
 

 

 

  

令和５年１月 19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 89件、うち重大事故等として通知された事案

は 35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（89件） 

（１）関係行政機関より82件（食品－49件、製品－32件、役務－１件） 

 

（２）地方公共団体等より７件（製品－２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（35件） 

（１）関係行政機関より 30件 

●警察庁に報告のあった役務事故の情報（１件） 

●総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（29件） 

   

（２）地方公共団体等より５件 

●製品事故の情報（２件） 

●役務事故の情報（３件） 

 

（３）消費者安全調査委員会（消費者庁）より０件 

 

注：これら事案の情報については、被害の発生又は拡大の防止に資すため、関係

省庁とも共有する予定。 

  

 
News Release  



 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

消費者庁消費者安全課 三宅、石井 

TEL : 03(3507)9263（直通） 

URL : https://www.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

F1230110-01 令和5年1月4日 令和5年1月10日 介護サービス 死亡1名（80歳代）

居宅介護において、職員が利用者が居住する集合
住宅の階段を可搬式スロープを用いて、車椅子で
移動介助していたところ、当該可搬式スロープが外
れ、さらに、当該職員が片方のハンドルしか持って
いなかったことから、当該利用者が転倒し、救急搬
送されたが、翌日、急性硬膜下血腫で死亡。

兵庫県  

G1230110-04 令和4年 令和5年1月10日 エアコン 火災
当該エアコン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。

滋賀県

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

G1230110-07 令和4年12月21日 令和5年1月10日
バッテリー（リチウムポリ
マー、電動リール用）

火災
当該バッテリー（リチウムポリマー、電動リール用）
を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因
を調査中。

三重県  

G1230110-10 令和4年12月27日 令和5年1月10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。

福岡県  

G1230110-14 令和5年1月2日 令和5年1月10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

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

G1230110-15 令和5年1月3日 令和5年1月10日
節電装置（水道凍結防止用
ヒーター用）

火災
当該節電装置（水道凍結防止用ヒーター用）を焼損
する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査
中。

長野県

G1230110-16 令和5年1月5日 令和5年1月10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。

愛媛県  

G1230110-18 令和5年1月8日 令和5年1月10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。

大分県  

G1230110-19 令和4年11月23日 令和5年1月10日
石油ストーブ（開放式）
（型式：不明：株式会社トヨ
トミ）

火災
軽傷1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が軽傷を負っ
た。現場に当該石油ストーブ（開放式）があった。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4年12月9日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230110-22 令和4年12月20日 令和5年1月10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。

福岡県  

G1230110-23 令和4年12月21日 令和5年1月10日
石油ストーブ（密閉式）
（FF-35A：株式会社トヨトミ）

火災
軽傷2名

当該石油ストーブ（密閉式）を焼損する火災が発生
し、2名が軽傷を負った。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

G1230110-27 令和4年12月28日 令和5年1月10日 石油ストーブ（半密閉式） 火災
当該石油ストーブ（半密閉式）を焼損する火災が発
生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

北海道  



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

G1230110-29 令和5年1月3日 令和5年1月10日
屋外式（ＲＦ式）ガスふろが
ま（ＬＰガス用）

火災
当該屋外式（ＲＦ式）ガスふろがま（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。

宮崎県  

G1230111-01 令和4年1月22日 令和5年1月11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。 群馬県  

G1230111-03 令和4年12月3日 令和5年1月11日
石油ふろがま
（JPK-N5：株式会社長府製
作所）

火災
当該石油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。

岩手県

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

G1230111-05 令和4年12月16日 令和5年1月11日 照明器具 火災
当該照明器具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

G1230111-07 令和4年12月18日 令和5年1月11日 エアコン 火災
当該エアコンを使用中、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。

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

G1230111-09 令和4年12月23日 令和5年1月11日 エアコン 火災

異音がしたため当該エアコンを停止させたところ、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。

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

G1230111-10 令和4年12月26日 令和5年1月11日 電気ストーブ 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

兵庫県



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

G1230111-12 令和4年12月28日 令和5年1月11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。

鹿児島県  

G1230111-15 令和5年1月4日 令和5年1月11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  

G1230112-02 令和4年12月22日 令和5年1月12日 石油ストーブ（開放式）
火災
死亡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名が死亡。発火源も含め、現在、原因を調査
中。

千葉県  

G1230112-03 令和4年12月23日 令和5年1月12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。

宮城県

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

G1230112-07 令和5年1月3日 令和5年1月12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。

兵庫県  

G1230113-01 令和4年8月20日 令和5年1月13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。 鳥取県  

G1230113-02 令和4年12月29日 令和5年1月13日 電気冷凍庫 火災
当該電気冷凍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。

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

G1230113-03 令和5年1月6日 令和5年1月13日 石油ストーブ（開放式） 火災
当該石油ストーブ（開放式）を焼損する火災が発
生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

千葉県  

G1230113-05 令和5年1月8日 令和5年1月13日 電気こんろ 火災 当該電気こんろから出火する火災が発生。 大阪府  

G1230113-08 令和5年1月13日 令和5年1月13日 スチームアイロン 火災
当該スチームアイロン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  

G1230113-09 令和4年9月16日 令和5年1月13日 特殊自動車 火災 当該特殊自動車から出火する火災が発生。 兵庫県  

※　管理番号：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

230110-002 令和4年10月7日 令和5年1月10日 教育サービス（幼稚園） 重傷1名（5歳）

教育施設において、幼児が保育室で遊んでいたとこ
ろ、他児が当該保育室に立てかけて置かれていた
絨毯に接触した際に、当該絨毯が倒れ、当該幼児
に当たり、左上腕骨外顆骨折の重傷。なお、当該絨
毯の保管場所や方法が適切ではなかった。

東京都  

230111-001 令和4年12月8日 令和5年1月11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つまずき転倒し、右上腕骨通
顆骨折の重傷。

徳島県

230111-003 令和4年12月23日 令和5年1月11日 介護サービス 死亡1名（90歳代）

介護施設において、職員が利用者をリフト浴にて入
浴させたところ、当該利用者の全身に熱傷を負った
ため、救急搬送されたが、翌日、死亡。なお、当該
職員は浴槽の湯温を手袋を着用したまま計測した
ため、正確な湯温が把握できていなかった。

神奈川県

230112-002 令和5年1月7日 令和5年1月12日
照明器具（投光器、充電
式）

火災
当該照明器具（投光器、充電式）を充電中、異音が
したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する
火災が発生した。

石川県

230112-003 令和4年3月8日 令和5年1月12日 室内遊具 重傷1名（0歳）

自宅において、乳児が嘔吐したため、病院を受診し
たところ、硬膜下出血の重傷。なお、当該乳児には
外傷はなく、ゆさぶられ症候群が疑われたため、確
認したところ、数か月前から当該室内遊具で遊んで
いた。

北海道

■地方公共団体等からの通知

別紙




