
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28日 マルチタップ 和歌山県

2 不明 マルチタップ 和歌山県

3 令和3年11月15日 照明器具 大阪府

4 令和3年11月24日 自転車 千葉県

5 令和3年11月19日
ＡＣアダプター（ノートパソコン
用）

大阪府

6 令和3年8月18日 保育サービス 神奈川県

7 令和3年3月23日 フライパン 静岡県

8 令和3年12月1日 ガス湯沸器 愛知県

9 令和3年12月3日 ガス湯沸器 東京都

10 令和3年12月6日 ガス湯沸器 東京都

11 令和3年12月5日 普通乗用自動車 佐賀県

12 令和3年11月2日 保育サービス 北海道

13 令和3年12月11日 遊戯施設（トランポリン） 大阪府

　(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11月24日 サルモネラ属菌 福岡県

2 令和3年11月30日 セレウス菌 徳島県

3 令和3年11月17日 カンピロバクター及びサルモネラ属菌 東京都

4 令和3年12月6日 アニサキス 和歌山県

飲食店（11月30日の弁当）

保育施設において、歩行が安定しない幼児が歩いて運動遊びをしてい
たところ、バランスを崩し、脛骨を骨折。

飲食店（11月14日の食事）

販売店（12月5日に販売された食品）

ノートパソコンを使用中、当該パソコンとＡＣアダプター（ノートパソコン
用）の接続部から白煙。

遊戯施設のトランポリンで遊んでいたところ、着地時に右膝を負傷し、救
急搬送。

普通乗用車の自動スライドドアを閉めたところ、児童の指を挟み、救急
搬送。

フライパンで揚げものを調理中、当該フライパンが反対側に傾いて、そ
の中の油が指にかかり火傷。
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　　　　　　　　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

使用中のマルチタップから発煙し、当該マルチタップの一部が溶融。

使用中のマルチタップから発煙し、当該マルチタップの一部が溶融。

照明器具の内部が変色。

ガス湯沸器の点火操作を繰り返したところ、当該ガス湯沸器上部から発
火し、換気扇フィルターの一部等に焦げ。

ガス湯沸器の点火操作を繰り返したところ、当該ガス湯沸器排気部から
発火し、換気扇フィルターの一部に焦げ。

自転車で走行中、突然ブレーキがかかり、かつハンドルもロックされたま
ま電柱に激突し、負傷。

消費者が設置したガス湯沸器と接続具の接続不良により漏えいしたガ
スに引火し、当該ガス湯沸器の一部に焦げ。

保育施設において、片付け忘れたボールで遊んでいた幼児が転倒し、
脛骨を骨折。

事故内容

原因施設・原因食品

販売店（11月23日に販売された食品）



5 令和3年11月13日 カンピロバクター 神奈川県

6 令和3年11月24日 腸管出血性大腸菌Ｏ157 静岡県

7 令和3年11月28日 カンピロバクター 東京都

8 令和3年12月1日 ウエルシュ菌 長野県

　(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

（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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わらび水煮　他（計3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12月1日／販売地域　山形県)

アレルギー（えび、かに、小麦、卵、いか、さば、鶏肉、豚肉、牛肉）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／販売地域　宮城県)

ミネラルウォーター

海藻加工品

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12月1日／販売地域　山形県)

惣菜（煮物）

品質表示を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月15日)

かつお（刺身用）
産地等を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月2日／販売地域　東京都)

だし巻き玉子　他（計2件）
アレルギー（小麦、さば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月3日)

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23日)

厚揚げ

弁当
アレルギー（ごま、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月4日／販売地域　山梨県、長野県、静岡県)

ジャム（びん詰）

ブラックコホシュ
左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、胃にポリープ、胃潰瘍
を発症。

指定成分等 主な症状（自己申告を含む）

給食施設（11月22日～24日の食事）

飲食店（11月26日の食事）

給食施設（12月1日の食事）

生鮮ほうれん草
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12月1日／販売地域　愛知県)

食材セット（炒め物）
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12月3日／販売地域　東京都、神奈川県、静岡県)

