
 

 

 

  

平成２４年７月２０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２４年７月９日から平成２４年７月１５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６０件、うち重大事故等として通知された事案は２３件でした。 

概要について、以下のとおり公表します。 

 

１. 通知件数 

関係行政機関より５２件（食品－２２件、製品－２９件、運輸－１件）、 

地方公共団体等より８件（食品－１件、製品－５件、役務－１件、 

その他－１件）、計６０件通知。 

 

２．重大事故等として通知された事案（２３件） 

（１）関係行政機関（１９件） 

●国土交通省に報告のあった製品事故情報（１件） 

●警察庁に報告のあった運輸事故情報（１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（１６件） 

 

（２）地方公共団体等（４件） 

●７月１０日通知 

娯楽サービスによる負傷事故情報（１件） 

   ●７月１２日通知 

    石鹸によるアレルギー事故情報（１件） 

   ●７月１３日通知 

    ベッドによる負傷事故情報（１件） 

    石鹸によるアレルギー事故情報（１件） 

 

*これらの事案については、被害拡大のおそれがあり得ると考えられること

から、通知のあった当該関係行政機関及び当該地方公共団体等に対して対

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。 
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３．特記事項 

（１）小麦加水分解物含有石鹸「茶のしずく石鹸」（株式会社悠香）について 

 

    当該製品については、「茶のしずく石鹸」（平成２２年１２月７日以前 

  に販売された小麦加水分解物を含む旧製品）を使った方が小麦アレルギー

となり、小麦含有食品（うどん、パン等）を食べて運動した際に、息苦しさ

やじんましんなどのアレルギー症状（運動誘発性アレルギー）を発症するな

どの事例が医療機関から報告されています。このため、同社は、平成２３年

５月２１日にホームページへ掲載するとともに、平成２３年５月２４日に新

聞社告を掲載し、旧製品の購入者に対して、旧製品を使わないようにお願い

するとともに、加水分解小麦末（水解小麦末）を含まない新商品との交換又

は返品を呼び掛けています。 

なお、消費者庁のホームページにおいて、当該製品について注意喚起を

含め情報提供を実施しています。 

 

（上記事業者による注意喚起） 

ホームページ：http://www.yuuka.co.jp/ 

（消費者庁による注意喚起） 

ホームページ：http://www.caa.go.jp/safety/index10.html 

 

（２）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。 

以下のホームページアドレスから、アクセスしてご利用ください。 

 

「消費者庁リコール情報サイト」ホームページアドレス 

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。 

 



 

 

 

 

 本件に関する問合せ先 

消費者庁消費者安全課 菊地、小熊、紋谷

TEL : 03(3507)9263 

FAX : 03(3507)9290 

 



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

F1120709-01 平成24年6月14日 平成24年7月9日 自動車運転代行業 死亡1名
当該自動車運転代行業者が利用者の自動車を代
行運転中、路外に逸脱、横転し、利用者1名が死
亡。

北海道

G1120709-02 平成24年7月5日 平成24年7月9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

G1120709-03 平成24年7月6日 平成24年7月9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

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

G1120709-05 平成24年6月21日 平成24年7月9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。

三重県

G1120709-12 平成24年7月7日 平成24年7月9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

G1120709-15 平成24年7月8日 平成24年7月9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



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

E3120710-01 平成24年5月26日 平成24年7月10日 原動機付自転車 重傷1名
当該原動機付自転車で走行中、左に車線変更をし
ようとした際、転倒し、右足骨折の重傷。現在、原因
を調査中。

大阪府

G1120710-02 平成24年7月8日 平成24年7月10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。

愛知県

G1120710-06 平成24年7月8日 平成24年7月10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。

山梨県

G1120711-01 平成24年4月25日 平成24年7月11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。

奈良県

G1120711-02 平成24年7月8日 平成24年7月11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。

栃木県

G1120711-07 平成24年7月9日 平成24年7月11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。

沖縄県

F1120712-01 平成24年7月10日 平成24年7月12日
エアコン（天井埋め込み
式）

火災
当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

青森県



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

G1120712-08 平成24年7月5日 平成24年7月12日 照明器具 火災
当該照明器具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

G1120712-16 平成24年6月29日 平成24年7月12日 ディスプレイモニター 火災
当該ディスプレイモニ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。

東京都

G1120712-17 平成24年6月28日 平成24年7月12日 電気湯沸器 火災
当該電気湯沸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。

東京都

G1120712-18 平成24年5月23日 平成24年7月12日 火災報知機 火災
当該火災報知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

G1120713-06 平成24年7月12日 平成24年7月13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。

愛知県

G1120713-09 平成24年7月8日 平成24年7月13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。

大阪府

※　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



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

120710-002 平成24年2月24日 平成24年7月10日
娯楽サービス（商業施設に
設置された遊具）

重傷1名（2歳）
複合遊具内の通路を仕切るネットを跨いだところ、
転倒し、右橈骨骨端線損傷の重傷。

栃木県

120712-001 平成22年 平成24年7月12日

石鹸
（茶のしずく石鹸（平成22
年12月7日以前に販売さ
れたもの）：株式会社悠
香）

重症1名

平成20年9月から平成23年5月まで当該石鹸を使用
しており、平成22年に目の腫れ、アナフィラキシーの
症状が出現。平成24年4月に医師より当該製品に由
来する小麦アレルギーと診断。

神奈川県
本文３．特記事項
に自主回収情報を
記載

120713-003 平成24年5月15日 平成24年7月13日 ベッド 重傷1名
当該ベッドで就寝中、当該ベッドの右側面の木枠が
壊れたため、ベッドから落ちて、頚部捻挫の重傷。

滋賀県

鹸

■地方公共団体等からの通知

別紙

120713-006 平成22年3月 平成24年7月13日

石鹸
（茶のしずく石鹸（平成22
年12月7日以前に販売さ
れたもの）：株式会社悠
香）

重症1名

4～5年前から当該石鹸を使用しており、平成22年3
月に鼻水、くしゃみ、涙が止まらない症状が出現。平
成24年5月に医師より当該製品に由来する小麦アレ
ルギーと診断。

愛媛県
本文３．特記事項
に自主回収情報を
記載


