
１．事故情報

　(1) 事故情報（下記(2)(3)を除く）

事故発生日 製品名等 発生都道府県

1 令和3年5月15日 障害福祉サービス 宮城県

2 令和3年10月13日 保護柵（ガードパイプ） 大分県

3 令和3年10月8日 ソフトコード（迅速継手有り） 愛知県

4 令和3年10月13日 ガスふろがま（ＢＦ式） 栃木県

　(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10月6日 調査中 岡山県

2 令和3年10月10日 カンピロバクター 茨城県

3 令和3年10月 調査中 愛知県

4 令和3年10月3日 サルモネラ属菌 三重県

5 令和3年10月7日 カンピロバクター 高知県

6 令和3年10月11日 調査中 沖縄県

　(3) 事故情報（指定成分等含有食品健康被害情報）

症状発現日

1 令和3年8月16日

（注）上表は、厚生労働省ウェブサイト「指定成分等含有食品（健康被害情報）」での公表を基に、消費者事故の内容を取りまとめたものです。

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）

1

2
アレルギー（えび、いか、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月7日／販売地域　高知県)

おにぎり

きのこ
出荷制限地域で採取したものを販売、産地を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月9日／販売地域　長野県)

届出内容製品名等

事故内容

原因施設・原因食品

宿泊施設（10月5日、6日の食事）

就労継続支援施設において、本来職員が行うべき作業を利用者に行わ
せたところ、当該利用者がバランスを崩して転倒し、捻挫。

園外保育中、幼児が橋から川をのぞこうとしたところ、保護柵が外れ、当
該幼児が川に転落し、軽傷。

飲食店（10月8日の食事）

飲食店（10月10日の食事）

ガスこんろを使用中、炎が上がり、ガス炊飯器に接続した迅速継手の一
部に焦げ。

ガスふろがま（ＢＦ式）の点火操作をしたところ、滞留したガスに引火し、
当該ガスふろがまの前面が変形。足に軽傷。

指定成分等 主な症状（自己申告を含む）

販売店（10月2日、3日に販売された食品）

給食施設（提供日不明の食事）

販売店（10月11日に販売された弁当）

コレウス・フォルスコリー 左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、かゆみ・発疹を発症。

令 和 ３ 年 10 月 21 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
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魚介類加工品（計2件）
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月9日／販売地域　京都府)

惣菜（コロッケ）（計2件）
アレルギー（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10月7日／販売地域　愛媛県)

異物（シリカゲル乾燥剤）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月11日／販売地域　鹿児島県)

おにぎり
アレルギー（乳、さば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月7日／販売地域　高知県)

惣菜（揚げもの）
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10月11日／販売地域　岐阜県)

焼菓子

あん加工品
成分規格不適合（一般生菌数）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月11日)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（いか）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月12日／販売地域　埼玉県)

洋菓子
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月4日／販売地域　北海道)

ラーメン
アレルギー（大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月11日)

焼菓子

アレルギー（オレンジ、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月4日／販売地域　神奈川県)

ジュース（計2件）
日本語表示の欠落により、保存方法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8月23日／販売地域　長野県)

魚介類加工品（計2件）
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月9日／販売地域　京都府)

菓子
商品の変敗。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月14日／販売地域　京都府)

魚介類加工品（計2件）
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月9日／販売地域　京都府)

はちみつ
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10月13日)

ミネラルウォーター
一部商品にカビ臭が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月5日)

辛子明太子

菓子（計2件）
食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月12日／販売地域　神奈川県)

つゆ（計2件）
アレルギー（くるみ、ごま、さば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月7日)

焼菓子
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10月13日／販売地域　三重県)

惣菜（えび料理）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月10日／販売地域　愛媛県)

ベーコン 他（計2件）
保存方法及びアレルギー（乳、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月4日／販売地域　山梨県)

和菓子（計2件）
冷凍品を冷蔵で保存・販売。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月9日／販売地域　愛知県)

牛肉（計3件）
消費期限切れ商品を販売。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月8日／販売地域　島根県)

ちらし寿司
アレルギー（えび、かに、卵、乳、いくら、ごま、さけ、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10月10日／販売地域　東京都)

焼き鳥
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8月31日)

油揚げ
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10月7日／販売地域　福岡県)

巻き寿司
アレルギー（えび、かに、卵、乳、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月10日／販売地域　東京都)

そば
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27日)

パン
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月11日／販売地域　神奈川県、東京都)

たけのこ
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月11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10月13日／販売地域　福岡県)
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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（トヨタ　クラウン）

普通乗用自動車（車体）のリコール。（5029）
後席ドア後部のクォータウィンドウガラスのモールディングにおいて、取付構造が不適切なた
め、冷熱の繰り返しで取付部が劣化して剥がれることがある。そのため、浮きや異音が発生
し、最悪の場合、モールディングが脱落するおそれがある。

製品名等

ジュース（計2件）
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10月5日)

がんもどき
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10月10日／販売地域　鹿児島県)

はちみつ
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10月8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／販売地域　東京都)

調理パン（計2件）
アレルギー（りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月12日／販売地域　高知県)

　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10月21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（ニコル　アルビナ　B3　他）

普通乗用自動車（フロントレーダー センサー）の改善対策。（改627）
フロントレーダー センサー（FRS）の電子制御ユニットのプログラムが不適切なため、前方を走
行する自転車との衝突の危険がある状況など特定の条件下で正しく認識できないことがあ
る。そのため、作動条件下において、衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。

自動二輪車（タイホンダ　ＣＴ１２５）

自動二輪車（操縦装置）の改善対策。（改629）
ギヤチェンジペダルにおいて、チェンジペダルアームの形状が不適切なため、チェンジペダル
ボスとの溶接部強度が不足しているものがある。そのため、変速操作を繰り返すと溶接部に
亀裂が生じ、最悪の場合、走行中に当該溶接部が破損し、チェンジペダルアームが脱落し
て、他の交通を妨げるおそれがある。

自動二輪車（ヤマハ　XVS950CU BOLT-R(A)　他）

自動二輪車（原動機）のリコール。（5028）
原動機のクランクケースにおいて、鋳造作業が不適切なため、エンジンオイルの通路と繋が
る鋳巣穴が生じているものがある。そのため、運転時に当該鋳巣穴からエンジンオイルが漏
れるおそれがある。

普通乗用自動車（BMW　 BMW 320dxDrive　他）

普通乗用自動車（制動装置）の改善対策。（改626）
フロントレーダー センサー（FRS）の電子制御ユニットのプログラムが不適切なため、前方を走
行する自転車との衝突の危険がある状況など特定の条件下で正しく認識できないことがあ
る。そのため、作動条件下において、衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。

普通乗用自動車（ランボルギーニ　ウルス）

普通乗用自動車（座席ベルト）のリコール。（外-3297）
後部中央座席のシートベルトにおいて、チャイルドシートを確実に固定するためのALR機能
（ベルト巻取り装置自動ロック機能）の内部部品の成型が不適切なため、正しく作動しないも
のがある。そのため、チャイルドシートを装着する際にベルトがロックされず、固定できないこ
とにより、最悪の場合、急制動等の際に乗員が投げ出され怪我をするおそれがある。

届出内容

肉加工品
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10月8日／販売地域　熊本県、福岡県、愛媛県)


