
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4月23日 保育サービス 北海道

　(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 アニサキス 神奈川県

2 令和3年9月16日 病原性大腸菌 山形県

3 令和3年9月16日 調査中 香川県

4 令和3年9月6日 カンピロバクター 静岡県

5 令和3年9月14日 アニサキス 東京都

6 令和3年9月17日 アニサキス 茨城県

7 令和3年9月10日 ウエルシュ菌 沖縄県

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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事故内容

原因施設・原因食品

飲食店（9月12日の食事）

保育施設において、職員がピアノの鍵盤蓋を閉じ忘れたところ、幼児が
蓋に手をはさみ、指を負傷。

給食施設（提供日不明の食事）

給食施設（提供日不明の食事）

飲食店（9月4日の食事）

販売店（9月13日に販売された食品）

届出内容製品名等

令 和 ３ 年 ９ 月 30 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

お茶漬
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13日)

牛乳（計7件）
一部商品に凝固、分離及び風味不良等の品質劣化の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月12日)

ミネラルウォーター（計3件）
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17日)

お茶漬（計2件）
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15日)

お茶漬（計11件）
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13日)

お茶漬、ふりかけ
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14日)

ふりかけ（計3件）
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13日)

お茶漬（計2件）
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13日)

販売店（9月16日に販売された食品）

給食施設（9月10日の弁当）
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惣菜（揚げもの）
アレルギー（乳、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月16日／販売地域　愛知県)

沖縄そば

和菓子
冷蔵商品を常温で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月18日／販売地域　愛知県)

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月17日／販売地域　沖縄県)

サラダチキン
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13日／販売地域　兵庫県)

弁当
アレルギー（乳、牛肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年7月21日／販売地域　群馬県)

寿司
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7月1日／販売地域　群馬県)

おにぎり
アレルギー（ごま）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月19日／販売地域　東京都、神奈川県)

ミネラルウォーター
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17日)

惣菜（焼売）
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9月21日）

しらす
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年8月23日／販売地域　岡山県)

中華めん（計2件）
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月16日／販売地域　北海道)

惣菜（コロッケ）（計2件）
アレルギー（えび、かに、牛肉、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　三重県)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（えび、卵、いか）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月22日／販売地域　群馬県)

お茶漬（計2件）
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13日)

いか
加熱用を生食用と誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月17日／販売地域　千葉県)

寿司
アレルギー（えび、小麦、卵、いか、いくら、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月17日／販売地域　群馬県)

しょうゆ（計2件）
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9月21日／販売地域　長崎県)

弁当
アレルギー（えび、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15日／販売地域　静岡県)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（乳、卵）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　愛媛県)

惣菜（焼き魚）
アレルギー（さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月15日／販売地域　愛知県)

ふりかけ（計5件）
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13日)

果物加工品（計2件）
製造所表示、食塩相当量表示及び原材料と添加物の区分け表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月22日)

乾燥食肉製品
乾燥食肉製品における水分活性基準値の逸脱。賞味期限内に商品劣化が進む可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月17日／販売地域　山形県)

乾燥果実（計2件）
成分規格不適合（残留農薬）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月16日)

和菓子
冷蔵商品を常温で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月18日／販売地域　愛知県)

いか（粕漬け）
原料原産地を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月1日)

弁当
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16日)

冷凍食品（果物）
「はちみつ」表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月22日)

惣菜（フライドチキン）
アレルギー（小麦、卵、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21日／販売地域　東京都)

しょうゆ（計5件）
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9月16日／販売地域　長崎県、佐賀県、福岡県)

ふりかけ（計10件）
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)
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　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

2

3

4

5

あじ（干物）
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月23日／販売地域　福岡県)

惣菜（お好み焼）
アレルギー（鶏肉、もも、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24日／販売地域　千葉県)

和菓子
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月21日)

惣菜（揚げもの）
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18日／販売地域　東京都)

惣菜（煮魚）
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23日／販売地域　北海道)

惣菜（鍋もの）
アレルギー（乳、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23日／販売地域　神奈川県)

弁当
アレルギー（かに）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月23日／販売地域　神奈川県)

たこ
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月22日／販売地域　神奈川県)

