
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4年1月3日
その他のサービス(マッサー
ジ)

山梨県

2 令和3年11月18日 保育サービス 高知県

3 令和3年12月17日 ヘアドライヤー 福岡県

4 令和3年11月24日 保育サービス 愛知県

5 令和4年1月14日 ガスこんろ 神奈川県

6 令和4年1月22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4年1月8日 カンピロバクター 熊本県

2 令和4年1月 アニサキス 神奈川県

3 令和4年1月12日 ノロウイルス 埼玉県

4 令和4年1月1日 カンピロバクター 広島県

5 令和4年1月9日 アニサキス 神奈川県

6 令和4年1月 ヒスタミン 鹿児島県

7 令和4年1月 アニサキス 神奈川県

8 令和4年1月15日 ノロウイルス 長野県

9 令和4年1月9日 カンピロバクター 熊本県

10 令和4年1月13日 カンピロバクター 熊本県

11 令和4年1月18日 アニサキス 千葉県

12 令和4年1月13日 ノロウイルス 広島県

飲食店（1月14日の弁当）

飲食店（1月7日の食事）

販売店（1月12日に販売された食品）

飲食店（1月17日の食事）

飲食店（1月12日の弁当）

飲食店（1月15日の食事）

事故内容

原因施設・原因食品

マッサージ店において、マッサージの施術を受けたところ、右肩を脱臼し
救急搬送。

保育施設において、職員が幼児が押し入れにいることに気付かず戸を
閉めたところ、当該幼児の指を挟み、骨折。

飲食店（1月10日の食事）

飲食店（1月7日の食事）

保育施設の園庭において、幼児が劣化したタイヤに乗っていたところ、
転倒し、腕を骨折。

ヘアドライヤーを使用中、当該ヘアドライヤーと配線の接続部が脱落し、
ショート。

ガス栓の不使用側を誤開放したままガスこんろを使用したため、漏えい
したガスに引火し、レンジフードのフィルター等に焦げ。

令 和 ４ 年 １ 月 27 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

遊戯施設のトランポリンで遊んでいたところ、転倒し右肩を負傷し、救急
搬送。

飲食店（1月11日の弁当）

飲食店（12月29日の食事）

飲食店（1月8日の食事）

給食施設（1月12日の食事）



　(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10月12日頃

2 不明

3 不明

4 令和3年9月24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）
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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4年1月15日／販売地域　高知県)

巻き寿司
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月19日／販売地域　福岡県)

生鮮魚介類（計2件）
賞味期限を誤表示、賞味期限切れの商品を販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月10日／販売地域　佐賀県)

焼豚
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4年1月7日／販売地域　東京都)

総菜パン

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月11日／販売地域　鹿児島県)

主な症状（自己申告を含む）

スナック菓子

ハム
異物（微小の金属粉）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月13日)

スナック菓子
高濃度のグリコアルカロイドを検出。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月18日)

洋菓子（計5件）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月13日／販売地域　北海道)

弁当
アレルギー（乳、鶏肉、バナナ、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4年1月17日／販売地域　広島県)

魚肉練り製品
食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月5日／販売地域　新潟県)

成分規格不適合（残留農薬）の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月17日)

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4年1月17日／販売地域　東京都)

惣菜
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4年1月14日／販売地域　神奈川県)

惣菜（唐揚げ）
アレルギー（乳、大豆、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月15日／販売地域　神奈川県)

ピーナツ豆腐

発泡炭酸飲料
酵母菌の加熱殺菌不足の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和3年12月29日)

届出内容製品名等

プエラリア・ミリフィカ

ブラックコホシュ

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、肝機能の数値上昇。

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、臨床検査値が異常。

指定成分等

左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、吐気・嘔吐、不正性器
出血を発症。

左記指定成分等を含む健康食品を摂取後、血中のプロラクチンの
増加、母乳の分泌を発症。

魚介類加工品（いわし）
シロサバフグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月19日／販売地域　愛知県、岐阜県、三重県)

カット野菜
異物（金属片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月19日)

アレルギー（ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月17日／販売地域　埼玉県)

生鮮魚介類（計40件）
消費期限を誤表示、消費期限切れの商品を販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月4日／販売地域　千葉県)

惣菜（コロッケ）
アレルギー（えび、かに、ゼラチン）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月17日／販売地域　宮城県)



21

22

23

24

25

26

27

28

29

　(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（テスラ　Model S）

普通乗用自動車（車体）のリコール。（外-3342）
フロントトランクにおいて、第二ラッチの取付部の設計が不適切なため、仕様にあった篏合が
されていないものがある。そのため、運転者が意図せず第一ラッチを開放した場合、第二ラッ
チが機能しないことにより、フロントのトランクフードが開放し、ドライバーの視界を妨げるおそ
れがある。

いくら
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月11日／販売地域　静岡県、愛知県)

マカダミアナッツ
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月21日)

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4年1月17日／販売地域　岡山県)

惣菜（計3件）
適温外の温度帯で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月13日／販売地域　三重県)

　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（2022年1月27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）

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（外-3340）
緩衝装置のエアスプリングストラットにおいて、製造時に当該ストラットの加工不良により、保
持クリップを組み付ける溝が正しく加工されていないものがある。そのため、保持クリップが
溝に確実に嵌っておらず、最悪の場合、当該クリップが外れ、エアスプリング内の空気が漏
れることにより、警告灯が点灯するとともに車高が下がるおそれがある。

普通乗用自動車（FCA）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（外-3341）
燃料装置において、燃料供給パイプに取り付けられる燃料圧力温度センサーの取付ハウジ
ングの製造管理が不適切なため、ハウジングの強度が不足しているものがある。そのため、
使用過程において、当該ハウジングに亀裂が生じて燃料が漏れ燃圧異常の警告灯が点灯
し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

普通乗用自動車（ダイハツ　ロッキー　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（5084）
ハイブリッド車において、発電に用いるエンジンの制御コンピュータのプログラムが不適切な
ため、走行中にエンジンが停止した直後の加速時に再始動できないことがある。そのため、エ
ンジン警告灯が点灯して加速不良となり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、
バッテリ残量不足により走行不能になるおそれがある。

惣菜（中華めん）（計2件）
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4年1月21日)

惣菜（豚肉料理）
賞味期限切れの商品を販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月1日／販売地域　沖縄県)

惣菜（唐揚げ）
アレルギー（乳、大豆、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月17日／販売地域　神奈川県)

のり加工品
原材料を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月17日／販売地域　岡山県、鳥取県)

めかぶ
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月19日／販売地域　愛知県)


