
 

 

 

  

令和５年３月 16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 124 件、うち重大事故等として通知された事

案は 48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（124件） 

（１）関係行政機関より107件（食品－57件、製品－48件、運輸２件） 

 

（２）地方公共団体等より 17件（製品－４件、役務－11件、施設２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（48件） 

（１）関係行政機関より 36件 

●国土交通省に報告のあった運輸事故の情報（２件） 

●総務省消防庁に報告のあった製品事故の情報（34件） 

   

（２）地方公共団体等より 12件 

●製品事故の情報（４件） 

●役務事故の情報（６件） 

●施設事故の情報（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。 

  

 
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

G1230306-06 令和4年10月23日 令和5年3月6日 温水洗浄便座 火災

店舗で異臭がしたため確認すると、当該温水洗浄
便座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16日
に消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230306-07 令和4年10月29日 令和5年3月6日 ヘアドライヤー
火災
軽傷1名

当該ヘアドライヤー及び周辺を焼損する火災が発
生し、1名が火傷を負った。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。

三重県

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

G1230306-08 令和4年11月2日 令和5年3月6日 ＩＨ調理器 火災

異臭がしたため確認すると、当該ＩＨ調理器の上に
置いていた調理用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。

東京都

令和4年12月2日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230306-10 令和4年11月6日 令和5年3月6日 フッドミキサー（ブレンダー）
火災
一酸化炭素中毒

当該フッドミキサー（ブレンダー）及び周辺を焼損す
る火災が発生し、1名が一酸化炭素中毒。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

G1230306-11 令和4年11月7日 令和5年3月6日 電気洗濯機 火災
当該電気洗濯機を使用中、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。

東京都

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

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

G1230306-15 令和4年11月19日 令和5年3月6日 リチウム電池内蔵充電器
火災
軽傷1名

当該リチウム電池内蔵充電器から出火する火災が
発生し、1名が軽傷。

東京都  

G1230306-16 令和4年11月21日 令和5年3月6日 スチームアイロン 火災 当該スチームアイロンから出火する火災が発生。 東京都  

G1230306-23 令和4年12月6日 令和5年3月6日
電動アシスト自転車
（型式：不明：ブリヂストン
サイクル株式会社）

火災

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20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：52.0％

G1230306-24 令和4年12月11日 令和5年3月6日 電気冷温風機 火災 当該電気冷温風機から出火する火災が発生。 東京都  

G1230306-26 令和4年12月12日 令和5年3月6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。

東京都

令和4年12月16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

G1230306-27 令和4年12月17日 令和5年3月6日 ＬＥＤランプ（環形） 火災 当該ＬＥＤランプ（環形）から出火する火災が発生。 東京都  

G1230306-28 令和4年12月17日 令和5年3月6日 照明器具 火災
当該照明器具を使用中、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5年1月17日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230306-32 令和4年12月30日 令和5年3月6日
映像録画装置（防犯カメラ
用）

火災
当該映像録画装置（防犯カメラ用）のモニターを焼
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。

東京都

令和5年1月20日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230306-33 令和4年12月31日 令和5年3月6日 食器洗い乾燥機 火災

当該食器洗い乾燥機を使用中、異臭がしたため確
認すると、当該製品を焼損する火災が発生してい
た。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5年1月20日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230306-34 令和5年1月12日 令和5年3月6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
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5年2月7日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230306-35 令和5年2月5日 令和5年3月6日 電気蓄熱式湯たんぽ 火災
建物を全焼する火災が発生し、現場に当該電気蓄
熱式湯たんぽがあった。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。

三重県

令和5年2月24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

G1230306-38 令和5年2月18日 令和5年3月6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。

福岡県  

G1230306-39 令和5年2月19日 令和5年3月6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。

福岡県  

G1230306-42 令和5年2月25日 令和5年3月6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。

栃木県  

G1230306-44 令和5年3月1日 令和5年3月6日 石油給湯機 火災
当該石油給湯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。

宮城県  

G1230307-01 令和4年11月18日 令和5年3月7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。 滋賀県  

G1230307-08 令和5年2月27日 令和5年3月7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。

岐阜県  



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

G1230307-10 令和5年2月28日 令和5年3月7日 電気こたつ
火災
軽傷1名

当該電気こたつ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。

広島県  

G1230307-11 令和5年3月1日 令和5年3月7日 照明器具（屋外用） 火災
当該照明器具（屋外用）を焼損する火災が発生。発
火源も含め、現在、原因を調査中。

奈良県  

G1230307-12 令和5年3月1日 令和5年3月7日 電気洗濯乾燥機 火災
当該電気洗濯乾燥機を使用中、当該製品から発煙
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3月14日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230307-14 令和5年3月4日 令和5年3月7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。

福島県  

G1230308-04 令和5年3月6日 令和5年3月8日 バス 火災
当該バス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  

G1230308-05 令和4年9月13日 令和5年3月8日 電気冷蔵庫 火災 当該電気冷蔵庫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

G1230309-01 令和4年12月26日 令和5年3月9日 カーナビゲーション 火災
当該カーナビゲーショ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。

静岡県  

G1230309-03 令和5年2月25日 令和5年3月9日
電気温風機（セラミックファ
ンヒーター）

火災
死亡1名
軽症2名

当該電気温風機（セラミックファンヒーター）を使用
中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1
名が死亡、2名が軽症を負った。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。

