
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10月11日 放課後児童クラブ 宮城県

2 令和3年10月28日 放課後児童クラブ 鹿児島県

3 令和3年11月1日 保育サービス 静岡県

4 令和3年11月1日 保育サービス 静岡県

5 令和3年11月5日 チョコレート 滋賀県

6 令和3年12月18日 接続具（器具栓用プラグ） 岐阜県

7 令和3年12月22日 ガスコード 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15日 調査中 兵庫県

2 令和3年12月11日 カンピロバクター 神奈川県

3 令和3年12月16日 ノロウイルス 長崎県

4 令和3年12月8日 アニサキス 東京都

5 令和3年12月20日 アニサキス 茨城県

6 令和3年12月20日 アニサキス 長野県

7 令和3年12月20日 ノロウイルス 長崎県

8 令和3年12月9日 アニサキス 神奈川県販売店（12月9日に販売された食品）

乳アレルギーの幼児が、アレルギー（乳）表示のないチョコレートを食べ
たところアナフィラキシーを発症。

飲食店（12月19日の食事）

飲食店（12月18日の食事）

令 和 ４ 年 １ 月 ７ 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

接続具（器具栓用プラグ）が経年劣化により亀裂が入り、漏えいしたガス
がガスストーブの火に引火し、当該器具栓用プラグに焦げ。

ガスファンヒーターのガスコードとガス栓の接続部から漏えいしたガスに
引火し、当該ガスコード等に焦げ。

放課後児童クラブの駐車場において、柵や照明のない側溝に児童が落
ち、腕を骨折。

保育施設において、園庭に置かれていた移動式舞台で遊んでいた幼児
が、当該舞台の床でつまずき転倒し、肩を骨折。

保育施設での避難訓練において、避難車に待機中の幼児が、職員が離
れた隙に当該避難車から落ち、脳震盪。

飲食店（12月15日の食事）

放課後児童クラブの広場において、倉庫として使用していた廃車に児童
が接触し、足を6針縫う裂傷。

飲食店（12月7日の食事）

飲食店（12月15日に販売された食品）

飲食店（12月8日の食事）

飲食店（12月19日の食事）



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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アレルギー（乳、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21日／販売地域　京都府)

洋菓子（計2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21日／販売地域　岩手県)

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)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（えび、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17日／販売地域　静岡県)

味付豚肉（計5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11月22日)

味付牛肉
アレルギー（ごま、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20日／販売地域　千葉県)

焼菓子

あじ（干物）　他（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12月12日／販売地域　福岡県)

洋菓子
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17日／販売地域　北海道)

かに（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12月17日／販売地域　三重県)

寿司
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18日／販売地域　新潟県)

アイスクリーム（計4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12月16日)

菓子
カビによる汚染。
(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、大阪府、兵庫県)

和菓子
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12月13日／販売地域　大阪府)

届出内容製品名等

弁当
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16日／販売地域　福岡県)

調理パン
アレルギー（ごま、大豆、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12月18日／販売地域　埼玉県)

調理パン（計2件）
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16日／販売地域　東京都)

魚介類加工品
冷凍品を冷蔵品で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月20日／販売地域　神奈川県)

弁当
アレルギー（かに、そば、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月17日／販売地域　東京都)

弁当
アレルギー（落花生）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月17日／販売地域　東京都)

魚介類加工品
アレルギー（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20日／販売地域　長野県)

惣菜（フライ）
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12月16日／販売地域　千葉県)

惣菜（揚げもの）
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9日／販売地域　岩手県)

豚肉
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20日／販売地域　東京都)

牛豚合挽（計3件）
異物（プラスチック片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月20日／販売地域　神奈川県、東京都、埼玉県)

生かき(生食用）
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15日／販売地域　福岡県、熊本県、大分県)

弁当
消費期限切れの食材を使用。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月22日／販売地域　東京都)

レトルト食品（おでん）

魚介類加工品（いか）
原材料名及び添加物表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月15日／販売地域　広島県、岡山県)

弁当

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16日／販売地域　福島県)
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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

生鮮わさび
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15日)

即席春雨
未認可の食品添加物を検出。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月21日)

大豆（缶詰）
異物（スポンジ破片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月17日／販売地域　宮城県)

和菓子
賞味期限の誤表示による腐敗の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月22日／販売地域　福岡県、宮崎県)

総菜パン
アレルギー（豚肉、もも）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月21日／販売地域　沖縄県)

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（テスラ　Model 3AWD　他）

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（外-3317）
フロントサスペンション部において、リンクとサブフレームの組付け部（ラテラルリンク）の製造
工程の管理が不適切なため、仕様に合った取付けが行われていないものがある。そのため、
使用過程においてリンクとサブフレームの締結が緩み、走行安定性が損なわれ、 悪の場
合、当該部が破損することで、ハンドル操作が困難となるおそれがある。

側車付き自動二輪車（ALIVEPLUS　 APtrikes125）

側車付き自動二輪車（制動装置）のリコール。（外-3333）
ブレーキキャリパーの固定ボルトにおいて、生産時の作業管理が不適切なため、過剰なトル
クで締付けられているものがある。そのため、当該ボルトが破損した状態で使用を続けるとボ
ルトが緩み、 悪の場合、キャリパが脱落することで制動能力が失われるおそれがある。

普通乗用自動車（フォード　エクスプローラー）

普通乗用自動車（外装）のリコール。（外-3335）
ルーフレールカバーにおいて、取付部のルーフレールカバークリップの材質が不適切なため、
冷熱の繰返しで取付部クリップが破損し剥がれることがある。そのため、浮きや異音が発生
し、 悪の場合、ルーフレールカバーが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

普通乗用自動車（BMW　BMW X5xDrive35d　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3330）
排気ガス再循環装置（EGR）において、バルブフラップ操作用アクチュエーターの製造管理が
不適切なため、ローターが変形をすることにより、バルブフラップの切替え不良になることがあ
る。そのため、バルブフラップの切替えができなくなることで、エンジン警告灯が点灯し、排気
ガスが基準値を満たさなくなるおそれがある。

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12月20日／販売地域　神奈川県)

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12月23日／販売地域　北海道)

漬物
保存温度及びアレルギー（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20日／販売地域　東京都、埼玉県)

おにぎり
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22日／販売地域　岩手県、宮城県)

菓子　他（計27件）
日本語表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月20日／販売地域　福岡県)

魚介類加工品
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15日)

惣菜（いかフライ）
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12月16日／販売地域　群馬県)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（乳、ごま、牛肉、豚肉、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月23日／販売地域　静岡県)

惣菜（唐揚げ）

漬け魚
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月22日／販売地域　愛知県)

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24日／販売地域　群馬県)

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9月9日／販売地域　高知県)

惣菜（和えもの）
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17日／販売地域　東京都)

うなぎ（蒲焼）
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23日／販売地域　沖縄県)
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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（2022年1月7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（ランボルギーニ　アヴェンタドール
LP740-4）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3339）
エンジンオイル冷却用熱交換器の配管において、締付け作業が不適切なため、配管接続部
のボルトが適切なトルクで締め付けされていないものがある。そのため、走行振動等でオイル
配管接続部が外れてオイルが漏れ、 悪の場合、排気管等に接触すると、火災に至るおそ
れがある。


