
消費者安全に関する取組について

平成31年４月25日（木）

消費者庁消費者安全課



事故情報の集約から情報発信までの流れ

１
消費者

消費者庁（事故情報を一元的に集約し、分析）→

消費者の生命・身体に係る事故発生

※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

消費者安全法に基づく通知

事故情報のWeb掲載等
・定期公表
・事故情報データバンク

注意喚起情報の公表等

マスメディア 地方公共団体 事業者団体/
会員企業

周知依頼
対応要請
周知依頼等記者発表

SNS

子ども安全メール閲覧

消費者安全調査委員会
(生命身体事故等の原因を調査)

調査の申出

事故等原因
調査報告書
等の公表

消費者相談窓口
国民生活センター
消費生活センター
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２

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

消費生活用製品安全法（消費生活用製品の重大製品事故の報告）

○消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消
費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活
用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸
入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。

（重大製品事故に当たると事業者が認識した日を起算日として１０日以内に報告しなければならない
旨を府令で規定）

注：重大製品事故（死亡、３０日以上の傷病、一酸化炭素中毒、火災等）

消費者庁における事故情報の収集の規定



消費者安全法に基づく行政処分等の権限

各省庁

消費者

消費者庁

事業者

処分・指導等
（個別法）

注意喚起
（38条）

措置要求（39条）

すき間事案の措置
（40条～42条）

権限 実績

注意喚起（38条）
消費者の注意喚起のために情報を公表

３件

措置要求（39条）
被害の防止を図るために実施し得る他の法律に基
づく措置を実施するよう関係大臣に要求

実績
なし

勧告・命令（40条）
すき間事案で、重大事故等の場合に、事業者に必要
な措置をとるよう勧告。
それに正当な理由なく従わない場合に命令。

実績
なし

譲渡等禁止・制限、回収命令（41・42条）
すき間事案で、重大事故等の場合に、急迫した危険
があるときに、事業者に商品の譲渡等を禁止・制限。
それに違反したときは商品の回収等を命令。

実績
なし

【消費者安全法に基づく注意喚起の主な実績】
○次亜塩素酸ナトリウムを含むとの表示がある「ウイ
ルスプロテクター」について（使用中止及び自主回収
のお知らせ）（平成25年２月22日付けで公表）

○カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事
故が発生！－原因不明の不調が約４か月続き、そ
の後、全身麻酔で摘出－（平成31年２月15日付けで
公表）

※実績件数については、平成31年３月末時点。 ３



消費者安全法に基づいて、行政機関から消費者
庁に通知される消費者事故等に関する情報
⇒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）

事故情報の公表（消費者安全法に基づく事故情報）

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

D2190225-01 平成31年2月24日 平成31年2月25日 ソフトコード 火災

一般集合住宅において、ガスファンヒーター及び床の一部

を焼損するガス漏えい火災事故が発生した。原因は、ガ
ス機器に接続する当該ソフトコードから何らかの要因によ
りガスが漏えいし、引火したものと推定されるが、現在詳
細を調査中。

愛知県

平成31年2月25日に

経済産業省産業保
安グループにて公表
済

G1190225-03 平成31年2月19日 平成31年2月25日 石油ストーブ（開放式） 火災
当該石油ストーブ(開放式)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

G1190225-07 平成31年2月6日 平成31年2月25日 石油ストーブ（開放式） 火災
当該石油ストーブ(開放式)を焼損する火災が発生。発火

源も含め、現在、原因を調査中。
三重県

G1190225-09 平成31年2月20日 平成31年2月25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

G1190225-13 平成31年2月23日 平成31年2月25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。
福岡県

