事
務
連
絡
平成２０年７月４日
都道府県
各 指定都市
中 核 市

障害保健福祉担当課（室） 御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障 害 福 祉 課
精神・障害保健課
企画課自立支援振興室
障害者等における重大製品事故発生等に関する注意喚起のお願いについて

平素より、障害保健福祉行政の推進につきましては、格段の御高配を賜り厚く
御礼申し上げます。
福祉用具の利用に際して起こった重大製品事故については、繰り返し御連絡し
ているところですが、今般、経済産業省において、電動車いす（ハンドル形）に
係る重大製品事故発生等について、別添のとおり公表が行われました。
つきましては、障害者等の日常生活全般を支援する観点から、これらの福祉用
具が適切に使用され、事故等の発生を防止できるよう御理解、御協力いただくと
ともに、貴管内市町村、関係機関、関係団体及び利用者等に対しても、広く注意
喚起くださいますようお願いいたします。

（照会先）
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
企画課自立支援振興室社会参加支援係
電話

０３－５２５３－１１１１（内３００６）

FAX

０３－３５０３－１２３７

平成２０年７月１日
経
済
産
業
省
消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第３５条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事
故について、以下のとおり公表します。

１．ガス機器・石油機器に関する事故
該当案件なし

０件

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因が疑われる事故
８件
（うち木製香台１件、竹線香（お香）１件、電動車いす（ハンドル形）１件、
電気こんろ１件、電気冷蔵庫１件、エアコン（室外機）１件、
テレビ（ブラウン管型）１件、照明器具１件）
３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、
製品起因か否かが特定できていない事故
８件
（うち加湿器１件、電子レンジ１件、電気冷蔵庫２件、電気こんろ１件、
水槽用ヒーター１件、折りたたみ扉１件、エアコン（室外機）１件）
４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、
審議を予定している案件
１件
（うちガスこんろ（ＬＰガス用）１件）
※詳細は別紙のとおりです。
５．留意事項
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。
６．特記事項
(1)日立熱器具株式会社（現 日立アプライアンス㈱）製電気こんろ（一口）
（管理番号 A200800326）
※（タカラスタンダード㈱製ミニキッチンに組み込まれたもの）
①事故再発防止策について
昭和６３年１０月以前にミニキッチン等に組み込まれて販売された電気こんろに

ついては、体や荷物がつまみ（スイッチ操作部）に触れ、スイッチが入ってしまう
事故が多発していることから、各事業者においてつまみ（スイッチ部）の無償改修
を行っています。また、電気こんろメーカー及びキッチンユニットメーカー１３社
は、平成１９年６月２０日に「小形キッチンユニット用電気こんろ協議会」を設立
し、再発防止のため、１００％改修を目指した抜本的対策を、平成１９年７月３日
及び７月３１日に公表し、改修を加速することとしています。
また、同様のスイッチ構造を持つ「上面操作一口電気こんろ」及び「複数口電気
こんろ」についても、改修対象に加え、平成１９年８月１日に、新聞社告を掲載し、
改修を行っております。
※一口電気こんろ
改修対象台数 ５３０，４０１台（全社合計）
改修率
８２．９％（平成２０年５月３１日現在）
※上面操作一口電気こんろ
改修対象台数
６０，９６９台（全社合計）
改修率
２８．５％（平成２０年５月３１日現在）
※複数口電気こんろ
改修対象台数 １４７，７００台（全社合計）
改修率
３４．７％（平成２０年５月３１日現在）
②消費者への注意喚起
当該製品を含む電気こんろのつまみカバーのない製品においては、上記のように
火災事故が多発しています。当該電気こんろはつまみ部分にカバーがなく露出して
おり、体や荷物が触れてしまうと知らないうちに火災につながる恐れがあります。
消費者の皆様におかれましては、電気こんろの上や周辺に可燃物を置くことを避
けていただくとともに、電気こんろのつまみにカバーのない製品をお使いで、まだ
製造事業者等の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤル等に速やか
に御連絡ください。
また、製造事業者等が改修のためにダイレクトメールや直接訪問を行ったものの、
不在等の理由で改修が出来なかったケースもあり、そうしたケースからも火災事故
が複数件発生しております。製造事業者等が行う訪問改修に御協力くださいますよ
うお願いします。
（日立アプライアンス株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０−２５６−５５７
（タカラスタンダード株式会社の問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０−２００−８０５
（小形キッチンユニット用電気こんろ協議会の問い合わせ先）
電話番号：０３−３５５６−５９１５
フリーダイヤル：０１２０−３５５−９１５

