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事故情報の集約・発信

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
品のうち、他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制の対象と
なっているもの（食品・医薬品・乗用車等）を除く製品。

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

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

報告書等の
公表

消費者相談窓口
国民生活センター
消費生活センター等

消費者安全法に基づく通知
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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※の通知（第12条第１項）（※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（重大事故等を除く。）の通知（第12条第２項）
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。）が発生した旨の情報を得た場合であっ
て、（略）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

国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念に
のっとり、消費者事故等に関する情報の開示、（略）その他の措置を講ずることにより、そ
の過程の透明性を確保するよう努めなければならない（第４条第３項）。

⇒原則として毎週木曜日に公表

消費者安全法に基づく重大事故等及び消費者事故等の通知・公表 3



消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告・公表 4

消費生活用製品安全法

○重大製品事故の報告（第35条第１項）

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ったときは、
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
ばならない旨を内閣府令で規定

注１ 消費生活用製品：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
れるもの（食品・医療品・自動車等）を除く。）。

注２ 重大製品事故： 死亡、30日以上の傷病、一酸化炭素中毒、火災等が生じた事故

〇定期公表（第36条第１項）
消費生活用製品安全法に基づき重大製品事故の報告を受けた場合において、重大な危害の

発生及び拡大を防止するために必要があると認めるときは、当該重大製品事故に係る情報を公
表することとしている。
⇒ 原則として毎週火曜日・金曜日に公表



事故情報データバンク 5

○平成21年度（2009年度）以降の製品、食
品、サービス等による事故情報を登録
⇒ 約29万件の事故情報を検索可能

○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、商品名も閲覧可能

○消費者庁と国民生活センターが連携して
運用

URL：https://www.jikojoho.caa.go.jp/

概要

○ 消費者庁に集約された事故情報を公表するデータベース
⇒ 報道関係者、研究者、地方公共団体、事業者、消費者等の様々な主体によっ
て、事故防止に活用される
⇒ 令和３年３月にシステム更新（セキュリティ強化、スマホ表示対応等）

事故情報データバンク

トップページ



集約した事故情報に基づく注意喚起等① 6

消費者に対し、事故のリスクを周知して、適切な対応を促すための報道発表（注意
喚起）を実施。

【事例１】ハンドルロック「一発二錠」に関する消費者安全法第38条に基づく注意喚起
（令和元年６月24日）○ ブリヂストンサイクル株式会社が製造

し、ブリヂストンサイクル株式会社及
びヤマハ発動機株式会社がそれぞれ販
売した、ハンドルロック「一発二錠※」
を搭載する自転車・電動アシスト自転
車において、ハンドルロックケースの
破損などが原因で誤作動し、ハンドル
操作ができなくなり転倒するなどの事
故が発生。
該当製品のハンドルロックのケースが
破損している場合は、すぐに自転車の
使用を中止するよう呼びかけ。
なお、ブリジストンサイクル株式会社
及びヤマハ発動機株式会社は当該製品
の無償点検及び改修を実施（令和元年
６月24日）。

※ ハンドルロック（前錠）と後輪錠(サークロック)を
組み合わせた錠前システムで、後輪錠（サークロッ
ク）の施錠・開錠と連動してハンドルロック（前錠）
も施錠・開錠する機構。



集約した事故情報に基づく注意喚起等② 7

【令和２年度①】

公表日 件名 概要

6月3日
刈払機（草刈機）による事故に注意しましょう！

－手指の切断、目の負傷などの事故が発生しています－

刈払機の使用中に、刈刃への接触や巻き込まれによる事故が発生し、手指の切断などの重大な事故が発生

していることから、事故件数の多い夏を前に、刈払機を使用する前に取扱説明書を読むこと、作業に適した服
装・装備で行うこと、作業前の各部の点検の実施等について呼び掛け。

6月24日 自転車に関する消費者事故等の傾向について
新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」では、自転車の利用についても推奨されており、今後の自

転車の利用機会の増加等の可能性を踏まえ、自転車に関する最近の消費者事故等の傾向を紹介するととも
に、乗車前の点検や自転車安全利用五則を守ることなどを呼び掛け。

7月1日 テイクアウト等を利用するときのポイント　－食中毒を防ぐために－
新型コロナウイルス感染症対策としての「新しい生活様式」の普及に伴い、テイクアウトやデリバリーを利用す