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

４



事故情報の公表（消費生活用製品安全法に基づく事故情報）

消費生活用製品安全法に基づき、事業者から消
費者庁に報告される重大製品事故の情報
⇒原則として毎週火曜日と金曜日に公表
（記者公表、ホームページ掲載）

当該商品のイメージ図等を掲載

５
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• 平成21年度以降の情報

• 日常の身の回りの製品、食品、
サービスなどによる事故等

• 事故発生日、発生場所、事故
状況等の事故の概要

• 登録件数約24万件（H31.3.31現
在）

• 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、商品名が閲覧可能

• 平成30年度の年間アクセス数
は約26万件。 (運用開始当初
の22年度は7万3千件）

(注)事故情報データバンク内の

情報は、消費者事故等に該
当するか否かを確認・調査
中の情報を含んでいる。

事故情報データバンク
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○消費生活において生命又は身体に被害を生ずる事故に遭い医療機関を利用した

被害者から、消費者からの苦情にはなりにくい消費者の不注意や誤った使い方も

含めて事故の情報を幅広く収集。

○省庁横断的な取組が必要な事故や、いわゆるすき間事案に係る事故、被害の拡

大が懸念される事故等をいち早く抽出し、 注意喚起の実施など再発防止に活用。

社会に広く情報発信
事故の再発・拡大防止

消費者
（危険性の認識）

研究機関・専門家等
（事故原因の究明）

事業者
（製品の改良）

医療機関ネットワーク事業とは

患者さんから
事故の情報を収集

全国24病院
（平成31年３月現在）

消費者庁
国民生活センター



事故の再発・拡大防止のために（消費者への注意喚起①）

消費者に対して、事故のリスクを周知し、適切な対応を促すための
注意喚起（報道発表）を実施。平成30年度は年間13件の注意喚起
（報道発表）を公表。テレビ・新聞での報道等を通じて、注意喚起効
果をあげている。

【事例２ 】カプセル入りスポンジ玩具に関する注意喚起 （平成31年２月）

○ 当該玩具が４歳女児の腟に入り、原因が特定されるまでに約４か月を要した重大事故
が発生した。また、当該玩具は誤嚥・窒息のおそれがあることから、以下の点等につい
て注意を呼びかけ。
・大人の目の届くところで遊ぶ
・子どもの手の届かないところでの保管
・口、鼻又は耳に入れないように注意
・体内に入った時には、早期に医療機関の受診

【事例１】電池の発熱、液漏れ、破裂に関する注意喚起（平成30年７月）

○ アルカリ乾電池、ボタン電池などの使い切りの電池について、漏れた液による化学熱傷
などの情報が寄せられており、使い方を誤ると使用している機器も傷め
るおそれがあることから、以下の点等について注意を呼びかけ。
・装填時：電池の向きを正しく装填。異なる銘柄や新旧を混合しない
・装填後：機器使用後スイッチを切り、長期使用しない場合は外す
・その他：漏れた液に触れた場合はすぐに大量水で洗い流す など

カプセル

（溶ける前）

スポンジ

（膨らんだ後）

（独）国民生活センターによる再現テスト

８
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事故の再発・拡大防止のために（消費者への注意喚起②）

消費者により安全な製品を紹介する。

【事例３】ブラインド等のひもによる事故の注意喚起（平成28年６月）

○子どもの首がひもに絡まる心配がない下記のような製品を使用する。
・ひも部分がない、又はひもがあってもループがない若しくは小さい製品
・一定の重さが掛かると、ひものつなぎ目部分が外れる
「セーフティジョイント」などの安全器具を備えた製品