(2)株式会社富士通ゼネラルが製造した電気冷蔵庫（管理番号 A200800329）
①事故再発防止策について
株式会社富士通ゼネラルが製造・販売した電気冷蔵庫において、食品汁等が電装
部へ流れ込むことにより、コネクタ部でトラッキングが生じ、火災に至った事故が
発生しました。このため、株式会社富士通ゼネラルでは、今後も同様の事故が発生
するおそれがあることから、平成１７年９月２日、平成１８年６月２日及び平成１
８年１１月７日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、対象製品について、
無償改修を実施することとしました。
改修対象台数
改修率

１９７，８９８台
３２．７％（平成２０年６月３０日現在）

②消費者への注意喚起
消費者の皆様におかれましては、対象製品を使用されている場合には、下記フリ
ーダイヤルに速やかに御連絡ください。
（株式会社富士通ゼネラルの問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０−６２３−６６７

(3)株式会社東芝製テレビ（ブラウン管型）（管理番号 A200800336）
①事故再発防止策について
電解コンデンサーの不具合により、劣化が起きると、電解コンデンサーの安全弁
が作動して内部の電解液が気化し、蒸気が漏れる場合があります。製造事業者であ
る株式会社東芝では、平成１６年１月２０日に新聞社告を掲載し、注意喚起を行う
とともに、対象製品について改修を実施しております。
改修対象台数
改修率

７，７７５台
５．５％（平成２０年５月３１日現在）

②消費者への注意喚起
消費者の皆様には、当該機器を含むリコール対象機器をお使いで、まだ製造事業
者の行う改修を受けておられない方は、下記フリーダイヤルに速やかに御連絡くだ
さい。
（株式会社東芝の問い合わせ先）
フリーダイヤル：０１２０−７０９−７００

(本発表資料のお問い合わせ先)
商務流通グループ製品安全課製品事故対策室
担当：鶴岡、服部、豊島
電話：03-3501-1707(直通)

■消費生活用製品の重大製品事故一覧

別

紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む）
該当案件なし
２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号

A200700990

事故発生日

平成20年2月7日

A200800153

平成20年2月7日

A200800325

平成20年6月17日

A200800326

A200800329

平成17年8月下旬

平成20年6月22日

報告受理日

製品名

平成20年2月18日 木製香台

平成20年5月9日 竹線香（お香）

平成20年6月26日

機種・型式

ネイチャートリッ
株式会社グローバル
プ イースタン
プロダクトプランニン
ボックス ブラウ
グ
ン

スティック イン 株式会社マリッサ
センス ジャズベ ワールド トレーディン
リー
グ

電動車いす（ハンド
ET-4DⅢ型
ル形）

平成20年6月26日 電気こんろ

平成20年6月26日 電気冷蔵庫

事業者名

スズキ株式会社

HT-1250（ﾀｶﾗｽﾀ
日立熱器具株式会社
ﾝﾀﾞｰﾄﾞ㈱製ﾐﾆｷｯ
（現 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ
ﾁﾝに組み込まれ
株式会社）
たもの）

ER-F43MA-G

株式会社富士通ゼネ
ラル

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

備考

火災

竹線香に点火し、香台にセットして使用してい
たところ、香台から出火していた。香台が焼損
し、置いていた棚などが焦げた。事故原因は、
当該製品に竹線香をセットして使用する際、香
台のフタを閉めたことにより、不良品の竹線香
から出た炎が香台のフタに燃え移ったものと
思われるが、香台の取扱説明書や表示には
使用時のフタの取り扱いについての記載が無
く、フタを閉めて他の竹線香を使用した場合で
もフタ裏が焦げることが確認されたことから、
表示の不備及び材料の選定が不適切であっ
たものと思われる。

大阪府

A200800153と同
一事故
平成20年2月22
日に製品起因か
否かが特定でき
ていない事故とし
て公表していた
もの

火災

竹線香に点火し、香台にセットして使用してい
たところ、香台から出火していた。香台が焼損
し、置いていた棚などが焦げた。事故原因は、
竹線香の香粉末の製造工程において材料撹
拌が不十分なため、香粉末を燃焼促進させる
硝酸カリウムの固まりが残る製造不良が一部
に発生していたと見られ、その竹線香に点火し
た際に硝酸カリウムの固まり部分から出火し、
竹軸と共に燃焼し炎があがったことから、香台
を延焼させたと思われる。

