
 

 

 

  

令和４年６月９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、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 95件、うち重大事故等として通知された事案

は 27件でした。 

概要について、以下のとおり公表します。 

 

１. 消費者事故等として通知された事案（95件） 

（１）関係行政機関より 89件（食品－58件、製品－31件） 

 

（２）地方公共団体等より６件（製品－１件、役務－５件） 

 

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件 

 

 

２．重大事故等として通知された事案（27件） 

（１）関係行政機関（22件） 

●経済産業省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（21件） 

 

（２）地方公共団体等（５件） 

●製品による事故情報（１件） 

●役務による事故情報（４件） 

 

 

注：（１）及び（２）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、通知元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。 

 

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）（０件） 
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３．特記事項   

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。以下のウェブサイトにアクセスして御利用ください。 

「消費者庁リコール情報サイト」ウェブサイト 

ＰＣ・携帯  https://www.recall.caa.go.jp/ 

 

 

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項及び第 29 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知に関する問合せ 

消費者庁消費者安全課 三宅、石井 

TEL : 03(3507)9263    FAX : 03(3507)9290 

 

https://www.recall.caa.go.jp/


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

D2220530-01 令和4年4月8日 令和4年5月30日

ガスオーブンレンジ（都市
ガス用）
（G4-LUXE：クラリオン商事
株式会社（現 フォルシアク
ラリオン・エレクトロニクス
株式会社）（輸入事業者））

火災
当該ガスオーブンレンジ（都市ガス用）品を焼損する
火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

令和4年5月31日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1220530-01 令和3年9月13日 令和4年5月30日
石油ふろがま
（JPK-N3：株式会社長府製
作所）

火災

当該石油ふろがまのタイマーをセットしたところ、当
該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該
製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原
因を調査中。

福岡県

令和3年10月1日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1220530-02 令和4年3月26日 令和4年5月30日
バッテリー（リチウムイオ
ン、電動工具用）

火災
当該バッテリー（リチウムイオン、電動工具用） から
出火する火災が発生。

神奈川県  

G1220530-03 令和4年4月30日 令和4年5月30日
電動アシスト自転車
（PA26NXL：ヤマハ発動機
株式会社）

火災

異音とともに火災報知器が鳴動したため確認する
と、当該電動アシスト自転車のバッテリー及び周辺
を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査
中。

大阪府

令和4年5月31日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
令和4年4月5日か
らリコールを実施
（特記事項を参照）
回収率7.4％

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



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

G1220530-04 令和4年5月1日 令和4年5月30日 普通乗用自動車 火災 当該普通乗用自動車から出火する火災が発生。 福島県  

G1220530-05 令和4年5月5日 令和4年5月30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  

G1220530-06 令和4年5月15日 令和4年5月30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  

G1220530-08 令和4年5月19日 令和4年5月30日 特殊自動車 火災
当該特殊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。

山口県  

G1220530-13 令和4年5月27日 令和4年5月30日 ガストーチ 火災
当該ガストーチを焼損する火災が発生。発火源も含
め、現在、原因を調査中。

北海道  

G1220530-15 令和4年4月14日 令和4年5月30日 ＬＥＤランプ（環形） 火災
店舗で当該ＬＥＤランプ（環形）及び周辺を焼損する
火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の
要因かも含め、現在、原因を調査中。

大阪府

令和4年6月3日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済



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

G1220531-04 令和4年4月25日 令和4年5月31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  

G1220531-07 令和4年5月25日 令和4年5月31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  

G1220531-08 令和4年5月27日 令和4年5月31日 リチウム電池内蔵充電器 火災
当該リチウム電池内蔵充電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。

徳島県  

G1220531-10 令和4年5月28日 令和4年5月31日
携帯型電気冷蔵庫（充電
式）

火災
当該携帯型電気冷蔵庫（充電式）を焼損する火災が
発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

新潟県  

G1220601-04 令和4年5月 令和4年6月1日 電気炊飯器 火災
当該電気炊飯器を使用中、当該製品を焼損する火
災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要
因かも含め、現在、原因を調査中。

埼玉県

令和4年6月7日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1220601-06 令和4年5月31日 令和4年6月1日
バッテリー（リチウムイオ
ン、電気掃除機用）

火災
当該バッテリー（リチウムイオン、電気掃除機用）を
焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を
調査中。

静岡県  



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

G1220602-01 令和4年3月15日 令和4年6月2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。

福島県  

G1220602-02 令和4年5月5日 令和4年6月2日 エアコン（室外機） 火災
当該エアコン（室外機）及び周辺を焼損する火災が
発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも
含め、現在、原因を調査中。

京都府

令和4年6月3日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1220602-03 令和4年5月21日 令和4年6月2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。

長崎県  

G1220602-07 令和4年5月30日 令和4年6月2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。

千葉県  

G1220603-01 令和4年3月23日 令和4年6月3日 照明器具 火災
当該照明器具を使用中、当該製品を焼損する火災
が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因
かも含め、現在、原因を調査中。

新潟県

令和4年4月8日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1220603-03 令和4年5月1日 令和4年6月3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。

青森県  

※　管理番号：経済産業省（D）、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

220531-008 令和4年2月2日 令和4年5月31日 介護サービス 重傷1名（70歳代）

介護施設において、入浴介助中、職員が歩行介助
が必要な利用者のそばを離れた際に、当該利用者
が一人で脱衣場に移動し、転倒。左上腕骨骨折等
の重傷。

広島県  

220601-009 令和4年4月22日 令和4年6月1日 保育サービス 重傷1名（4歳）

保育施設の園庭において、棚の置き場所が不適切
であり、容易に当該棚に登ることができる状態で
あった中、幼児が当該棚に登り転落し、右上腕骨骨
折の重傷。

長野県

220602-002 令和4年3月24日 令和4年6月2日 保育サービス 重傷1名（3歳）

保育施設において、裾の長い服を着た幼児が遊具
に登って遊んでいたところ、服の裾で滑って転倒し、
右上腕骨骨折の重傷。職員は服装に危なさを感じ
ていたが着替えさせていなかった。

山梨県

220602-005 令和4年4月26日 令和4年6月2日 電動立ち乗り二輪車 火災

当該電動立ち乗り二輪車を充電中、当該製品及び
周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因
するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

宮城県

令和4年6月3日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

220603-004 令和4年4月5日 令和4年6月3日 保育サービス 重傷1名（5歳）
保育施設の園庭において、片付け忘れて置かれた
ままの遊具に、幼児が気付かずに衝突し、転倒。左
上腕骨骨折の重傷。

静岡県

■地方公共団体等からの通知

別紙


