News Release
令

和

４

年

４

月

28

日

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

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。

１．事故情報
(1) 事故情報（下記(2)を除く）
事故発生日

事故内容

製品名等

発生都道府県

令和4年3月4日

介護サービス

介護施設において、職員が悪寒の訴えのあった利用者の肌にお湯の
入ったペットボトルを直接置いたため、当該利用者の胸部に火傷。

2 令和4年3月3日

保育サービス

保育施設の園庭において、対象年齢に合致していない遊具で遊んでい
沖縄県
た幼児が当該遊具から落ち、鎖骨を骨折。

3 令和3年12月1日

保育サービス

保育施設の園庭において、職員の配置がない中、遊具で遊んでいた幼
東京都
児が当該遊具から落ち、鼻骨を骨折。

1

埼玉県

(2) 事故情報（食中毒情報）
原因施設・原因食品

事故発生日

病因物質

発生都道府県

1 令和4年4月7日

給食施設（提供日不明の食事）

カンピロバクター

広島県

2 令和4年4月18日

飲食店（4月17日の弁当）

アニサキス

福井県

3 令和4年4月1日（初発）

飲食店（3月31日、4月2日の弁当）

ウエルシュ菌

東京都

4 令和4年4月13日

給食施設（4月12日の食事）

ウエルシュ菌

愛知県

5 令和4年4月9日

飲食店（4月8日の弁当）

アニサキス

京都府

6 令和4年4月15日

飲食店（4月14日の食事）

ノロウイルス

長野県

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）
製品名等

届出内容

1 CBDオイル（計2件）

製造許可範囲外での生産。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月11日)

2 野菜加工品（計3件）

冷蔵品を常温で販売。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月15日／販売地域 神奈川県)

3 惣菜（ピザ）（計5件）

アレルギー表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月10日／販売地域 静岡県)

4 おにぎり（計2件）

アレルギー（えび、卵、乳、鶏肉、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4月15日／販売地域 千葉県)

5 弁当

アレルギー（卵、いか、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月14日／販売地域 高知県)

6 弁当

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4年4月15日／販売地域 沖縄県)

7 惣菜（牛皿）

賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月15日)

8 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4年4月11日／販売地域 栃木県)

9 辛子明太子 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4年4月17日／販売地域 福岡県)

10 弁当

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4年4月18日／販売地域 岩手県)

11 魚介類加工品（いか）

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月14日／販売地域 千葉県)

12 巻き寿司

アレルギー（卵、さけ、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月18日／販売地域 神奈川県)

13 ドーナツ（計5件）

アレルギー（小麦、卵、乳、落花生、大豆、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月17日／販売地域 山梨県)

14 弁当

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月17日／販売地域 福岡県)

15 惣菜（揚げもの）

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4年4月10日／販売地域 千葉県)

16 焼菓子

異物（プラスチック片）混入。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月18日／販売地域 神奈川県)

17 ココナッツ

冷蔵品を常温で販売
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月11日／販売地域 長野県)

18 巻き寿司

添加物（食用赤色102号）の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月18日)

19 あじ

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月15日／販売地域 福岡県)

20 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4年4月18日／販売地域 東京都)

21 焼菓子

アレルギー（くるみ、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月20日／販売地域 東京都)

22 サラダチキン

異なる商品の包材を使用。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月19日)

23 味付豚肉

アレルギー（豚肉）表示等が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月20日／販売地域 大阪府)

24 あじ（干物）

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月19日／販売地域 京都府)

25 生鮮ししとう

成分規格不適合（残留農薬）で廃棄、積み戻し等を指示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月18日)

26 活あかがい

麻痺性貝毒検出で廃棄、積み戻し等を指示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月18日)

27 生鮮マンゴー

成分規格不適合（残留農薬）で廃棄、積み戻し等を指示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月19日)

28 CBDオイル（計2件）

製造許可範囲外での生産。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月18日)

29 えび

保存温度及び消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月19日／販売地域 茨城県)

30 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4年3月17日／販売地域 東京都)

31 かき

保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月21日／販売地域 愛知県)

32 缶詰（カレー）

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4月19日)

33 缶詰（カレー）

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4月19日)

34 缶詰（カレー）

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4月19日)

35 缶詰（カレー）

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4月19日)

36 惣菜（ピザ）（計4件）

アレルギー表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月10日／販売地域 静岡県)

37 惣菜（味付玉子）

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月18日／販売地域 長野県)

38 肉加工品

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4年4月19日／販売地域 愛知県)

39 肉加工品

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4年4月19日／販売地域 愛知県)

40 ハーブティー

甘味料（アスパルテーム）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年3月29日)

41 惣菜（あじフライ）

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月21日)

42 豚もつ

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月20日／販売地域 埼玉県)

43 うどん

うどんのセット商品に誤ってそばをセット。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月22日／販売地域 兵庫県、東京都)

(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）
製品名等

届出内容

1 普通乗用自動車（BMW BMW X3 xDrive20d 他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3390）
正規ディーラー向けに配信されたプログラムが不適切なため、修理時に車両の故障診断ソフ
トウェアが誤ったプログラムで書き換えられたことにより、センサー信号が誤って解釈される可
能性がある。そのため、エンジンのトルク低下につながり、エンジンが停止するおそれがあ
る。

2 普通乗用自動車（スズキ クロスビー）

普通乗用自動車（その他）のリコール。（5136）
ルーフアンテナの車両への組付指示が不適切なため、異なる形状のルーフアンテナが組み
付けられ、車両の全高値が認証届出と異なるものがある。

3 普通乗用自動車（VW ゴルフ 他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3391）
原動機において、上部に取り付けられたカバー（エンジンカバー）取付け箇所の強度が不十分
なため、車両の経過年数や使用状況（非常にスポーティな走行や路面の悪いオフロード走
行）によって、カバーが外れることがある。そのため、エンジンルーム内でカバーが移動して
ターボチャージャー等の高温箇所に触れると溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがあ
る。

4 普通乗用自動車（アウディ アウディTT）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3392）
原動機において、上部に取り付けられたカバー（エンジンカバー）取付け箇所の強度が不十
分なため、車両の経過年数や使用状況（非常にスポーティな走行や路面の悪いオフロード走
行）によって、カバーが外れることがある。そのため、エンジンルーム内でカバーが移動して
ターボチャージャー等の高温箇所に触れると溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがあ
る。

5 自動二輪車（カワサキ KLX230S）

自動二輪車（制動装置）のリコール。（5146）
前輪の制動装置において、組立時の部品管理が不十分なため、寸法の異なるブレーキディス
クが組み付けられているおそれがある。その場合、協定規則第78号の技術的な要件（制動装
置試験の基準）に適合せず、安全に減速できないおそれがある。

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。
「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。
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4月28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。

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