兵庫県

令和5年3月10日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

G1230309-04 令和5年2月28日 令和5年3月9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  

G1230309-05 令和5年3月4日 令和5年3月9日 加湿器（スチーム式） 火災
当該加湿器（スチーム式）を焼損する火災が発生。
発火源も含め、現在、原因を調査中。

埼玉県  

G1230309-07 令和5年3月6日 令和5年3月9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。

福島県  

E3230310-01 令和5年3月9日 令和5年3月10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、バス停にて停車した際に、
立ち上がった乗客が、その揺動により転倒し、右上
腕骨骨折及び左右大たい骨骨折等の重傷。

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

E3230310-02 令和5年3月9日 令和5年3月10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、バス停にて発車した際に、
その揺動により、立っていた乗客が転倒し、左大た
い骨骨折の重傷。

熊本県  

G1230310-01 令和5年1月18日 令和5年3月10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から出火する火災が
発生。

大阪府  

※　管理番号：国土交通省（E）、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

230306-002 令和4年8月27日 令和5年3月6日
遊園地に設置された遊戯
施設(コースター)

重傷2名

遊園地に設置された当該遊戯施設(コースター)にお
いて、乗客のうち2名が、演出等の水の飛沫により、
濡れた手擦りで手を滑らせ、安全バーで胸部を圧迫
し、胸骨骨折の重傷。

神奈川県  

230306-007 令和4年11月11日 令和5年3月6日 保育サービス 重傷1名（3歳）

保育施設において、幼児が園庭に立てかけてあっ
た竹を触ったところ、当該竹が倒れてきて、当該幼
児の指に当たり、左薬指を骨折する重傷。なお、当
該竹は、囲いに立てかけてあり、固定されていな
かった。

広島県

230306-008 令和3年7月12日 令和5年3月6日
脚立（踏み台兼用、アルミ
ニウム合金製）

重傷1名
当該脚立（踏み台兼用、アルミニウム合金製）を使
用中、転落し、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。

滋賀県

令和5年2月24日に
消費生活用製品
の重大製品事故と
して公表済

230307-002 令和5年1月23日 令和5年3月7日 保育サービス 重傷1名（6歳）

保育施設において、跳び箱の練習中、職員が幼児
の身体を補助していたものの、着地時点まで見届け
なかったため、当該幼児を着地した際に、バランス
を崩し、左腕に体重がかかったまま転倒し、左腕を
骨折する重傷。

和歌山県

230307-010 令和4年10月28日 令和5年3月7日 介護サービス 死亡1名（90歳代）

介護施設において、職員間の引継ぎができていな
かったため、体動センサーマットのモニター確認が
遅れ、利用者が心肺停止状態で救急搬送された
が、死亡が確認された。

兵庫県

■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

230307-013 令和4年5月9日 令和5年3月7日 その他のサービス（エステ） 重傷1名

店舗において、機器を用いた痩身の施術を受けたと
ころ、Ⅱ度の火傷を負った。なお、店員が利用者の
腹部に施術機器を当てる際に、衣服の金属ボタン
の位置確認が不十分であった。

（注）金属部分に施術機器を当てると火傷するとの
事前説明あり。

大阪府

230307-014 令和5年1月26日 令和5年3月7日 保育サービス 重傷1名

保育施設において、タイヤ等を組み合わせた遊具
に、幼児がまたがって座っていたところ、他児が後
方から当該遊具に乗ったため、当該幼児がバランス
を崩して落下し、左腕を骨折する重傷。なお、職員
は遊具の組合せについての危険認識が不足してい
た。

千葉県

230308-009 令和4年12月24日 令和5年3月8日 土鍋 重傷1名（80歳代）
当該土鍋を使用中、出し汁が沸騰したため当該製
品を持ち上げたところ、当該土鍋の底が抜け、熱湯
が太腿から左足の甲までかかり、火傷を負った。

新潟県

230309-001 令和3年5月24日 令和5年3月9日
運動器具（バランスボール）
（3B-3130：株式会社ジョイ
ナス（輸入事業者））

重傷1名
当該運動器具（バランスボール）を使用中、当該製
品が破れ、転倒し、腰を負傷した。現在、原因を調
査中。

埼玉県

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

230309-005 令和4年4月16日 令和5年3月9日 保育サービス 死亡1名（5歳）

保育施設の園庭において、職員2名で異年齢クラス
の幼児らを一緒に遊ばせていたところ、職員が幼児
1名がいないことに気付き探した。その後、園外の河
川敷で当該幼児が倒れているところを発見され、救
急搬送されたが、死亡が確認された。

広島県



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

230309-014 令和5年3月8日 令和5年3月9日 防護柵（木製） 死亡1名（60歳代）

観光客が橋付近の当該防護柵（木製）にもたれ掛
かったところ、当該柵が折れ、当該観光客が川下に
転落し、救急搬送されたが、死亡が確認された。な
お、当該柵は、腐食していたため、保安器具（セーフ
ティーコーン）は設置されていたが、注意喚起の張り
紙や立入禁止のロープはなかった。

島根県

230310-004 令和5年2月27日 令和5年3月10日 普通乗用自動車 火災
当該普通乗用自動車のヘッドライトから発火し、当
該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。

愛知県