【事例４】０歳児の就寝時の窒息死に関する注意喚起（平成28年10月）

○PSCマークの表示があるベビーベッドを使用する。
○子ども用の軽い掛け布団を使用する。
○子ども用の硬めの敷き布団やマットレス、枕を使用する。

ベビーベッド 固めのマットレスＰＳＣマーク

【事例５】炊飯器や電気ケトル等による、乳幼児のやけど事故に関する注意喚起
（平成29年12月）

○蒸気が出ない、炊飯中にふたが開かない等の機能のある炊飯器を使用する。
○転倒時に湯こぼれしにくい構造となっている電気ケトルや電気ポットを使用する。

（Ｓマークの付いた製品など）
○製品を使用する場所に乳幼児が立ち入らないよう、ベビーゲートを使用する。

Ｓマーク

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475131094/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5tZXRpLmdvLmpwL3BvbGljeS9jb25zdW1lci9zZWlhbi9zaG91YW4vY29udGVudHMvaW1hZ2UwMDQuZ2lm/RS=%5EADBVX7FqmUUmre7vOVZUnWRVErJHtU-;_ylt=A2RCK_BWZetXqQsAqQ.U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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事故の再発・拡大防止のために（事業者等への要請等）

事業者や施設の管理者による安全対策の推進

○ 業界団体に対し、研修の実施等安全対策の強化を依頼
（エア遊具等遊戯施設での事故）

○ 施設の管理者に対し、安全対策の推進を依頼
（エア遊具等遊戯施設での事故、機械式立体駐車場における事故）

・エア遊具の運営受託事業者を選定する際に、当該事業者が「安全運営10ヶ条」
の遵守等の安全対策を実施できるかを確認することや、実際に安全対策が実施
されているか、実地調査等により定期的に確認することが重要であることを周知

・マンション等の機械式立体駐車場の管理組合や利用者に向けてまとめた
「管理者向け自己チェックシート」の周知

○ 業界団体に対し、事故防止に向けた安全対策の推進に取り組むよう要請
（家具の転倒等による子どもの事故・自動ドアによる挟まれ事故）



平成３０年度に実施した注意喚起・情報提供

実施時期 件名

5月9日
海、川、湖沼池、プール等での「水の事故」に気を付けましょう－平成30年度「子ども
の事故防止週間を5月21日から実施します－

5月9日
子どもを乗せた「幼児用座席付自転車の事故」（転倒など）に気を付けましょう－平成
30年度「子どもの事故防止週間を5月21日から実施します－

5月31日
刈払機（草刈機）の使用中の事故にご注意ください ！

7月20日 電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう!－災害用の懐中電灯やラジオの点検を

9月12日
御注意ください！日常生活での高齢者の転倒・転落！－みんなで知ろう、防ごう、高
齢者の事故 ①

10月26日 電動シャッター動作時の事故に注意！

11月14日
インターネット通販で購入した製品の事故に注意 －事故や健康被害が起きるかも！
購入前に連絡先や返品条件を確認していますか？－

11月21日
冬季に多発する入浴中の事故に御注意ください！－11月26日は「いい風呂」の日－
みんなで知ろう、防ごう、高齢者の事故 ②

12月5日
除雪機の作動時には細心の注意を！ －デッドマンクラッチ（安全装置）の無効化によ
る事故が発生！－

12月26日
御注意ください、高齢者の窒息事故！－お正月の餅の窒息に注意－みんなで知ろう、
防ごう、高齢者の事故③

1月28日
住宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故に注意！－太陽電池モ
ジュールの設置形態等によって火災リスクが異なります！－

2月15日
カプセル入りスポンジ玩具が幼児の体内に入る事故が発生！－原因不明の不調が
約４か月続き、その後、全身麻酔で摘出－

3月27日 LED照明の正しい利用について 11
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○消費者庁では、平成25年１月から消費者庁Twitter、平成28年４月からFacebookの
サービスを開始。

○子どもの事故防止を目的に、平成22年９月から「子ども安全メール」の配信開始。
また、平成29年4月から「子どもを事故から守る！ Twitter」発信開始。
平成31年３月末時点で、
・消費者庁Twitter フォロワー数：約25万 ・Facebook ユーザー数：約1,600
・子ども安全メール登録者数：約2.3万人
・子どもを事故から守る！ Twitter フォロワー数：約6,000人

