
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10月4日 保育サービス 東京都

2 令和3年2月15日 加湿器 千葉県

3 令和3年8月5日
その他のサービス（乗馬クラ
ブ）

兵庫県

4 令和3年3月9日 保育サービス 北海道

5 令和3年6月30日 保育サービス 北海道

6 令和3年11月4日 軽自動車 滋賀県

.

　(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27日 カンピロバクター 和歌山県

2 令和3年10月28日 カンピロバクター 熊本県

3 令和3年11月3日 ノロウイルス 大阪府

4 令和3年10月9日（初発） カンピロバクター 東京都

5 令和3年11月1日 カンピロバクター 群馬県

6 令和3年11月1日 カンピロバクター 秋田県

7 令和3年10月29日 アニサキス 東京都

8 令和3年10月31日 カンピロバクター 長崎県

9 令和3年11月1日 カンピロバクター 北海道

10 令和3年11月8日 アニサキス 岩手県

堤防での園外保育中、そり滑りをしていたところ、幼児2名が川に転落。
救助後、救急搬送。

保育施設において、幼児が室内で走り回ったところ、マットにつまづき転
倒。その際に、食事のために一時的に片付けていた箱に顎をぶつけ、裂
傷。

令 和 ３ 年 11 月 18 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

事故内容

原因施設・原因食品

飲食店（10月26日の食事）

飲食店（10月26日の食事）

園庭活動中、幼児が門から園外に出たことに職員が気付かず、家族か
らの通報により発見・保護。

飲食店（11月2日の食事）

飲食店（10月7日及び10月14日の食事）

飲食店（10月28日の食事）

飲食店（10月30日の食事）

飲食店（10月29日の食事）

放課後児童クラブにおいて、室内で児童が遊んでいたところ、ロッカーの
上に置かれた加湿器のコードを当該児童が引っ張り、当該加湿器が落
下。当該加湿器内のお湯が当該児童の背中にかかり、火傷。

軽自動車を修理・整備中に、イグニッションコイルの配線接続部から白
煙。

乗馬クラブにおいて、児童が乗馬体験し、尾てい骨を負傷。

飲食店（10月29日の食事）

飲食店（10月29日の食事）

飲食店（11月7日の食事）



11 令和3年11月3日 サルモネラ属菌 岐阜県

12 令和3年11月 カンピロバクター 鹿児島県

　(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 不明

2 摂取開始2週間後

3 摂取開始3か月後

（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）
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包装不良により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11月5日)

みつば
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11月1日)

豚肉　他（計4件）
異物（スライサーの刃）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月8日／販売地域　愛知県)

清涼飲料水
異物（硝子）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年9月28日／販売地域　埼玉県)

ジュース
包装不良により内容物が発酵し容器が膨張する可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月27日)

届出内容製品名等

指定成分等 主な症状（自己申告を含む）

飲食店（11月2日の食事）

宿泊施設（提供日不明の食事）

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、眩暈、咽頭痛及び軟便
を発症。

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。

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、血小板の数値が大幅
に減少。

焼鳥
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11月4日／販売地域　熊本県)

ジャム（びん詰）（計4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10月26日／販売地域　東京都)

惣菜（焼魚）
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月3日／販売地域　沖縄県)

野菜炒めの素
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29日)

弁当
アレルギー（卵、さば、ごま）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月7日／販売地域　新潟県)

牛肉（計6件）
原料期限切れ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11月1日／販売地域　滋賀県)

調理パン
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月5日／販売地域　愛知県)

焼鳥
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11月4日／販売地域　福岡県)

菓子（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11月4日)

弁当
アレルギー（大豆、ごま、牛肉、りんご）表示が欠落、消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月5日／販売地域　東京都)

惣菜（サラダ）
アレルギー（かに、卵、鶏肉）表示が欠落、消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月5日／販売地域　千葉県)

惣菜（コロッケ）
消費期限及び保存方法を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月7日／販売地域　山口県)

調理パン
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月5日／販売地域　愛知県)

チーズ

味付鶏肉（計2件）
アレルギー（小麦、ごま、大豆、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11月4日／販売地域　千葉県)
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　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

洋菓子
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月12日)

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11月11日／販売地域　佐賀県)

弁当
アレルギー（牛肉、ごま、鶏肉、豚肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月12日／販売地域　愛知県)

洋菓子
包装不良により異物の混入やカビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月12日)

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11月11日／販売地域　熊本県)

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11月11日／販売地域　福岡県)

味付牛肉
冷凍品を冷蔵で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月12日)

しめじ（計2件）
放射性物質基準違反。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月8日／販売地域　宮城県)

菓子パン
アレルギー（ピーナッツ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月8日／販売地域　神奈川県)

弁当
アレルギー（えび、豚肉、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11月9日／販売地域　福岡県)

菓子
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11月9日)

和菓子
食品添加物（ソルビン酸）の誤混入。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月8日／販売地域　石川県)

和菓子（計5件）
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11月8日／販売地域　石川県)

生かき(生食用）
産地及び消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月11日／販売地域　沖縄県)

惣菜（揚げもの）
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11月10日／販売地域　千葉県)

焼菓子
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月6日／販売地域　沖縄県)

味付鶏肉（計2件）
アレルギー（小麦、ごま、大豆、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11月4日／販売地域　神奈川県)

ソーセージ
異物（機械パッキン）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月2日)

肉団子
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11月10日／販売地域　三重県)

弁当
アレルギー（ごま、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月8日／販売地域　東京都)

和菓子（計3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11月7日／販売地域　奈良県)

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11月10日／販売地域　新潟県)

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（レクサス　CT200h）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（5049）
樹脂製燃料タンクにおいて、溶着設備の管理が不適切なため、燃料タンクとインレットパイプ
の接合面が溶着不良となっているものがある。そのため、当該接合面がはがれて、給油時や
満タン時に燃料が漏れるおそれがある。

和菓子
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11月8日／販売地域　東京都)

魚肉練り製品
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月11日)

肉加工品
アレルギー（鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月9日)

惣菜（天ぷら）
アレルギー（えび、いか）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月9日／販売地域　新潟県)

惣菜（えびフライ）
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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。

　

　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11月18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（DS　 DS 7　他）

普通乗用自動車（車体）のリコール。（外-3316）
後席グリップハンドルのスペーサーにおいて、エアバック展開試験の評価が不適切なため、ス
ペーサー（左右）をメタルストラップで車体のブラケットに固定されていない。そのため、カーテ
ンエアバッグ展開時にスペーサーが車体から外れ、スペーサーの鋭利な箇所が車室内にむ
き出しとなり、乗員がケガをするおそれがある。

普通乗用自動車（マツダ　デミオ他）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（5043）
ガソリンエンジン車の低圧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低圧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。


