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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 241 件、うち重大事故等として通知された事

案は 72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（241件） 

（１）関係行政機関より 227件（食品－145件、製品－72件、運輸－２件、役

務－４件、施設－４件） 

 

（２）地方公共団体等より 14件（製品－４件、役務－10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（72件） 

（１）関係行政機関（61件） 

●文部科学省に報告のあった施設事故情報（１件） 

●経済産業省に報告のあった製品事故情報（１件） 

●国土交通省に報告のあった運輸事故情報（２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（54件） 

●総務省消防庁に報告のあった役務事故情報（２件） 

 

（２）地方公共団体等（11件） 

●製品による事故情報（３件） 

●役務による事故情報（８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

D2221219-01 令和4年12月13日 令和4年12月19日
屋外式（ＲＦ式）ガス瞬間湯
沸器（都市ガス用）

火災
当該屋外式（ＲＦ式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）
及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を
調査中。

東京都  

G1221219-02 令和4年10月15日 令和4年12月19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。

高知県  

G1221219-03 令和4年10月31日 令和4年12月19日
石油給湯機付ふろがま
（UKB-3300TXＡ(MS)：株式
会社コロナ）

火災
当該石油給湯機付ふろがま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。

新潟県

令和4年11月22日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1221219-05 令和4年11月23日 令和4年12月19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。

兵庫県  

G1221219-07 令和4年12月5日 令和4年12月19日
石油ストーブ（密閉式）
(FF-VT42P：株式会社コロ
ナ)

火災
当該石油ストーブ（密閉式）を使用中、当該製品及
び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調
査中。

青森県

令和5年1月6日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済
平成21年9月1日
からリコールを実
施（特記事項を参
照）
改修率：38.9％

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

G1221219-10 令和4年12月15日 令和4年12月19日 ノートパソコン 火災
当該ノートパソコンを充電中、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。

大阪府

令和4年12月27日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1221219-12 令和4年12月18日 令和4年12月19日 電気カーペット 火災
当該電気カーペット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  

E3221220-01 令和4年12月19日 令和4年12月20日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名（80歳代）
当該乗合バスが運行中、バス停で停車しようとブ
レーキをかけたところ、その揺動により、立っていた
乗客が転倒し、左大たい骨転子部骨折の重傷。

東京都  

G1221220-01 令和4年11月10日 令和4年12月20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  

G1221220-04 令和4年12月10日 令和4年12月20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。

三重県  

G1221220-11 令和4年12月17日 令和4年12月20日
石油ストーブ（開放式）
（SX-1860：株式会社コロ
ナ）

火災
当該石油ストーブ（開放式）を使用中、建物2棟を全
焼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。

北海道

令和5年1月11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

G1221220-12 令和4年12月19日 令和4年12月20日 電気式床暖房 火災

当該電気式床暖房を使用中、火災警報器が鳴動し
たため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生していた。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。

神奈川県

令和5年1月6日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G2221220-01 令和4年12月20日 令和4年12月20日 介護サービス 重傷1名（90歳代）

介護事業所の訪問介護において、職員がベッドから
車椅子への移乗の際に、利用者の右下肢がベッド
の柵に入り込んだまま移動させたところ、鈍い音が
して右大たい部に膨脹が見られた。救急搬送された
が、大たい骨骨幹部骨折（疑い）の重傷。

滋賀県  

G1221221-02 令和4年11月14日 令和4年12月21日 原動機付自転車 火災 当該原動機付自転車から出火する火災が発生。 神奈川県  

G1221221-04 令和4年12月19日 令和4年12月21日 スピーカー（充電式） 火災

当該スピーカー（充電式）を充電中、当該製品を溶
融し、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。

神奈川県

令和5年1月11日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1221221-05 令和4年12月20日 令和4年12月21日 自動二輪車 火災
当該自動二輪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。

埼玉県  

G1221222-02 令和4年11月7日 令和4年12月22日 軽自動車 火災 当該軽自動車から出火する火災が発生。 三重県  



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

G1221222-06 令和4年12月8日 令和4年12月22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。 沖縄県  