る機会が増えつつある中、気温・湿度が高くなり料理が傷みやすい時期を迎えることから、テイクアウト等を利
用して食事をする際に気を付けるポイントについて注意喚起。

7月8日
家の中の事故に気を付けましょう！

－令和２年度「子どもの事故防止週間」を７月20日から実施します－

緊急事態宣言等による外出自粛要請期間中に発生した、家の中での14歳以下の子どもの事故又はヒヤリ・

ハットについてアンケート調査を実施し、家の中の事故等の経験に付いてまとめるとともに、子どもの目線に立
ち、家の中の危険な場所・物をもう一度見直すこと等を呼び掛け。

8月7日
８月に多いスプレー缶によるやけどや皮膚障害に注意！

－使用時に吸い込んで呼吸困難になる事故や、廃棄処理時に引火する
事故が発生－

制汗剤、冷却スプレー、殺虫剤など、スプレー缶を使用する機会が多くなる夏には、スプレー缶による事故も

多く発生していることから、スプレー缶に関する事故情報を紹介し、使用時・保管時・廃棄時における注意点を
呼び掛け。

9月4日
窓やベランダからの子どもの転落事故に御注意ください！

－網戸に補助錠を付ける、ベランダに台になる物を置かないな
どの対策を－

子供が住居などの窓やベランダから転落する事故について分析した上で、子供の転落事故を防止するため、

「窓やベランダ周辺の環境づくり」、「子供の見守り・教育」の観点からポイントをまとめ注意喚起。

9月16日
介護ベッドと柵や手すりに首などが挟まれる事故について

－毎年死亡事故が発生しています－

高齢者が介護ベッドと柵や手すりに首が挟まって死亡する事故が毎年発生していることから、介護ベッドの利

用に当たって事故を防ぐために気を付けるべきポイントをまとめ注意喚起。

9月25日 毒キノコによる食中毒に注意！
野生のキノコを原因とする食中毒が毎年発生（特に９月～11月）しており、死者も出ていることから、キノコに

よる食中毒を防ぐために、「•知らないキノコは絶対に採らない、食べない、売らない、人にあげない」等を呼び
掛け。

10月8日
10月10日は「転倒予防の日」、高齢者の転倒事故に注意しましょう！

－転倒事故の約半数が住み慣れた自宅で発生しています－

高齢者とって、住み慣れた自宅であっても転倒事故のきっかけとなる危険性があることから、転倒事故予防

のために注意すべきポイントをまとめ注意喚起。



集約した事故情報に基づく注意喚起等③ 8

【令和２年度②】

公表日 件名 概要

11月13日
０～１歳児のベッドからの転落事故に御注意ください！

－頭部を負傷する事故に加え、窒息事故も報告されており、ベビーベッド
の安全基準が見直されています－

６歳以下の子供の大人用ベッドやベビーベッドからの転落による事故報告が、912件（平成27年１月～令和２

年９月末）があり、中でも０～１歳児が多くを占めていることから、ベビーベッドの使用に当たっての注意点の
ほか、転落事故防止のため０～１歳児はできるだけベビーベッドに寝かせることを呼び掛け。

11月19日
冬季に多発する高齢者の入浴中の事故に御注意ください！

－自宅の浴槽内での不慮の溺水事故が増えています－

高齢者 の「不慮の溺死及び溺水」は、近年は「交通事故」による死亡者数よりも多く、家庭や居住施設の浴

槽で事故が多く発生していることから、事故が起こりやすい季節を控え、安全に入浴するための「入浴前に脱
衣所や浴室を暖めること」「湯温は41 度以下、湯につかる時間は10 分までを目安に」などを呼び掛け。

11月26日
鏡やガラス玉で起こる「収れん火災」に注意！

－日差しが部屋の奥まで届く冬場に発生しています－

太陽光がレンズや鏡により反射又は屈折して１点に集まる「収れん現象」によって発生した火災に関する事故

情報が寄せられており、空気が乾燥し、太陽の高度が低くなり光が差し込みやすい冬場を前に、窓際に鏡や
ガラス玉等を置かないこと、外出時にカーテンを閉めて遮光することなどを呼び掛け。