＜消費者庁Twitterの活用事例＞ ＜Facebookの活用事例＞

消費者や事業者等に広く周知するために（SNS、メールマガジン等）
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＜子ども安全メール＞ ＜子どもTwitter＞

「子どもの事故防止ハンドブック」

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。

消費者庁HPからのダウンロードが可能。

※地方公共団体へは、冊子版も配布。

14歳以下の子どもの保護者等を対象に

子どもの事故防止に役立つ情報を適宜発信

０～６歳の未就学児保護者等を対象に、

子どもの思わぬ事故を防ぐための注意点や

豆知識を、原則毎週木曜日に発信

消費者や事業者等に広く周知するために（SNS、メールマガジン等）
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消費者や事業者等に広く周知するために（SNS、メールマガジン等）

＜首相官邸LINEの活用イメージ＞

○発信内容やタイミング等により、首相官邸LINEでも発信

○登録者数 約393万人（平成31年３月末現在）



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

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
運用を開始した。

○同サイトでは、メール配信サービスを行っている。高齢者向け用品のリコール情報のみを送る「高齢者向け」メール、
子ども向け用品及びアレルギー関連製品のリコール情報のみを送る「子ども向け」メールもある。

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

リニューアル（平成31年３月末）

携帯端末でも見やすいレイアウト、
リコール商品の検索機能を充実。

https://www.recall.caa.go.jp/
15
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リスク評価 リスク管理・機能的に分担
・相互に情報交換食べても安全かどうか

調べて、決める
食べても安全なように

ルールを決めて、監視する

食品安全委員会 厚生労働省、農林水産省
消費者庁、環境省等

関係省庁及び地方公共団体等との
連絡調整、企画・運営等

消費者庁

リスク評価やリスク管理の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、
事業者、研究者、その他の関係者の間で、相互に情報の共有や意見の交換を行うこと。

食品安全行政の仕組み
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２ このうち、食品中の放射性物質に関しては、風評被害の防止を目的とした「消費者理解増進
チーム」の取組の一環として、取組みを強化している。

食品安全基本法第２１条第１項に基づく基本的事項に定義される、「リスクコミュニケーションの事務の調整」という
観点から、消費者庁では、以下のテーマ等に関するリスクコミュニケーションを実施しています。

「消費者理解増進チーム」
森大臣（消費者及び食品安全担当）が大臣就任時に安倍総理から受けた総理指示に基づき、平成２５年１月から庁内に、
審議官をチームリーダとする「消費者理解増進チーム」が設置されている。

（構成員：審議官、消費者政策課長、消費者安全課長、消費者教育・地方協力課長ほか）

１ 放射能／健康食品 /食品安全全般 等

消費者庁が行うリスクコミュニケーション

主なテーマ 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
30年度

2月末時点
テーマ別合計

食品中の放射性物質 45 175 99 99 100 100 108 131 857

牛海綿状脳症（BSE） － 2 2 － － 2 － － 6

健康食品 3 － 3 2 2 2 5 8 25

輸入食品 － 3 － － － 1 － － 4

農薬 － － － 1 2 － － － 3

食中毒 － － － － 4 － － － 4

食品添加物 1 1 1 3

食品安全全般等 － － － － 3 3 21 25 52

年度別合計 48 180 104 102 111 109 135 165 954
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消費者庁が行うリスクコミュニケーションの支援概要

対象者 ：地方公共団体や消費者団体、事業者等※

対象事業：（１）食品安全に関する情報提供・意見交換会

（２）食品安全に関する職員等の研修会

（３）工場見学等の機会を活用した情報提供・意見交換会

（４）消費者に食品安全を説明する者の養成研修 等

支援内容

当庁と共催の場合 当庁と共催でない場合

講師 講師の紹介と旅費及び謝金の負担が
可能（当庁職員の派遣も可）

講師の紹介

（当庁職員の派遣も可）

会場 借料の一部（又は全部）の負担が可能
－

その他 ・参考となる運営マニュアル
・「食品と放射能Q&A」、「健康食品Q&A」の配布

・効果的リスコミの取組紹介、プランニングのアドバイス※※ 等

消費者庁では、地方公共団体や消費者団体、事業者が行うリスクコミュニケーションの支援を行っています。支援
を希望する地方公共団体がありましたら、消費者安全課食品安全班にご連絡下さい。
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食品安全に関する情報提供のためのツール

