News Release
令

和

３

年

７

月

１

日

消費者安全法に基づく重大事故等以外の消費者事故等の事故情報データバンク登録について

消費者安全法第12条第２項により消費者庁に通知のあった下記の消費者事故等の情報を、事故情報データバンクに登録することとしま
したので、お知らせします。

１．事故情報（食中毒情報を除く。）
事故発生日

製品名等

事故内容

発生都道府県

1 令和3年6月17日

電動ドライバー

電動ドライバーのスイッチを入れたところ、スイッチ付近から発煙。

広島県

2 令和3年4月21日

介護サービス

介護施設において、車椅子から浴室ストレッチャーへの移乗介助の際
に、利用者が転落し、頭部打撲。

徳島県

3 令和3年6月19日

ガス栓

ガスこんろを使用中、ガス栓の不使用側を誤開放したため、漏えいした
ガスに引火し、ソフトコードの一部に焦げ。

鹿児島県

4 不明

ガスふろがま

ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、滞留したガスに引火し、当
神奈川県
該ガスふろがまの側面が変形。

5 令和3年3月1日

保育サービス

園庭活動中、幼児が門から園外に出たことに職員が気づかず、通報に
より発見・保護。

6 令和3年3月16日

保育サービス

職員が人数確認をせずに施錠したため、幼児が屋上に置き去りにされ、
東京都
通報により発見・保護。

東京都

２．リコール・自主回収情報
製品名等

届出内容

1 豚肉

異物混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月16日／販売地域 東京都)

2 惣菜（揚げもの）

加熱調理不足による生焼けを確認。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月17日／販売地域 神奈川県)

3 ポテトチップス

アレルギー表示の記載がない乳混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月14日)

4 豆乳

異物混入。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月20日／販売地域 埼玉県)

5

普通乗用自動車（ランドローバー レンジローバーイ
ヴォーク）

普通乗用自動車（座席ベルト等）のリコール。（外-3240）
運転席シートベルトにおいて、シートベルトリトラクタ（ベルト巻取り装置）の製造が不適切なた
め、急ブレーキ時等にシートベルトが固定されないことがある。そのため、衝突時に乗員を拘
束できず、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

6 寿司

アレルギー（えび）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月16日／販売地域 栃木県)

7 紅茶

賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月17日)

8 漬け魚

保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月18日／販売地域 長野県)

9 パン

アレルギー（大豆、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月19日)

10 ローストビーフ

適温外の温度帯で販売。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月18日／販売地域 島根県)

11 味付鶏肉 他

アレルギー（小麦）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月16日／販売地域 岐阜県)

12 焼売

アレルギー（えび、卵、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月21日／販売地域 長野県)

13 まぐろ（刺身）

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月21日)

14 巻き寿司

アレルギー（えび）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月20日／販売地域 島根県)

15 惣菜（和えもの）

アレルギー（卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月20日／販売地域 岡山県)

16 弁当

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月17日／販売地域 徳島県)

17 焼菓子

アレルギー（小麦、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月22日／販売地域 茨城県)

18 惣菜（いか串焼き）

未加熱で販売し、食中毒菌が残存しているおそれ。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月22日／販売地域 熊本県)

19 パックご飯

カビが生えるおそれ。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月11日)

20 軽自動車（ダイハツ ハイゼット 他）

軽自動車（かじ取り装置）のリコール。（4977）
ステアリングギヤにおいて、ブーツ取付部のシールが不適切かつエアコンドレンホースが直上
にあるため、エアコン凝縮水が当該取付部に滴下しギヤ内部に浸入するものがある。そのた
め、そのままの状態で使用を続けると、ギヤ内部に錆が生じて異音が発生し、最悪の場合、
ベアリングが破損し操舵ができなくなるおそれがある。

21 軽自動車（ダイハツ タント 他）

軽自動車（燃料装置）のリコール。（4978）
燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低く
なって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触し
て燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。

