
 

 

 

  

令和５年３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 149 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（149件） 

（１）関係行政機関より125件（食品－85件、製品－38件、施設２件） 

 

（２）地方公共団体等より 24件（製品－１件、役務－22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（35件） 

（１）関係行政機関より 30件 

●総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（30件） 

   

（２）地方公共団体等より５件 

●製品事故の情報（１件） 

●役務事故の情報（４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   

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

G1230227-01 令和4年12月9日 令和5年2月27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  

G1230227-02 令和5年2月12日 令和5年2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。

栃木県  

G1230227-04 令和5年2月17日 令和5年2月27日 電気こんろ 火災
当該電気こんろ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  

G1230227-12 令和5年2月5日 令和5年2月27日
石油ストーブ（開放式）
（RX-221：株式会社コロナ）

火災
死亡1名

当該石油ストーブ（開放式）及び建物を全焼する火
災が発生し、1名が死亡した。消防によると、製品起
因か否かを含め、合同調査を予定しているとのこ
と。

埼玉県

令和5年3月7日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済

G1230227-13 令和5年2月6日 令和5年2月27日 デスクヒーター 火災
当該デスク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。

広島県  

G1230227-14 令和5年2月7日 令和5年2月27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。 北海道  

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

G1230227-16 令和5年2月11日 令和5年2月27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  

G1230227-17 令和5年2月21日 令和5年2月27日
電気ストーブ（カーボンヒー
ター）

火災
当該電気ストーブ（カーボンヒーター）を焼損する火
災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。

佐賀県  

G1230227-18 令和5年2月22日 令和5年2月27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。

広島県  

G1230227-19 令和5年2月24日 令和5年2月27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  

G1230227-20 令和5年2月25日 令和5年2月27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5年3月7日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済

G1230228-01 令和4年12月28日 令和5年2月28日
電気式床暖房（ヒーターパ
ネル）

火災
当該電気式床暖房（ヒーターパネル）から出火する
火災が発生。

兵庫県  

G1230228-04 令和5年2月25日 令和5年2月28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。

群馬県  



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

G1230301-02 令和4年12月21日 令和5年3月1日 電動スケート 火災
当該電動スケートを充電中、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。

埼玉県

令和5年2月17日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済
G1230301-03 と 同
一事故

G1230301-03 令和4年12月21日 令和5年3月1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。当該製品から出
火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査
中。

埼玉県

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
G1230301-02 と 同
一事故

G1230301-06 令和5年2月4日 令和5年3月1日 美容機器（充電式） 火災
当該美容機器（充電式）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。

千葉県

令和5年2月17日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済

G1230301-08 令和5年2月16日 令和5年3月1日
ポータブル電源（リチウムイ
オン）

火災
軽傷1名

当該ポータブル電源（リチウムイオン）及び周辺を焼
損する火災が発生し、1名が軽傷を負った。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。

神奈川県

令和5年3月3日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済

G1230301-09 令和5年2月20日 令和5年3月1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  

G1230301-11 令和5年2月23日 令和5年3月1日 ノートパソコン 火災
当該ノートパソコン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5年3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

G1230302-01 令和5年1月2日 令和5年3月2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。

沖縄県  

G1230302-02 令和5年2月19日 令和5年3月2日
バッテリー（リチウムポリ
マー、模型用）

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

北海道  

G1230302-03 令和5年2月23日 令和5年3月2日 石油温風暖房機（開放式） 火災
当該石油温風暖房機（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。

福岡県  

G1230302-06 令和5年3月1日 令和5年3月2日 コーヒーメーカー 火災
当該コーヒーメーカ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。

千葉県  

G1230303-01 令和4年8月26日 令和5年3月3日 照明器具（充電式） 火災

当該照明器具（充電式）を充電中、火災報知器が鳴
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。

兵庫県

令和5年3月3日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済

G1230303-02 令和4年12月21日 令和5年3月3日 エアコン
火災
死亡1名

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。

茨城県

令和5年3月7日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済
長期使用のエアコ
ンについて「使用
上の注意の呼び掛
け」を実施（特記事
項を参照）



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

G1230303-03 令和4年11月22日 令和5年3月3日 電動アシスト自転車 火災

当該電動アシスト自転車のバッテリーを充電中、当
該製品のバッテリー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。

佐賀県

令和4年12月13日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230303-04 令和5年1月28日 令和5年3月3日
ＬＥＤランプ（電球型、投光
器用）

火災
施設で当該ＬＥＤランプ（電球型、投光器用）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。

栃木県

令和5年2月28日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済

G1230303-05 令和5年2月16日 令和5年3月3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。

奈良県  

G1230303-06 令和5年2月19日 令和5年3月3日 電気トースター 火災
当該電気トース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。

兵庫県  

G1230303-09 令和4年2月26日 令和5年3月3日
電気温風機（セラミックファ
ンヒーター）

火災

店舗で当該電気温風機（セラミックファンヒーター）
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。

高知県

令和4年4月15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：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

230227-016 令和4年8月16日 令和5年2月27日

食器（コップ、ガラス製）
（ 2101/190251 （ 株 式 会社
パルブランド）：興和紡株式
会社（株式会社パルブラン
ド）（輸入事業者））

重傷1名
当該食器（コップ、ガラス製）を洗浄中、当該製品が
破損し、右手を負傷した。現在、原因を調査中。

静岡県

令和4年9月2日に
消 費 生 活 用 製 品
の重大製品事故と
して公表済

230227-035 令和4年7月16日 令和5年2月27日 障害福祉サービス 重傷1名

児童が身体能力に合わない公園の遊具（横幅の広
い滑り台）を滑ろうとしたため、職員が介助したが座
位が保てずバランスを崩して転倒し、右腕を骨折す
る重傷。

福岡県

230228-001 令和5年1月28日 令和5年2月28日 介護サービス 重傷1名（80歳代）

介護施設において、職員が歩行器を使用している
利用者をトイレ誘導する際に、当該利用者の歩行状
況を確認せず、当該歩行器を引っ張るように介助し
たため、当該利用者がついていけず、バランスを崩
し転倒し、骨盤骨折の重傷。

大阪府

230301-010 令和4年11月16日 令和5年3月1日 保育サービス 重傷1名（6歳）

保育施設において、木製の大型積み木で作った家
の柱の部分に他児が座った際に、屋根部分の積み
木がずれて落下し、近くにいた幼児の指にぶつかり
出血し、左手人差指を7針縫合する重傷。なお、通
常はガムテープ等で大型積み木を固定をしていた
が、この時は行っていなかった。

神奈川県

230302-005 令和4年4月5日 令和5年3月2日 障害福祉サービス 重傷1名（60歳代）

介護事業所において、入浴の見守りが必要な利用
者が入浴後、脱衣所に置いてあった電気温風機の
熱が右足に当たり、Ⅱ度の火傷を負った。なお、当
該利用者は全身麻痺があり、当該製品の置く場所
が適切でなかった。

北海道

■地方公共団体等からの通知

別紙