漬物
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12月1日)

漬物
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12月4日／販売地域　福島県、神奈川県)

蒲鉾（計2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12月1日／販売地域　宮崎県)

わらび水煮
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12月1日／販売地域　山形県)

ふき水煮

飲食店（11月10日の食事）

届出内容製品名等

惣菜（揚げもの）
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12月3日／販売地域　愛知県)

惣菜（ピザ）（計2件）
アレルギー（えび、かに、いか、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12月3日／販売地域　神奈川県)

アレルギー（オレンジ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月3日)

菓子詰め合わせ
アレルギー等の食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月24日)

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12月5日)
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パン
アレルギー（卵、乳、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月6日／販売地域　東京都)

惣菜（パスタ）
アレルギー（えび、小麦、いか、オレンジ、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月6日／販売地域　東京都)

調理パン
アレルギー（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12月6日／販売地域　長野県)

蒲鉾
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12月7日／販売地域　埼玉県)

惣菜（カレー）
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12月3日／販売地域　東京都)

弁当
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12月6日／販売地域　長野県)

菓子パン

食品表示の一部が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月7日／販売地域　三重県、奈良県)

餃子

チーズ
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12月3日)

ねぎ
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月5日／販売地域　大阪府、兵庫県)

甘酒
一部商品に異物（カビのようなもの）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月6日／販売地域　宮崎県)

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10月20日)

カレー（計2件）
冷蔵品を常温で販売したことによる劣化の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月22日／販売地域　福島県)

冷蔵品を常温で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月3日／販売地域　石川県)

焼菓子（計2件）
一部商品に異物（針金）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和3年11月10日)

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16日／販売地域　山口県)

牛肉
アレルギー（小麦、乳、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12月8日／販売地域　埼玉県)

甘酒　他（計10件）
容器殺菌のために使用した薬剤の使用期限切れによる殺菌不足の可能性及び使用水の塩
素濃度が不十分。
(自主回収に着手した年月日　令和3年10月20日／販売地域　香川県)

さば（みりん漬け）
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12月10日／販売地域　神奈川県)

穀物加工品
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12月8日)

焼菓子
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12月1日／販売地域　長野県)

中華まんじゅう
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月8日／販売地域　福井県、岐阜県、愛知県)

たれ
一部商品に、酵母残存・増殖による容器膨張。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月6日)

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12月4日)

豚肉

牛肉
アレルギー（小麦、乳、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12月8日／販売地域　北海道)

惣菜（コロッケ）（計2件）
アレルギー（かに、卵、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12月7日／販売地域　神奈川県)

のり巻き（計2件）
アレルギー（乳、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12月4日／販売地域　東京都)

いか（煮物用）　他（計3件）
保存温度表示が欠落、保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月2日／販売地域　鹿児島県)

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12月9日)



　(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。

　

　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12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。

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（アウディ　アウディTT クーペ1.8T クワト
ロ）

普通乗用自動車（エアバッグ装置）のリコール。（外-3328）
運転者席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、吸湿防止が不適切なため、ガ
ス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰返し
た場合など、エアバッグ作動時に正常に展開せず、乗員が負傷するおそれがある。

普通乗用自動車（ボルボ　ボルボ S60　他）

普通乗用自動車（エアバッグ装置）のリコール。（外-3310）
運転席エアバッグのインフレーター（膨張装置）について、長期間にわたり高温多湿な環境下
にさらされると、当該インフレーターに湿気が蓄積することがある。そのため、エアバッグ展開
時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷
するおそれがある。

普通乗用自動車（ベントレー　ベンテイガ Ｖ8）

普通乗用自動車（助手席シートベルト）のリコール。（外-3324）
助手席シートベルトの巻取り機構において、一部構成部品の寸法評価が不適切なため、チャ
イルドシート用ロック機能が正しく作動しないものがある。そのため、車両衝突時にチャイルド
シートを適切に拘束することができず、最悪の場合、チャイルドシートの乗員が負傷するおそ
れがある。


