
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12月12日 その他のサービス(大型遊具) 愛知県

2 令和3年8月10日 障害福祉サービス 宮城県

3 令和3年9月6日 障害福祉サービス 宮城県

4 令和3年11月15日 障害福祉サービス 宮城県

5 令和3年10月14日 保育サービス 徳島県

6 令和3年12月8日 迅速継手 兵庫県

　(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12月4日 アニサキス 東京都

2 令和3年11月18日 アニサキス 東京都

3 令和3年11月23日 カンピロバクター 東京都

4 令和3年12月4日 カンピロバクター 石川県

5 令和3年12月6日 カンピロバクター 大阪府

6 令和3年12月16日 調査中 島根県

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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飲食店（12月4日の食事）

菓子
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6日／販売地域　山形県)

巻き寿司
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12月11日／販売地域　長野県)

弁当
アレルギー（えび、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30日／販売地域　神奈川県)

生鮮にら

飲食店（12月4日の食事）

宿泊施設（12月14日、15日の食事）

令 和 ３ 年 12 月 23 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

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8日)

飲食店（12月3日の食事）

乾燥果実
異物（虫）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月10日／販売地域　福島県)

飲食店（11月17日の食事）

商業施設内に設置された大型遊具(すべり台)で遊んでいた幼児が転落
し、救急搬送。腕を骨折。

事故内容

原因施設・原因食品

届出内容製品名等

障害者支援施設において、施錠管理されていなかった厨房に利用者が
入り、食べ物を詰まらせ、受診。

障害者支援施設において、申し送りが徹底されず、利用者がかばんの
ファスナーを噛み取ろうとし、歯を負傷。

障害者支援施設において、送迎車への移動時に、誘導が十分ではなく、
利用者同士の接触等が起き、当該利用者1名が足を負傷。

飲食店（11月21日の食事）

保育施設において、安全マットが敷かれていなかった滑り台で幼児が遊
んでいたところ、当該滑り台から転げ落ち、腕を骨折。

ガスこんろの点火操作をした際、迅速継手の接続部分より漏えいしたガ
スに引火し、当該迅速継手の一部に焦げ。
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巻き寿司
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13日)

ちらし寿司
アレルギー（いか、いくら）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月11日／販売地域　北海道)

鶏肉
食品添加物ではない消毒薬を使用。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月8日／販売地域　宮崎県)

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

牛乳（計9件）
一部の商品に味や匂いに異変が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月10日)

生かき(生食用）
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12月8日／販売地域　山形県)

魚介類加工品（さば）
腐敗変敗の可能性、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6日／販売地域　福岡県)

ドレッシング
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10日／販売地域　山口県)

ブランデー（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12月16日／販売地域　福島県)

惣菜（焼きそば）
アレルギー（えび、ごま、魚介類）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月14日／販売地域　東京都)

洋菓子（計7件）
冷蔵品の適正管理温度誤り。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月1日／販売地域　滋賀県)

洋菓子
冷蔵品の適正管理温度誤り。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月1日／販売地域　滋賀県)

和菓子
冷蔵品の適正管理温度誤り。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月1日／販売地域　滋賀県)

春菊
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14日)

惣菜（計6件）
冷蔵品の適正管理温度誤り。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月1日／販売地域　滋賀県)

惣菜（パスタ）
冷蔵品の適正管理温度誤り。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月1日／販売地域　滋賀県)

冷凍食品（餃子）
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12月11日／販売地域　神奈川県)

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12月7日／販売地域　三重県)

パン
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14日／販売地域　福島県)

鶏卵
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13日／販売地域　東京都、神奈川県)

鯨肉加工品
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月14日／販売地域　大阪府、兵庫県)

弁当
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11月27日／販売地域　静岡県)

キムチ
異物（ビニール片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月14日)

惣菜（米料理）
食材の一部を未加熱で販売した可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月16日／販売地域　神奈川県)

辛子明太子
着色料を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月15日／販売地域　栃木県)

乳飲料
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10日／販売地域　鹿児島県)

ぽん酢（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14日／販売地域　広島県)

味付牛肉
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15日／販売地域　東京都)

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12月14日／販売地域　東京都)

春菊
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14日)

殻付かき
成分規格不適合（大腸菌数）。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月16日)

弁当
アレルギー（乳、鶏肉、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15日／販売地域　東京都)

菓子パン　他（計6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12月13日／販売地域　東京都)
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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。

　

　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23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（フォルクスワーゲン　ポロ1.0/70kW 他）

普通乗用自動車（その他）のリコール。（外-3334）
ダッシュボードにおいて、助手席用エアバッグ作動時の開口部のカバーをダッシュボードと結
合するネットの編込みが不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、低温環
境下（-15℃以下）でダッシュボードが冷えている場合、衝突等により助手席用エアバッグが作
動した際、当該カバーがダッシュボードから剥がれ、フロントウインドーにダメージを与えるほ
か、最悪の場合、エアバッグの膨張が不完全となり、乗員が負傷するおそれがある。

軽自動車（スズキ他　エブリイ　他）

軽自動車（灯火装置）のリコール。（5071）
前照灯において、車両製造工場の光軸検査設備で、受光器の設定位置が不適切な状態で光
軸の調整、検査を行ったものがある。そのため、光軸が保安基準を満足していないおそれが
ある。

自動二輪車（ホンダ　Rebel 1100　他）

自動二輪車（原動機）のリコール。（5076）
原動機の冷却装置において、ラジエータキャップを成型する金型の管理が不適切なため、フィ
ラーネックとの掛かり代が小さくなり、シール性が不足したものがある。そのため、そのまま使
用を続けると、オーバーフローチューブから高温の冷却水が噴き出し、最悪の場合、火傷する
おそれがある。

普通乗用自動車（ポルシェ　718 Boxster　他）

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（外-3313）
緩衝装置において、左右リヤアクスルキャリアサイドセクションの鋳造が不適切なため、強度
が不足しているものがある。そのため、当該部品が走行中に破損し、最悪の場合、ハンドル
操作が正常に行えなくなるおそれがある。

自動二輪車（ハスクバーナモーターサイクルズ　TE250i
他）

自動二輪車（制動装置）のリコール。（外-3329）
制動装置において、ブレーキパッドを保持しているパッドピンの脱落防止クリップの設計が不
適切なため、走行中に当該クリップが外れてしまうことがある。そのため、パッドピンが横方向
にスライドしてしまい、ホイールスポークと接触することでブレーキキャリパーが損傷し、最悪
の場合ブレーキパッドが脱落することで制動力を失うおそれがある。

普通乗用自動車（Cadillac　SRX）

普通乗用自動車（リアサスペンション）のリコール。（外-3331）
リアサスペンションにおいて、リアサスペンションの修理等を行った際にナットの締付トルクが
不適切なため、緩みが発生することがある。そのため、リアトーリンクにガタが生じて分離し、
最悪の場合、走行安定性が損なわれ事故を起こす可能性がある。

菓子パン
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月14日／販売地域　青森県)

パン
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11月26日／販売地域　高知県)

混合茶
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12月16日)

佃煮
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16日)

魚肉練り製品（計5件）
アレルギー（卵）表示及び保存温度表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月16日／販売地域　鹿児島県)

生鮮きゅうり
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30日／販売地域　神奈川県)