G1221222-07 令和4年12月9日 令和4年12月22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  

G1221222-08 令和4年12月12日 令和4年12月22日 電気炊飯器 火災
当該電気炊飯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。

茨城県  

F1221223-01 令和4年12月17日 令和4年12月23日 エアコン
火災
死亡1名（70歳代）
軽傷1名（70歳代）

当該エアコン及び建物を全焼する火災が発生し、1
名が死亡、1名が軽傷を負った。現在、原因を調査
中。

兵庫県  

G1221223-01 令和4年11月1日 令和4年12月23日 照明器具（投光器） 火災 当該照明器具（投光器）から出火する火災が発生。 埼玉県  

G1221223-03 令和4年11月26日 令和4年12月23日 LEDモジュール 火災 当該LEDモジュールから出火する火災が発生。 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

G1221223-05 令和4年12月10日 令和4年12月23日 ガスこんろ（ＬＰガス用） 火災
当該ガスこんろ（ＬＰガス用）を焼損する火災が発
生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県  

G1221223-07 令和4年12月20日 令和4年12月23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。

千葉県  

G1221223-08 令和4年12月7日 令和4年12月23日 電気フライヤー 火災
当該電気フライヤー及び周辺を焼損する火災が発
生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を
調査中。

大阪府

令和4年12月27日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1221226-01 令和4年5月2日 令和4年12月26日
イヤホン（コードレス式、マ
イク付、リチウムポリマー
バッテリー内蔵）

火災
当該イヤホン（コードレス式、マイク付、リチウムポリ
マーバッテリー内蔵）から出火する火災が発生。

東京都  

G1221226-02 令和4年5月20日 令和4年12月26日 マッサージ器 火災 当該マッサージ器から出火する火災が発生。 東京都  

G1221226-03 令和4年5月29日 令和4年12月26日 温水洗浄便座 火災
当該温水洗浄便座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。

東京都

令和4年6月10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

G1221226-05 令和4年8月20日 令和4年12月26日
電気式床暖房システム用コ
ントローラ

火災
当該電気式床暖房システム用コントローラから出火
する火災が発生。

東京都  

G1221226-08 令和4年9月5日 令和4年12月26日 アンプ 火災 当該アンプから出火する火災が発生。 東京都  

G1221226-10 令和4年9月7日 令和4年12月26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）か
ら出火する火災が発生。

東京都  

G1221226-13 令和4年9月9日 令和4年12月26日

電動アシスト自転車
（PA20BXLR：ヤマハ発動
機株式会社（輸入事業
者））

火災
当該電動アシスト自転車を焼損し、周辺を汚損する
火災が発生した。現在、原因を調査中。

東京都

令和4年9月27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：23.8％

G1221226-14 令和4年9月10日 令和4年12月26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充電中、当該製品
を焼損し、周辺を汚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。

東京都

令和4年11月11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

G1221226-16 令和4年9月17日 令和4年12月26日
電動アシスト自転車
（A6DC37：ブリヂストンサイ
クル株式会社）

火災
軽傷4名

当該電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、異
音がしたため確認すると、当該製品のバッテリー及
び周辺を焼損する火災が発生し、4名が軽傷を負っ
た。現在、原因を調査中。

東京都

令和4年9月30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：23.8％

G1221226-21 令和4年12月7日 令和4年12月26日
バッテリー（リチウムポリ
マー、玩具用）

火災
当該バッテリー（リチウムポリマー、玩具用）を焼損
する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査
中。

大分県  

G1221226-24 令和4年12月15日 令和4年12月26日
バッテリー（リチウムイオ
ン、高圧洗浄機用）

火災

当該バッテリー（リチウムイオン、高圧洗浄機用）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。

徳島県

令和4年12月23日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1221226-27 令和4年12月17日 令和4年12月26日 自動二輪車 火災
当該自動二輪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  

