでの報道

関係団体での周知・啓発

子どもの事故防止に関する国の取組
～平成30年度「子どもの事故防止週間」実施イメージ～



消費者庁リコール情報サイト

消
費
者

事
業
者

国土交通省

厚生労働省

経済産業省

農林水産省

総務省消防庁

消費者庁

製品評価技術
基盤機構

医薬品医療機器
総合機構

リ
コ
ー
ル

情
報
集
約

国土交通省・・・車両
厚生労働省・・・医薬品、化粧品、医療機器、

食品
経済産業省・・・住居品、光熱水品、建物・設備、

家電製品、文具・娯楽品、被服品、
乗り物（自転車・ベビーカー等）

農林水産省・・・食品、園芸品
消費者庁 ・・・食品、被服品 等

Twitter

サイトへの直接報告

◆関係省庁等が情報発信しているリコール情報を一元的に収集し、消費者に情報提供するため、
平成24年４月より運用を開始。

◆消費者の特性のうち年齢層に着目して、「高齢者向け」や「 「子ども向け」のメルマガ配信サービスも提供。



消費者庁リコール情報サイト（特集ページのイメージ）



重大製品事故等の公表でのリコール情報（特記事項）

特記事項



当庁と共催の場合 当庁と共催でない場合

講 師
講師への旅費及び諸謝金を、当庁の内規に従い
一部又は全部負担（当庁の職員の派遣も可能）

外部講師紹介
（当庁職員の派遣も可能）

会場借料
一部（又は全部）の負担が可能
（イベント開催及び出展に係る費用を除く）

－

その他

・意見交換会開催に係る運営マニュアル等の提供
・テーマが「食品中の放射性物質」の場合には、
「食品と放射能Ｑ＆Ａ」の配布等

・テーマが「健康食品」の場合には、「健康食品
Ｑ＆Ａ」の配布等

・意見交換会開催に係る運営マニュアル等の
提供

・テーマが「食品中の放射性物質」の場合に
は「食品と放射能Ｑ＆Ａ」の提供等

・テーマが「健康食品」の場合には、「健康食品
Ｑ＆Ａ」の提供等

○ 平成30年度における消費者庁の主な協力・支援内容

親子参加型イベント

※平成30年度は、これまでの消費者を対象としたものに加えて、自治体や事業者の職員等、消費者に対して正確な情報を発信する必要
がある者に対する研修会等も支援いたします。

工場見学を組入れた学習会形
式：民間事業者との連携開催車座形式：属性を統一せず開催（地域住民）

食品安全に関するリスクコミュニケーション

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　地方公共団体等が積極的にリスクコミュニケーションに取り組むことを支援するため、引き続き、消費者庁職員の派遣、有識者の紹介、会場借料等の協力支援を行うことに加え、新たに、消費者庁がこれまでに実施・支援してきた意見交換会等のテーマ一覧、運営マニュアル等を提供。＜都道府県へのお願い１＞○　食品に関するリスクコミュニケーションの実施について、講演をお願いする有識者への謝金、当庁職員の派遣、会場借料の分担等、開催経費等について応分の協力は可能である。協力内容には、金銭的な支援に加え、当庁が有するノウハウをまとめたマニュアルの提供も含まれる。リスクコミュニケーションの実施を検討される際には、ご相談いただきたい。



○消費者庁が平成29年度に共催・支援を行った意見交換会等（例）

開催日 共催自治体、団体 開催テーマ
開催形式

（協力内容）
参加者数

平成29年６月29日（火）～
平成29年12月７日（木）

大津市
大津市リスクコミニュケーター
育成講座

教室形式
（長官名で終了証発行等）

36名

平成29年８月７日（月）
一般社団法人日本食品安全協
会

保健機能食品制度の現状につ
いて

教室形式
（講師紹介）

83名

平成29年９月29日（金） 全国大学生活協同組合連合会
工場見学と食品に関するリスク
コミュニケーションを体験

教室形式
（講師紹介、職員派遣）

16名

平成29年10月12日（木）
福岡県、公益社団法人福岡県食
品衛生協会

食品の安全・安心に対する理
解と関心

シンポジウム形式
（講師紹介、職員派遣）

200名

平成29年11月14日（火） 岐阜県、岐阜市 健康食品の安全性・有効性
シンポジウム形式
（講師紹介）

128名

平成29年12月12日（火） ＮＡＣＳ西日本支部
食品安全について～工場見学
と講演会

工場見学・小人数形式
（講師紹介、職員派遣）

25名

平成29年12月13日(水） 葛飾区 食品中の放射性物質
教室形式
（講師紹介）

46名

平成30年２月13日（火）
習志野市、
習志野市消費生活研究会

食品添加物
教室形式
（講師紹介、職員派遣）

47名

平成30年３月10日（土） 日本科学未来館 食品中の放射性物質
シンポジウム形式
（旅費負担）

―

食品安全に関するリスクコミュニケーション



・ 放射性物質、放射線、放射能の基礎知識
・ 食品中の放射性物質の基準値
・ モニタリング検査の概要、検査結果の動向
・ 食卓への影響の実態

・ 基準値設定の根拠
・ 生産現場における低減対策
・ 検査体制の充実
・ 市場に流通している食品の安全性
・ 汚染水漏洩問題による水産物等への影響

■ 説明の重点

■ 消費者の主な関心事項

■ 分かりやすい情報提供のためのツール

解説冊子
「食品と放射能Q&A」
23年5月～改訂第11版
約17万部（約1千カ所）
※福島県内には基金を活用し
全戸配布（約70万部）

解説冊子
「食品と放射能Q&Aミニ」
27年3月～改訂第3版「食品と放射
能Ｑ＆Ａ」を踏まえ、最新の情報を
盛込み分かりやすい内容としたパ
ンフレットを新たに配布
平成30年度に、新たに英語訳版、
中国語訳版、韓国語訳版を作成、
公表予定

◎必要部数をご連絡頂ければ冊子を送付します！

提供可能な冊子（食品中の放射性物質）

◎希望者に無償提供。
◎Q&Aは英語版を含めwebサイトに掲載。約234万件のアクセス



・健康食品の基礎知識
・健康食品と医薬品の違い
・健康食品の使用上の注意

・健康の増進
・体調の維持、病気の予防
・健康食品の効果

■ 説明の重点

■ 消費者の主な関心事項

■ 分かりやすい情報提供のためのツール

◎必要部数をご連絡頂ければ冊子を送付します！

解説冊子
「健康食品Q&A」
Ｑ＆Ａ形式で、健康食
品を利用する際に注意
するポイントをまとめた
パンフレットを配布

解説冊子
「健康食品５つの
問題」
大事な点をコンパクト
にまとめ、携帯性を高
めたリーフレットを配布

「健康食品Ｑ＆Ａ」より

「健康食品５つの問題」より

提供可能な冊子（健康食品）

◎希望者に無償提供。



食品安全に関する注意喚起の例

○有毒植物の誤食に関する注意喚起
（平成28年４月、平成29年4月、平成30年4月）

○ハチミツによる乳児ボツリヌス症に関する注喚起
（平成29年３月、４月）

【プレスリリース】 【消費者庁ツイッター】 【子供安全メール】 【消費者庁ツイッター】

○鳥インフルエンザに関する注意喚起
（平成30年1月）

【事務連絡】 【消費者庁ツイッター】

○フグの切り身パックに関する注意喚起
（平成30年1月）

【厚生労働省ツィッターリツィート】【プレスリリース】
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