12月9日
遊戯施設におけるトランポリンでの事故にご注意ください！

－骨折や、神経損傷等の重傷例も－（※）

トランポリンは、安全な遊び方を正しく理解していないと、落下や転倒、衝突により骨折や神経損傷等の重大

な事故につながることがあることから、トランポリンで遊ぶときは、遊戯施設の注意事項・禁止事項等を確認
し、いきなり高く跳ぶことや、宙返りなどの危険な技はやめ、１人ずつ使用することを呼び掛け。

12月16日
ゆたんぽを安全に正しく使用しましょう！

－ゆたんぽの破損・破裂等によりやけど事故が発生しています－

ゆたんぽによる事故は、12月から２月にかけて多く発生していることを踏まえ、ゆたんぽのタイプ別に注意点

が異なることから、取扱説明書や注意表示をよく読んで使用するともに、使用前の点検や長時間ゆたんぽに
身体を接触させないことなどを呼び掛け。

12月23日
年末年始、餅による窒息事故に御注意ください！

－加齢に伴い、噛む力や飲み込む力が衰えてきます。小さく切って、少量
ずつ食べましょう－

餅による窒息死亡事故の43%が、餅を食べる機会が多い１月（特に正月三が日）に起きていることや、高齢に

なると、噛む力や飲み込む力が弱くなることから、、餅による窒息事故防止を図るため、「高齢になるほど高ま
る窒息のリスク」や「餅の特性」を知ることを呼び掛け。

1月20日
食品による子どもの窒息・誤嚥事故に注意！

－気管支炎や肺炎を起こすおそれも、硬い豆やナッツ類等は５歳以下の
子どもには食べさせないで－

かみ砕く力や飲み込む力が十分ではない子供は、豆等が咽頭に入り込みやすくなり、窒息・誤嚥のリスクが

高くなることから、硬くかみ砕く必要のある豆やナッツ類などの食品を５歳以下の子供に食べさせることは危険
であること、ブドウなど球状の食品は四等分に切るなどして食べさせること等を注意喚起。

3月19日
乳幼児のたばこの誤飲に注意しましょう！

－加熱式たばこは紙巻たばこより誤飲しそうになった割合が高く、より注
意が必要です－

子供がたばこを誤飲する事故は、紙巻きだけではなく加熱式たばこでも発生しており、また、アンケート調査

から保護者がたばこを喫煙する家庭の約２割で乳幼児がたばこ等を口に入れた（入れそうになった）ことがあ
ることが明らかになったことを踏まえ、子供のたばこ等の誤飲を防ぐために注意すべき点を呼び掛け。

（※）　独立行政法人国民生活センターと連名で注意喚起を実施



注意喚起の報道例 9

【Impress Watch（令和２年３月26日）】

【NHK NEWS WEB（令和２年11月13日）】

〇テレビ・webニュース

除雪機の使用時の事故に注意しましょう！
（令和元年11月）

【NHK（令和２年１月17日）】



○ 関係機関や地方公共団体、事業者等が情報発信しているリコール（回収・無償修理等）情報を集約し、消費者に情報提供す
るため、平成24（2012）年４月より運用を開始（１か月当たりのアクサス数：約100万件）。

○ 関係機関には、国土交通省（自動車）、厚生労働省（医薬品、化粧品、食品衛生等）、経済産業省（家電製品、住居品等）、
消費者庁（食品表示）、医薬品医療機器総合機構【PMDA】（医薬品等）、製品評価技術基盤機構【NITE】（製品）などがある。