大阪府

A200700990と同
一事故
平成20年5月13
日に製品起因か
否かが特定でき
ていない事故とし
て公表していた
もの

火災

当該製品で走行中に、椅子の下部より異音が
して発火、全焼した。現在、原因を調査中。

茨城県

火災

当該製品の右脇に置いていた樹脂製まな板
が焼損する火災が発生し、周辺が汚損した。
事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつ
まみに触れてスイッチが入り、火災に至ったも
のと思われる。

埼玉県

事業者による
無償改修実施

火災

当該製品から出ている臭いと煙に気付き、扉
を開けたところ、庫内が燃えていた。事故原因
は、当該製品内にこぼれた食品汁等がコネク
ター部に流れ込み、端子間のスパークによりコ
ネクター部から発煙したと思われる。

滋賀県

平成17年9月2
日からリコール
実施

管理番号

A200800330

A200800336

A200800339

事故発生日

報告受理日

製品名

機種・型式

平成20年6月19日

平成20年6月26日 エアコン（室外機）

平成20年6月11日

テレビ（ブラウン管
29BS66
平成20年6月27日
型）

平成19年9月22日

平成20年6月27日 照明器具

SRC189JH

FA41006K

事業者名

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

三菱重工業株式会社

火災

エアコンを使用中に１階屋根上に設置してある
当該製品から出火しているのに気づいて消火
した。現在、原因を調査中。

鳥取県

火災

当該製品で視聴中に電源が切れ、後方から発
煙した。事故原因は、電解コンデンサーの不
具合により、安全弁が作動し、内部の電解液
が気化して蒸気が漏れたものと思われる。

神奈川県

火災

工場の天井に設置してあった当該製品から発
煙した。事故原因は、安定器内の巻線に短絡
痕があり、当該製品を長期使用したため劣化
し、その発熱により天井材の一部が損傷した
ものと思われる。

埼玉県

株式会社東芝

松下電工株式会社

備考

平成16年1月20
日からリコール
実施

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号

事故発生日

報告受理日

製品名

被害状況

事故内容

A200800327

平成20年6月25日

平成20年6月26日 加湿器

火災

店舗内で使用していた当該製品の電源を入れたまま帰宅
し、翌朝出勤すると室内が汚損しており、当該製品が焼損
して、自然鎮火していた。現在、原因を調査中。

東京都

A200800328

平成19年9月27日

平成20年6月26日 電子レンジ

火災

店舗内で使用していた当該製品庫内の炎を発見し、消火し
た。ターンテーブルが回らなくなっていたため、電力集中に
よる発火の可能性があるが、現在、原因を調査中。

新潟県

A200800331

平成20年6月17日

平成20年6月26日 電気冷蔵庫

火災

台所にあった当該製品と電子レンジおよび周囲の壁・天井
が焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

A200800332

平成20年6月22日

平成20年6月27日 電気こんろ

火災

家人が外出中に当該製品周辺に置いていた可燃物が焼損
した。現在、原因を調査中。

大阪府

A200800333

平成20年2月13日

平成20年6月27日 水槽用ヒーター

火災

水槽の水抜き作業中にその場を離れ戻ってきたところ、出
火していた。空焚きによる出火の可能性があるが、現在、
原因を調査中。

神奈川県

A200800334

平成20年6月19日

平成20年6月27日 電気冷蔵庫

火災

当該製品背面と側面部の壁が一部焼損する火災が発生し
た。現在、原因を調査中。

大阪府

A200800337

平成20年6月18日

平成20年6月27日 折りたたみ扉

重傷１名

当該製品を閉める際に、取っ手を持たずに框に手を掛けて
閉めたため、ヒンジ部に指が挟まり骨折した。現在、原因を
調査中。

東京都

A200800338

平成20年6月19日

平成20年6月27日 エアコン（室外機）

火災

当該製品及びその周辺が焼損する火災が発生した。出火
元も含め、現在、原因を調査中。

千葉県

事故発生都道府県

備考

A200701104と同
一事故

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件
管理番号

A200800335

事故発生日

平成20年6月16日

報告受理日

製品名

平成20年6月27日 ガスこんろ（ＬＰガス用）

被害状況

事故内容

事故発生都道府県

火災

台所の棚や壁を焦がした火災が発生した。調理油過熱防
止装置のついていない当該機器で天ぷらを調理中に鍋に
火を掛けたままその場を離れたため出火したものと思われ
る。

徳島県

備考

