
 

 

 

  

平成２４年９月１３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９月３日から平成２４年９月９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５１件、うち重大事故等として通知された事案は３３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４１件（食品－１０件、製品－３０件、運輸－１件）、 

地方公共団体等より１０件（食品－２件、製品－６件、役務－２件） 

計５１件通知。 

 

 

２．重大事故等として通知された事案（３３件） 

（１）関係行政機関（２６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（２５件） 

 

（２）地方公共団体等（７件） 

●９月３日通知 

介護サービスによる負傷事故情報（１件） 

自転車による負傷事故情報（１件） 

   ●９月６日通知 

    住宅賃貸業務（賃貸マンション）による負傷事故情報（１件） 

    ガス給湯器による火災事故情報（１件） 

    メイク落としシートによる負症事故情報（１件） 

    踏み台による負傷事故情報（１件） 

   ●９月７日通知 

    折りたたみ椅子による負傷事故通知（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 

   なし。 

 

 

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

G1120903-02 平成24年8月31日 平成24年9月3日 普通乗用自動車 火災
当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

神奈川県

G1120903-05 平成24年8月25日 平成24年9月3日 普通乗用自動車 火災
当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

京都府

G1120904-03 平成24年8月1日 平成24年9月4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

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

G1120904-09 平成24年8月5日 平成24年9月4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。

茨城県

E3120905-01 平成24年9月4日 平成24年9月5日 運輸サービス（乗合バス） 火災
当該乗合バスが走行中、車体後部から出火し、当該
乗合バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査
中。

兵庫県

G1120905-07 平成24年8月22日 平成24年9月5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 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

G1120905-08 平成24年8月10日 平成24年9月5日

IH調理器
（HTW-4DA：株式会社日
立ホームテック（現　日立
アプライアンス株式会社））

火災
異音に気付き確認すると、当該IH調理器から発煙し
ており、当該製品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。

京都府

平成24年8月24日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1120906-01 平成24年8月29日 平成24年9月6日 普通乗用自動車 火災
当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損
する火災が発生。現在、原因を調査中。

長野県

G1120906-02 平成24年8月21日 平成24年9月6日 介護ベッド用手すり
死亡1名
（80歳代）

介護施設（東京都）で入居者（80歳代）が、ベッドの
ヘッドボード（頭側のついたて）と当該介護ベッド用
手すりとのすき間に首があった状態で発見され、死
亡が確認された。現在、原因を調査中。

東京都

事業者名：パラマ
ウントベッド株式会
社
機種・型式：KA-16
平成24年9月4日に
消費生活用製品の
重大製品事故とし
て公表済
当該事故は、製品
起因か否かが特定
できていないもの亡が確認された。現在、原因を調査中。 できていないもの
であるが、当該製
品の使用者・所有
者・管理者に向け
て事故の危険性を
周知するため事業
者名及び機種・型
式を公表するもの

G1120906-08 平成24年9月4日 平成24年9月6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。

岩手県

G1120906-09 平成24年8月7日 平成24年9月6日 原動機付自転車 火災
当該原動機付自転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。

千葉県



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

G1120906-10 平成24年9月 平成24年9月6日 電気給湯機 火災
当該電気給湯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。

福島県

G1120906-12 平成24年9月5日 平成24年9月6日 地上デジタルチューナー 火災
当該地上デジタルチューナ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。

愛知県

G1120906-13 平成24年7月15日 平成24年9月6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。

山形県

G1120906-14 平成24年8月10日 平成24年9月6日

電子レンジ
（DR-4215：ツインバード工
業株式会社(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。現在、原因を調査中。

東京都

平成24年8月17日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1120906-15 平成24年8月10日 平成24年9月6日

電子レンジ
（NE-SS23：松下電器産業
株式会社（現　パナソニッ
ク株式会社））

火災
当該電子レンジで調理中、異音とともに当該製品か
ら発煙し、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24年8月24日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1120906-16 平成24年8月13日 平成24年9月6日 電気掃除機 火災
当該電気掃除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

G1120906-17 平成24年8月21日 平成24年9月6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。

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

G1120906-18 平成24年9月2日 平成24年9月6日 電子レンジ 火災
当該電子レンジ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

G1120906-20 平成24年8月11日 平成24年9月6日

エアコン
（RAS-401JV：東芝ホーム
アプライアンス株式会社
（輸入事業者））

火災
当該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生した。
現在、原因を調査中。

兵庫県

平成24年8月28日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1120906-21 平成24年9月5日 平成24年9月6日 草刈機 火災
当該草刈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。

愛媛県

G1120906-23 平成24年8月14日 平成24年9月6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。

埼玉県

G1120907-03 平成24年8月19日 平成24年9月7日

コーヒーメーカー
（ACW-A080：タイガー魔
法瓶株式会社（輸入事業
者））

火災

当該コーヒーメーカーを使用後、当該製品から発煙
し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品
内部に水分が侵入した可能性を含め、現在、原因を
調査中。

兵庫県

平成24年9月7日に
消費生活用製品の
重大製品事故とし
て公表済

G1120907－04 平成24年9月6日 平成24年9月7日 灯油ボイラ 火災
当該灯油ボイラ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

G1120907-07 平成24年9月7日 平成24年9月7日
電気ストーブ（オイルヒー
ター）

火災
当該電気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。

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

G1120907-08 平成24年9月3日 平成24年9月7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。

山形県

※　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

120903-001 平成24年5月11日 平成24年9月3日 介護サービス
重傷１名
（80歳代）

当該介護サービスの利用者がヘルパーと散歩中、
バランスを崩して転倒し、右腕骨折の重傷。

大阪府

120903-003 平成24年8月2日 平成24年9月3日 自転車 重傷１名
当該自転車で走行中、前輪がロックし転倒、負傷し
た。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査
中。

大阪府

平成24年8月17日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

120906-005 平成24年8月12日 平成24年9月6日
住宅賃貸業務（賃貸マン
ション）

重傷１名
当該賃貸マンションに入居し、初めて浴槽に足を入
れたところ、底が抜けて、左足関節捻挫（外側靭帯
損傷）等の重傷。

東京都

■地方公共団体等からの通知

別紙

120906-006 平成24年8月3日 平成24年9月6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。

鹿児島県

120906-007 平成23年9月 平成24年9月6日 メイク落としシート 重症1名
当該メイク落としシートを使用したところ、接触性皮
膚炎の重症。

埼玉県

120906-008 平成24年6月21日 平成24年9月6日 踏み台 重傷１名
当該踏み台に上ったところ、天板の真ん中がへこん
だため、バランスを崩して落下し、胸椎圧迫骨折の
重傷。

神奈川県



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

120907-005 平成24年7月20日 平成24年9月7日 折りたたみ椅子 重傷1名
当該折りたたみ椅子に座っていたところ、座面が椅
子本体から外れて落ちたため、転倒し、左足関節打
撲、挫創の重傷。

東京都