G2221226-03 令和4年9月29日 令和4年12月26日 調理窯
一酸化炭素中毒の疑
い
軽症1名

飲食店において、当該調理窯に火を付け、その蓋を
開放した状態で換気扇が停止したため、店舗内に
一酸化炭素が充満し、当該店舗の上階の住民が救
急搬送され、一酸化炭素中毒の疑い。

東京都  

A2221227-03 令和4年2月6日 令和4年12月27日 公共施設（体育館） 重傷1名
体育館において、バレーボールの試合中に床に滑
り込んだ際に、剥離した床材の一部が左太ももに刺
さり、16針を縫合。

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

G1221227-01 令和4年7月4日 令和4年12月27日 電気掃除機 火災 当該電気掃除機から出火する火災が発生。 神奈川県  

G1221227-02 令和4年8月8日 令和4年12月27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。 神奈川県  

G1221227-08 令和4年12月16日 令和4年12月27日 電気シェーバー 火災
当該電気シェーバ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。

岐阜県  

G1221227-09 令和4年12月17日 令和4年12月27日 ガス衣類乾燥機 火災
当該ガス衣類乾燥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。

神奈川県  

G1221227-13 令和4年12月18日 令和4年12月27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。

北海道  

G1221227-16 令和4年12月24日 令和4年12月27日
パワーコンディショナ（太陽
光発電システム用）

火災
当該パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）
から発煙する火災が発生した。当該製品の設置状
況を含め、現在、原因を調査中。

新潟県

令和5年1月6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

G1221228-04 令和4年12月12日 令和4年12月28日 電気カーペット 火災
当該電気カーペット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。

岡山県

令和4年12月27日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1221228-08 令和4年12月21日 令和4年12月28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。

山口県  

G1221228-09 令和4年12月24日 令和4年12月28日 電気ケトル 火災
当該電気ケトル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  

G1221228-10 令和4年12月27日 令和4年12月28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。

北海道  

G1230104-01 令和4年8月25日 令和5年1月4日

電気洗濯機
（AW-503G：株式会社東芝
（現 東芝ライフスタイル株
式会社）（輸入事業者））

火災
当該電気洗濯機を使用中、火災警報器が鳴動した
ため確認すると、当該製品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。

茨城県

令和4年9月13日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230104-05 令和4年12月17日 令和5年1月4日 リチウム電池内蔵充電器 火災

事務所で当該リチウム電池内蔵充電器をバッグに
入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火
災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要
因かも含め、現在、原因を調査中。

長野県

令和5年1月11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

G1230104-08 令和4年12月20日 令和5年1月4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。

京都府  

G1230104-09 令和4年12月23日 令和5年1月4日
電気温風機（セラミックファ
ンヒーター）

火災
当該電気温風機（セラミックファンヒーター）を焼損す
る火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査
中。

福岡県  

G1230104-10 令和4年12月25日 令和5年1月4日 照明器具 火災
当該照明器具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。

静岡県

令和5年1月13日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230104-12 令和4年12月27日 令和5年1月4日 電気脱毛機（業務用） 火災
当該電気脱毛機（業務用）を焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県  

G1230104-15 令和4年12月29日 令和5年1月4日 温水洗浄便座 火災
当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源
も含め、現在、原因を調査中。

香川県  

G1230104-16 令和4年12月29日 令和5年1月4日
ガスストーブ（ガスボンベ
式）

火災
当該ガスストーブ（ガスボンベ式）を焼損する火災が
発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

和歌山県  



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

G1230104-18 令和4年12月31日 令和5年1月4日 石油ストーブ（開放式）
火災
軽傷1名

当該石油ストーブ（開放式）を焼損する火災が発生
し、1名が軽傷。発火源も含め、現在、原因を調査
中。

兵庫県  

G1230105-01 令和4年7月21日 令和5年1月5日 エアコン（室外機） 火災
当該エアコン（室外機）を汚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。