○ 事業者からの掲載依頼にも対応。

〇リコール情報検索
製品カテゴリー、あるいは
キーワードによるリコール情
報が検索可能

〇重要なお知らせ
重大製品事故（死亡、30日
以上の治療を要する傷病、
一酸化炭素中毒、火災等）
が発生しているリコール製品
のうち、最新のものから８件
表示

〇新規登録情報
新たに登録されたリコール
情報を表示

〇関連情報
リコール関連のニュースリ
リースや、製品安全に関する
相談先、海外のリコール情報
などを表示

消費者庁リコール情報サイト

〇対象別ページ
高齢者向け・子ども向け
用品（子ども向け用品及び食
品のアレルギー物質の表示
欠落に関する情報）に関す
るリコール情報を別途集約

〇リコールメールサービス
日々更新されるリコール情
報をメール配信
全体版のほか、
・高齢者向けリコール情報版
・子ども向けリコール情報版
を配信
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製造物責任法の立法時の考え方及び個々の条文に関連する裁判例を掲載。

○訴訟情報の収集・公表（平成27年4月公表、年１回更新）

○製造物責任法の逐条解説

消費者庁において把握した製造物責任(PL)法に関する訴訟情報を収集し、提訴
内容・争点・判決内容等を詳細に公表。

消費者庁ウェブサイトにおいて以下の資料を掲載。

訴訟 和解 合計

453件 105件 558件
（令和３年３月）

製造物責任法に関する情報提供 11

主として消費者及び個人事業主向けに製造物責任法の概要及びQ&Aを掲載。

○製造物責任法の概要及びQ&ANew!



認容額：総額約760万円

○諸事情（※）を総合考慮して、本件火災は、本件室外機を発火源として発生し
２階のリビング等に延焼して拡大したものと推認。

○本件室外機が２階ベランダに設置されてから本件火災が発生するまでの期
間が約２年にすぎないことや、通常と異なる方法により使用した形跡はないこ
と等から、通常有すべき安全性を欠いており、欠陥があったと認められる。

判決内容

○建物の２階ベランダに設置していたエアコン室外機の発火に起因する火災に
より損害を被ったとして損害賠償を求めた。

事案の概要

【訴訟事例１】エアコン室外機発火事件（東京高裁判決令和２年２月27日） 12

（※）本事案において考慮された主な事情
・本件建物の中で、本件室外機の周辺が焼毀の範囲が最も広範で、かつ、焼毀の程度も最も強く、

最も焼損が激しい部分であること。
・本件火災の発生初期の段階で、リビング内ではなくベランダで炎が立ち上がっていた様子が目

撃されており、加えて、リビング内の発火は消し止めることができる程度のものであったが、ベラ
ンダ側の火が手に負えない状態となっていたため消火を断念したこと。

・本件室外機については、物理的・工学的な観点からみて発火の可能性（配線の短絡が生ずるな
どして発火する可能性）があり得る状態にあったこと。



○本件アレルギー被害は、洗顔石鹼によって生じ得るアレルギー被害として社
会通念上許容される限度を超えるものであり、洗顔石鹸として通常有すべき
安全性を欠いていた。（※１）

○本件石鹸の原材料Aは、その「通常予見される使用形態」に沿って洗顔用石
鹸の原材料として使用された場合、本件アレルギーの発症という社会通念上
許容される限度を超えた被害を引き起こすものであり、通常有すべき安全性
を欠いていた。（※２）

○本件石鹸販売期間より前の時点で存在した各知見を総合すれば、本件石鹸
中の原材料Aにより本件アレルギー被害のような被害が惹起されることを認識
することができた（開発危険の抗弁の成立を否定）。

判決内容

○石鹸の使用によって、小麦依存性運動誘発性アレルギーにり患し、アレル
ギー症状を発症した者らが、小麦製品摂取の制限や摂取後の日常生活の制
限を受けることとなったなどとして損害賠償を求めた。

事案の概要

【訴訟事例２】小麦由来成分含有石鹸アレルギー事件
（福岡高裁判決令和２年６月25日）

13

（※１）欠陥判断において考慮された主な事情
(1)被害の内容及び程度、(2)本件石鹸の効用や社会的有用性、(3)注意表示及び成分表示、(4)
本件石鹸販売期間における代替設計の可能性、(5)社会通念

（※２）本件石鹸によるアレルギー被害に関する大阪地裁の判決でも原材料Aの欠陥を肯定。他方、同
京都地裁、東京地裁の判決では、原材料Aの欠陥の存在を否定している。

被害の程度により１人当たり200万円又は250万円の損害額を認定した上で、
和解金等を控除して賠償額を算出


