
令和５年１月 26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 81件、うち重大事故等として通知された事案

は 26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（81件）

（１）関係行政機関より77件（食品－48件、製品－29件）

（２）地方公共団体等より４件（製品－１件、役務－２件、施設１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（26件） 

（１）関係行政機関より 23件

●警察庁に報告のあった製品事故の情報（１件）

●総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（22件）

（２）地方公共団体等より３件

●製品事故の情報（１件）

●役務事故の情報（２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。 
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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。 

 

 

 

 

 

 

＜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/ 

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

G1230116-01 令和4年3月31日 令和5年1月16日 温水ボイラ（業務用） 火災
当該温水ボイラ（業務用）から出火する火災が発
生。

青森県

G1230116-02 令和4年11月25日 令和5年1月16日 充電器 火災 当該充電器から出火する火災が発生。 神奈川県

G1230116-03 令和4年12月20日 令和5年1月16日

電気ストーブ（カーボンヒー
ター）
（KKS-1270（小泉成器株式
会社ブランド）：株式会社千
石（小泉成器株式会社ブラ
ンド）（輸入事業者））

火災
当該電気ストーブ（カーボンヒーター）を使用中、当
該製品を焼損する火災が発生した。現在、原因を調
査中。

福岡県

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
令和3年10月27日
からリコールを実
施（特記事項を参
照）
回収率：17.9%

G1230116-06 令和4年12月31日 令和5年1月16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

G1230116-07 令和5年1月7日 令和5年1月16日 加湿器（超音波式） 火災
当該加湿器（超音波式）を焼損する火災が発生。発
火源も含め、現在、原因を調査中。

岐阜県

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

G1230116-11 令和5年1月13日 令和5年1月16日 電気毛布（敷毛布）
火災
軽傷1名

当該電気毛布（敷毛布）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。

愛媛県  

F1230117-01 令和4年12月19日 令和5年1月17日 除雪機（歩行型）

一酸化炭素中毒
死亡1名(70歳代）
軽症2名（うち60歳代
1名）

使用者が自宅車庫において、当該除雪機（歩行型）
の暖機運転を行っていた際に、稼働中の当該製品
のそばで当該使用者が意識不明で倒れているとこ
ろを発見された。消防機関到着時には他2名も倒れ
ており、これら3名が病院へ救急搬送され、うち1名
死亡、他2名が軽症。

新潟県  

G1230117-02 令和4年8月3日 令和5年1月17日 電子レンジ 火災
当該電子レンジを使用中、当該製品の庫内を焼損
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8月19日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済

G1230117-07 令和4年10月8日 令和5年1月17日 ＬＥＤランプ（電球型） 火災
当該ＬＥＤランプ（電球型）から出火する火災が発
生。

東京都  

G1230117-10 令和4年10月13日 令和5年1月17日 ヘアドライヤー 火災 当該ヘアドライヤーから出火する火災が発生。 東京都  

G1230117-13 令和4年10月24日 令和5年1月17日

照明器具（卓上型、充電
式）
（ DS-LD24AG-W ： 株 式 会
社オーム電機（輸入事業
者））

火災
当該照明器具（卓上型、充電式）を充電中、異音が
したため確認すると、当該製品を焼損する火災が発
生していた。現在、原因を調査中。

東京都

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



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

G1230117-15 令和4年10月29日 令和5年1月17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。

東京都

令和4年11月15日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230117-16 令和4年11月5日 令和5年1月17日 電気カーペット
火災
軽傷1名

建物を全焼する火災が発生し、1名が火傷を負っ
た。現場に当該電気カーペットがあった。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。

千葉県

令和4年11月25日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230118-01 令和4年3月29日 令和5年1月18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。

千葉県  

G1230118-04 令和4年12月21日 令和5年1月18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。

奈良県  

G1230118-06 令和4年12月30日 令和5年1月18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。

茨城県  

G1230118-07 令和5年1月4日 令和5年1月18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  



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

G1230118-10 令和5年1月12日 令和5年1月18日 電子レンジ 火災
当該電子レンジ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  

G1230118-11 令和5年1月13日 令和5年1月18日 自動二輪車 火災 当該自動二輪車から出火する火災が発生。 埼玉県  

G1230118-12 令和5年1月13日 令和5年1月18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。

岐阜県  

G1230119-03 令和5年1月12日 令和5年1月19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。発火
源も含め、現在、原因を調査中。

神奈川県  

G1230120-01 令和4年12月 令和5年1月20日 ウォーターベッド 火災
当該ウォーターベッドから出火する火災が発生し
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24日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済

G1230120-04 令和5年1月5日 令和5年1月20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。

千葉県

※　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

230116-008 令和4年12月8日 令和5年1月16日 障害福祉サービス 重傷1名

障がい者施設の玄関において、利用者が普段と違
う段差の上り方をして、滑って転倒し、右肩骨折の
重傷。なお、職員は当該利用者の普段の段差の上
り方を把握しておらず、当該利用者の身体特性を考
慮し、体を支えた状態での介助が必要であった。

埼玉県  

230117-002 令和4年12月13日 令和5年1月17日 蛍光ランプ 火災
当該蛍光ランプから異音とともに発煙する火災が発
生した。

東京都

230118-007 令和4年12月8日 令和5年1月18日 保育サービス 重傷1名（4歳）

保育施設において、幼児がロッカーの前で玩具を整
理していた際に、職員が当該ロッカーの上で使用し
ていた電気ケトルが落下して、当該幼児に熱湯がか
かり、右半身にⅠ度～Ⅱ度の火傷。

埼玉県

■地方公共団体等からの通知

別紙