兵庫県

令和5年1月6日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

E3230106-01 令和5年1月5日 令和5年1月6日 運輸サービス（乗合バス） 重傷1名（90歳代）

当該乗合バスが運行中、前方の渋滞によりブレー
キをかけたところ、その揺動により、車内を歩行して
いた乗客が転倒し、右大たい骨転子部骨折の重
傷。

栃木県  

※　管理番号：文部科学省（A）、経済産業省（D）、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

221219-008 令和4年11月3日 令和4年12月19日 介護サービス 重傷1名（90歳代）

介護事業所において、職員が利用者の洗面介助中
に、そばを離れたところ、当該利用者が単独で移動
後に転倒し、左大たい骨転子部骨折の重傷。なお、
当該利用者はふらつきが多いため、介助中は目を
離してはいけない者であった。

山形県

221220-010 令和4年11月2日 令和4年12月20日 保育サービス 重傷1名（2歳）

保育施設において、幼児が遊具（滑り台）の階段部
分から落下し、右肘を骨折する重傷。なお、当該遊
具では、これまでも落下事故が起きていたため対策
が検討されていたが、実施は後回しになっていた。

静岡県  

221220-011 令和4年11月17日 令和4年12月20日 保育サービス 重傷1名（4歳）

保育施設の園庭において、幼児2名が遊具（トランポ
リン）で遊んでいたところ、うち1名の幼児がバランス
を崩して膝を打ち、脛骨近位端骨折の重傷。なお、
当該遊具は1人ずつ使用するものだったが、当該施
設では使用方法を確認せずに使用していた。

大阪府

221220-012 令和4年11月11日 令和4年12月20日 介護サービス 重傷1名（90歳代）

介護事業所への送迎時において、車椅子に浅く
座った利用者の着座の位置を職員が座面と背部を
角度調整機能レバーで調整しようとしたところ、当該
利用者が当該車椅子から滑り、支えようとした当該
職員とともに転倒し、左大たい骨骨折等の重傷。

大阪府

221221-001 令和4年11月24日 令和4年12月21日 照明器具 火災
異臭がしたため確認すると、当該照明器具を焼損す
る火災が発生していた。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。

東京都

令和4年12月20日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

■地方公共団体等からの通知

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

221221-017 令和4年11月17日 令和4年12月21日 保育サービス 重傷1名（5歳）

保育施設の園庭において、幼児が遊具（ブランコ）を
囲う安全柵（杭とロープで囲ったもの）付近で遊んで
いたところ、当該ロープに足が引っ掛かり転倒し、左
鎖骨骨折の重傷。なお、当該安全柵は、簡易なもの
であり、固定化されたものではなかった。

千葉県

221223-005 令和4年5月6日 令和4年12月23日 保育サービス 重傷1名（4歳）

保育施設において、幼児が遊具（雲梯）から落下し、
左上腕骨顆上骨折の重傷。なお、当該幼児の年齢
に応じたルールに基づいて落下防止策が事故当時
は実施されていなかった。

兵庫県

221223-006 令和4年7月25日 令和4年12月23日 運動器具（ローラー型） 重傷1名（60歳代）
運動器具（ローラー型）を使用中、当該製品の部品
が外れ、使用者の身体が床に落下。救急搬送され
たが、頚椎症性脊髄症の重傷。

福岡県

221228-006 令和4年9月9日 令和4年12月28日 介護サービス 重傷1名（100歳代）

介護施設において、職員が利用者をベッドから車椅
子に移乗介助した後、当該利用者に痛みが見られ
たため、受診したところ、右上腕骨骨幹部骨折の重
傷。なお、本来2人で移乗介助すべきところを当該職
員が単独で行っていた。

山形県

230105-002 令和4年9月15日 令和5年1月5日 エアコン 重傷1名

当該エアコンを使用中、異音がしたためルーバーに
触れていたところ、破片が飛散し、左手指を負傷し
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。

徳島県

令和4年11月29日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

230105-008 令和4年5月23日 令和5年1月5日 医療サービス（整骨） 重傷1名
整骨院において、電気治療器を用いた施術の際
に、職員のパッドの貼り方が悪かったため、腹部に
Ⅲ度の熱傷。

兵庫県