わかりやすい情報提供のために、ツールを作成しています。希望者には無償にて配布しています。

解説冊子
「食品と放射能
Q&A」
23年5月～改訂第12版
約21万冊（約1千カ所）
※福島県内には基金
を活用し全戸配布（約
70万冊）

解説冊子
「食品と放射能
Q&Aミニ」
27年3月～改訂第4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
内容とした簡略版

■ 放射性物質に関して

■ 健康食品に関して

解説冊子
「食品と放射能Q&A
ミニ」外国語版
改訂第4版「食品と放射能
Ｑ＆Ａ」を中国語、英語、韓
国語でも配布

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

■ 食品安全に関する総合情報サイト

平成29年６月、消費者庁ＨＰに「食品安全に関する総合情報サイト」開設。



風評被害に関する消費者意識の実態調査（第12回）

放射性物質を意識し産地を気にする人が、購入をためらう産地

福島県産食品の購入をためらう人は、今回の調査では12.5%と過去最少。

第4回（平成26年8月）調査以降の減少傾向が継続し、他地域でも同様の傾向。

福島県産

（今回）

％

※ 全回答者（5,176人）のうち、産地を気にする人が放射性物質を理由に購入をためらう産地として選択した産地の割合

放射性物質をテーマとした食品安全に関するインターネット意識調査

福島県産の食品を購入している理由

福島県産の食品を購入している理由は多い順に、

⑤ 福島県や福島県の生産者を応援したいから 約40％ （全体の約８%）

⑪ 安全性を理解しているから 約35％ （全体の約７%）

① おいしいから 約35％ （全体の約７%）
回答者数1,389人（全体の19.7％）

図表②
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①おいしいから

②昔から購入していたから

③値段が安いから

④よく見掛けるから

⑤福島県や福島県の生産者を応援したいから

⑥基準値を超えない食品を生産するように取り組んでい
るから

⑦放射性物質の検査がされているから

⑧検査結果が問題ないから

⑨基準値を超えたものは出荷制限されているから

⑩放射性物質を気にしていないから

⑪安全性を理解しているから

⑫産地を気にしていないから

⑬なんとなく

⑭その他

消費者の食品安全に対する意識等実態調査の実施

被災県産食品等に関する消費者意識等について、調査を実施しています。2018年度は、２つの調査を実施し、共
に2019年３月公表しました。これらの調査結果は、誰に対して、どのようなメッセージをどのように伝えたらいいかと
いったリスクコミュニケーションの手法について検討するための資料となります。

■ 調査２/放射性物質をテーマとした
食品安全に関するインターネット調査

■ 調査１/風評被害に関する
消費者意識の実態調査

調査概要 調査概要

・平成31年２月実施（平成25年2月から年2回（今年度から年１回）
継続的に実施

・インターネット調査（対象者は被災県、被災県産農産物主要仕
向け先の、20～60代男女 5176人）

・平成31年１月実施

・インターネット調査（対象者は全国４７都道府県、20～60代男
女 7050人）

主な調査結果 主な調査結果

20
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食品安全に関する注意喚起の例

○有毒植物の誤食（平成28年４月、平成29年4月） ○ハチミツによる乳児ボツリヌス症 （平成29年３月）

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

○豚コレラの発生 （平成30年９月）

【庁ウェブサイトの掲載】 【消費者庁ツイッター】

○毒キノコの誤食 （平成30年1月）

【毒キノコを準備した長官積極発言】
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