惣菜（揚げもの）
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8日／販売地域　神奈川県)

普通乗用自動車（アウディ　アウディA7 SB 55Tq　他）

普通乗用自動車（エアバッグ装置）のリコール。（外-3277）
ダッシュパネルにおいて、製造工程が不適切なため、助手席エアバッグの開口部が正しく加
工されていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが完全に展開せず、 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（アウディ　アウディQ5 40TDIq　他）

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（外-3276）
緩衝装置において、リヤサスペンションアームを固定するナットの材料が不適切なため、早期
に腐食割れが生じるものがある。そのため、アーム固定部のネジが緩むことでがたつき、異音
が発生し、 悪の場合、ハンドル操作が正常に行えなくなるおそれがある。

普通乗用自動車（フォルクスワーゲン　アルテオン
2.0/200kW　他）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3289）
ブレーキサーボコネクティングロッドにおいて、製造時の組付指示が不適切なため、接続部の
締付けトルクが不十分なものがある。そのため、ボルトが完全に緩み、 悪の場合、ブレーキ
サーボコネクティングロッド先端のボルト接続部が脱落することでブレーキが効かなくなるおそ
れがある。

製品名等 届出内容

巻き寿司
アレルギー（えび、卵、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22日／販売地域　兵庫県)

惣菜（サラダ）
アレルギー（卵、乳、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23日／販売地域　三重県)

普通乗用自動車（トヨタ　ヤリス　他）

普通乗用自動車（①事故自動緊急通報装置、②電気装置、③原動機）のリコール。（5018）
①緊急通報装置において、車載通信モジュールの制御プログラムが不適切なため、音声
データと通信データ間の相互変換ができない場合がある。そのため、緊急時に音声通話がで
きず、保安基準第４３条の８（事故自動緊急通報装置の基準）に適合しない。
②ハイブリッドシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、シフトレンジに関する演算
の途中でシフトの切替え操作が行われると、異常と誤検出する場合がある。そのため、警告
灯が点灯して、ハイブリッドシステムが停止し、走行不能となるおそれがある。
③ガソリンエンジンのエキゾーストマニホールドにおいて、パイプの溶接条件変更時の強度検
討が不十分なため、冷熱の繰返しや振動等により当該溶接部に亀裂が生じるものがある。そ
のため、登坂路走行等の高回転時に排出ガスが漏れ基準値を満足しなくなるおそれがある。

惣菜（揚げもの）
アレルギー（卵、りんご、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18日／販売地域　高知県)

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22日)

黒にんにく（計4件）
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10日)

ふりかけ　他（計4件）
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13日)

自動二輪車（ヤマハ　SR400）

自動二輪車（速度計）のリコール。（5017）
速度計において、前輪にあるギヤユニットと速度伝達用ケーブルとの接続ナットの締付けが
不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、接続ナットが緩んで当該
ケーブルが外れ、速度計と走行距離計が作動しなくなるおそれがある。
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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（アウディ　アウディ e-tron　他）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3279）
ブレーキプレッシャーユニットにおいて、製造工程管理が不適切なため、ユニット内の溶接加
工が不十分で、溶接部分が破損するものがある。そのため、ブレーキアシストが失われるとと
もに、急ブレーキ時にアンチロックブレーキシステム（ABS）およびエレクトロニックスタビリ
ゼーションコントロール（ESC）が機能せず、 悪の場合、車両の制動距離が長くなるおそれ
がある。

　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30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。

普通乗用自動車（マツダ　RX-8　他）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（5013）
・燃料タンクにおいて、タンク上面にある樹脂製ポンプリング部の遮熱性が不足しているため、
エンジンや排気管からの熱影響を受けてポンプリングが劣化することがある。そのため、その
まま使用を続けると劣化が進行して、ポンプリングに亀裂が入り燃料が漏れ、 悪の場合、火
災に至るおそれがある。
・燃料タンクにおいて、タンク上面にある樹脂製ポンプリングの締付けトルクの設定が不適切
なため、ポンプリングの強度が低下することがある。そのため、そのまま使用を続けるとポン
プリングに亀裂が入り燃料が漏れ、 悪の場合、火災に至るおそれがある。