22 普通乗用自動車（トヨタ クラウン）

普通乗用自動車（灯火装置）のリコール。（4982）
前照灯において、タクシー用途等で使用する際、想定を超えて長時間点灯し続けると、バルブ
からの熱と紫外線により反射板のアルミ蒸着が剥離することがある。そのため、そのまま使用
を続けると、集光不足となり、光度が徐々に低下し、最悪の場合、保安基準第32条（前照灯の
基準）を満足しなくなるおそれがある。

23 普通乗用自動車（キャデラック CT5 他）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3241）
車両システムにおいて、各モジュールからの通信を処理するシリアルデーターゲートウェイモ
ジュールのソフトウェアが不適切なため、各通信を正しく処理できないことがある。そのため、
エアバックシステムに不具合が発生しても警告灯が点灯しなくなるとともにエアバックシステム
の不具合に乗員が気付かず必要な点検整備を行われないことにより、最悪の場合、衝突時
にエアバッグが作動せず、乗員が傷害を負うおそれがある。

24 辛子明太子

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月18日／販売地域 東京都)

25 味付豚肉

保存温度表示及び賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月9日／販売地域 福岡県、佐賀県)

26 豚肉

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月22日／販売地域 三重県)

27 菓子

食品添加物として認められていない物質を検出。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月25日)

28 自動二輪車（インディアン Chief Vintage 他）

自動二輪車（変速装置）のリコール。（外-3173）
ギアポジションスイッチにおいて、ギアポジションセンサーの内部抵抗の設定が不適切なた
め、正しく抵抗値を検知できず不正確なギア段数信号を発信し、メーターに誤ったギア段数が
表示されることがある。そのため、ギアが変速されているにも関わらずニュートラルを表示し、
最悪の場合、運転者がニュートラルと誤認識して転倒するおそれがある。

29 焼菓子

アレルギー（乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月3日／販売地域 高知県)

30 菓子

アレルギー（小麦）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月3日／販売地域 高知県)

31 のり加工品

アレルギー表示の記載がない乳成分が混入。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月15日)

32 菓子パン

アレルギー表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月23日)

33 惣菜（焼魚）

アレルギー（さば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月24日／販売地域 京都府)

34 味付豚肉

保存温度表示及び賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月12日／販売地域 千葉県)

35 惣菜（えびフライ）

アレルギー（卵、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月22日／販売地域 神奈川県)

36 惣菜（えびフライ）

アレルギー（卵、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月22日／販売地域 神奈川県)

37 惣菜（えびフライ）

アレルギー（卵、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和3年6月22日／販売地域 埼玉県)

３．食中毒情報
事故発生日

原因施設・原因食品

病因物質

発生都道府県

1 令和3年6月9日

給食施設（6月9日の食事）

ウエルシュ菌

東京都

2 令和3年6月

給食施設（提供日不明の食事）

調査中

富山県

3 令和3年6月7日

飲食店（6月6日の食事）

ノロウイルス

大阪府

4 令和3年6月8日

飲食店（6月5日の食事）

カンピロバクター

東京都

5 令和3年6月18日

給食施設（6月18日の食事）

ウエルシュ菌

東京都

6 令和3年6月23日

販売店（6月22日に販売された食品）

アニサキス

石川県

４．留意事項
これらは、消費者安全法の規定に基づく通知内容の概要であり、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。
「２．リコール・自主回収情報」の届出内容欄のリコール情報等における（）内の数字は、リコール届出番号、改善対策届出番号です。
消費者安全調査委員会（消費者庁）に申出のあった事故情報については、右端に※印を記載しています。
上記情報は、登録後、事故情報データバンク(URL：https://www.jikojoho.caa.go.jp)で「消費者事故等（2021年７月１日公表分）」をフリーワードに入力すると
検索可能になります。

本件に対する問合せ
消費者庁消費者安全課 照井、石井
TEL : 03(3507)9263 FAX : 03(3507)9290

