
１．事故情報

　(1) 事故情報（下記(2)を除く）

事故発生日 製品名等 発生都道府県

1 令和3年3月9日 保育サービス 福岡県

2 令和3年5月18日 保育サービス 福岡県

3 令和2年11月23日 自転車 宮崎県

4 令和3年9月7日 ガス給湯器 東京都

　(2) 事故情報（食中毒情報）

事故発生日 病因物質 発生都道府県

1 令和3年9月4日 アニサキス 京都府

2 令和3年8月26日 アニサキス 東京都

3 令和3年9月3日 ウエルシュ菌 埼玉県

4 不明 カンピロバクター 香川県

5 令和3年9月1日 黄色ブドウ球菌 石川県

6 不明 黄色ブドウ球菌 東京都

２．リコール・自主回収情報

　(1) リコール・自主回収情報（食品関係）
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2
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事故内容

原因施設・原因食品

保育施設の園庭において、片付け忘れたタイヤで遊んでいた乳児が転
倒し、額を負傷。

飲食店（8月26日の食事）

販売店（販売日不明の食品）

保育施設において、該当年齢より高い年齢対象の運動プログラムに取り
組んでいた幼児が転倒し、鎖骨を骨折。

自転車で走行中、割れたギアカバーがチェーンに絡まり転倒し、頸椎捻
挫等の負傷。

飲食店（8月30日の食事）

給食施設（9月3日の食事）

製品名等

給食施設（9月1日の食事）

飲食店（8月28日の食事）

和菓子
脱酸素剤未封入によるカビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月30日／販売地域　静岡県)

令 和 ３ 年 ９ 月 16 日

　　　　　　　　News Release

　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。

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

チーズ（計2件）
シーリング不良によるカビの発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月1日)

ガス給湯器が点火せず異臭がしたため事業者が点検すると、当該ガス
給湯部の内部よりガス漏れが発生していた。

菓子パン
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月23日／販売地域　長野県)

届出内容
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アレルギー（えび、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月8日／販売地域　福島県)

アレルギー（小麦、乳、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月6日／販売地域　熊本県)

味付白身魚

弁当
アレルギー（乳、牛肉、ごま、鶏肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月4日／販売地域　群馬県)

かに
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月1日／販売地域　神奈川県)

豚肉
消費期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月4日／販売地域　群馬県)

豚肉

さんま（干物）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月8日／販売地域　京都府)

酒粕
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9月8日)

和菓子
一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月7日／販売地域　神奈川県)

ぶどう
異物（金属片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月6日／販売地域　愛知県)

あじ
フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月3日／販売地域　佐賀県)

アレルギー（乳、大豆、鶏肉、豚肉、ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月31日／販売地域　愛知県)

果汁飲料
賞味期限切れの原材料を使用したことによる腐敗・変敗の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月2日)

果汁飲料
賞味期限切れの原材料を使用したことによる腐敗・変敗の可能性及び塩素酸の水質基準値
を超過した原料水の使用。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月2日)

和生菓子
一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月4日／販売地域　北海道、茨城県、埼玉県)

アレルギー（牛肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月3日／販売地域　山梨県)

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9月2日／販売地域　長野県)

寿司

鯨肉加工品
基準値を上回る食品添加物を検出。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月27日)

プリン
包装不良による腐敗・変敗の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月4日／販売地域　広島県、島根県)

弁当
アレルギー（乳、鶏肉、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月2日／販売地域　群馬県)

調理パン

惣菜（ヒレカツ）
アレルギー（豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月6日／販売地域　神奈川県)

消費期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月4日／販売地域　群馬県)

たらこ　他（計2件）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月7日／販売地域　長野県)

惣菜（コロッケ）

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月31日／販売地域　長野県)

味噌
賞味期限切れの原材料を使用したことによる腐敗・変敗の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月2日)

すし酢
賞味期限切れの原材料を使用したことによる腐敗・変敗の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月2日)

惣菜（揚げもの　他）

惣菜（おやき）（計7件）

焼菓子（計6件）
アレルギー（卵、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月8日／販売地域　広島県)

アレルギー（ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月22日／販売地域　大分県)

あなご（蒲焼）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月3日／販売地域　兵庫県、大阪府)

肉加工品
原料の解凍時間逸脱による腐敗・変敗の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月30日／販売地域　愛媛県)

味付鶏肉
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月8日／販売地域　茨城県)

惣菜（コロッケ）
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　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）
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３．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。

　

普通乗用自動車（ニッサン　NV350キャラバン）

普通乗用自動車（前照灯）のリコール。（5007）
前照灯において、車両生産工場の光軸検査設備内で通信不良が発生したことにより、光軸の
設定値が不適切な状態で検査、調整を行ったため、光軸が保安基準を満足していないおそれ
がある。

さば（切り身）
表示名称（骨付）及び温度帯変更ラベルを誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月3日／販売地域　山口県、島根県)

焼き芋
消費期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月7日／販売地域　北海道)

惣菜（コロッケ）
アレルギー（えび、かに、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月9日／販売地域　神奈川県)

和菓子（計2件）
消費期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月8日／販売地域　滋賀県)

即席みそ汁

焼菓子（計2件）
包装不良による一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月3日／販売地域　栃木県、埼玉県)

焼菓子

惣菜（コロッケ）
アレルギー（えび、かに、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月10日／販売地域　徳島県)

和菓子
一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月7日)

　本件に対する問合せ
　　消費者庁消費者安全課　　三宅、石井
　　TEL : 03(3507)9263    FAX : 03(3507)9290

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9月16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。

　「２．リコール・自主回収情報（(2)リコール・自主回収情報（食品関係以外））」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。

自動二輪車（ドゥカティ　ムルティストラーダV4 S）

自動二輪車（原動機）のリコール。（外-3268）
エンジンヘッドのバルブガイドが不適切なため、過度の摩耗が生じるものがある。そのため、
異音が発生し、そのままの状態で使用を続けると、バルブヘッドが破損することで、エンジン
性能が低下し、最悪の場合、期待する加速力が得られなくなることで転倒するおそれがある。

届出内容

軽自動車（スズキ　エブリイ　他）

軽自動車（変速装置）のリコール。（5011）
自動変速機のマニュアルシフトレバーシャフトのオイルシールにおいて、シャフトの組付治具
が不適切であったため、オイルシールのリップがめくれているものがある。そのため、当該部
位からオイルが漏れ、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある

普通乗用自動車（キャデラック　CT5）

普通乗用自動車（その他の装置）のリコール。（外-3280）
車両製造工程において、ルーフレールエアバッグを取り付ける際に誤ってねじれて取り付けら
れているものがある。そのため、エアバッグ展開時に正しく展開せず、最悪の場合、乗員が過
度の負傷を負うおそれがある。

普通乗用自動車（BMW　BMW X5 3.0 si　他）

普通乗用自動車（エアコンディショナー）のリコール。（外-3281）
エアコンディショナーのブロワーファンレギュレーターへ電力を供給するワイヤーハーネスの
端子において、当該端子のメッキ素材が不適切なため、車両振動によってメッキが損傷し、摩
擦腐食が発生することがある。そのため、電気抵抗が高くなりワイヤーハーネスの端子が発
熱し損傷して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

惣菜（焼魚）
アレルギー（小麦、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月4日／販売地域　東京都)

消費期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月4日／販売地域　埼玉県)

製品名等

原材料の一部に未認可添加物を使用。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月10日)

一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月2日／販売地域　東京都)

豚肉
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