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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

1 令和4年4月24日

遊戯施設（トランポリン）

遊戯施設のトランポリンで遊んでいたところ、着地した際に腰部を負傷
し、救急搬送。腰椎圧迫骨折。

2 令和4年4月24日

遊戯施設（トランポリン）

遊戯施設のトランポリンに併設されたクッションマットの斜面から当該トラ
大阪府
ンポリンへ転落した幼児が、右手首を負傷し、救急搬送。

3 令和4年4月13日

医療サービス（整骨院）

電気療法及びマッサージの施術を受けたところ、翌日、胸部痛が出て、
神奈川県
救急搬送。右胸部挫傷。

4 令和4年2月10日

保育サービス

公園での園外保育中、幼児が公園に設置された大人用健康器具にぶら
沖縄県
下がったところ、当該器具から落下し、右肘を骨折。

5 令和4年4月25日

遊戯施設（トランポリン）

遊戯施設のトランポリンで遊んでいたところ、顔面を打撲し、救急搬送。 大阪府

6 令和4年3月17日

障害福祉サービス

障害者支援施設において、車椅子からベッドへの移乗介助の際に、職
員の支えが不十分なため利用者に負荷がかかり、胸椎を圧迫骨折。

7 令和4年3月25日

保育サービス

保育施設において、幼児が室内に入ろうとした際に他児が扉を閉めたと
ころ、当該幼児の指が挟まれ骨折。当該施設では、扉の指はさみ防止ス 東京都
トッパーをかけ忘れていた。

8 令和4年2月12日

保育サービス

保育施設において、走ってきた幼児の足が職員の履いている固いス
ニーカーに当たり、足の指を骨折。

大阪府

宮城県

東京都

(2) 事故情報（食中毒情報）
事故発生日

原因施設・原因食品

病因物質

発生都道府県

1 令和4年4月21日

飲食店（提供日不明の食事）

クドア・セプテンプンクタータ

大分県

2 令和4年4月12日

飲食店（4月10日の食事）

カンピロバクター

熊本県

3 令和4年4月

飲食店（4月11日の食事）

アニサキス

東京都

4 令和4年4月21日

販売店（提供日不明の食品）

アニサキス

長崎県

5 令和4年4月14日

飲食店（4月12日の食事）

カンピロバクター

東京都

6 令和4年4月23日

飲食店（4月22日の食事）

アニサキス

千葉県

7 令和4年4月22日

宿泊施設（4月22日の食事）

黄色ブドウ球菌

大阪府

8 令和4年4月15日

販売店（4月14日に販売された食品）

カンピロバクター

福岡県

9 令和4年4月

飲食店（4月17日の食事）

カンピロバクター

徳島県

10 令和4年4月27日

飲食店（4月26日の食事）

アニサキス

石川県

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 つゆ

無許可製造。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月22日／販売地域 愛知県)

2 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4年4月22日／販売地域 埼玉県)

3 惣菜

アレルギー（小麦、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4年4月23日／販売地域 東京都)

4 惣菜（餃子）

アレルギー（卵、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23日／販売地域 群馬県)

5 たけのこ

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日 令和3年10月11日／販売地域 愛知県)

6 パン

消費期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月25日／販売地域 長野県、群馬県)

7 ラーメン

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23日／販売地域 岡山県)

8 ゆでたまご

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24日／販売地域 大阪府)

9 牛肉

異物（金属）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和4年3月16日／販売地域 兵庫県)

10 ジュース

賞味期限を超過した商品を販売。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月25日／販売地域 新潟県)

11 総菜パン 他（計9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12日／販売地域 三重県)

12 弁当

アレルギー（えび、オレンジ、牛肉、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月21日／販売地域 大阪府)

13 焼菓子

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4年4月22日)

14 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4年4月25日／販売地域 神奈川県、東京都)

15 鶏卵

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9日／販売地域 岡山県)

16 総菜パン

異物（乾燥剤シリカゲル）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月26日)

17 焼菓子（計10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4年4月22日／販売地域 京都府)

18 たれ

一部商品に液漏れ発生。
(自主回収に着手した年月日 令和4年3月30日)

19 惣菜

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25日／販売地域 三重県)

20 焼鳥

消費期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月23日／販売地域 東京都)

21 厚揚げ

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26日)

22 惣菜（揚げもの）

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11日／販売地域 千葉県)

23 焼豚

アレルギー（小麦、卵、乳、ごま、さば、豚肉、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26日／販売地域 三重県)

24 和菓子（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4年4月26日／販売地域 福島県)

25 おにぎり

アレルギー（小麦、ごま、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26日／販売地域 長野県)

26 味噌

無許可の施設で商品をパック詰め。
(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)

27 ドレッシング

一部商品に暴発、膨張発生。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月13日)

28 焼鳥

アレルギー（卵、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月25日／販売地域 千葉県)

29 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4年4月26日／販売地域 東京都)

30 しじみ

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7日)

31 菓子パン 他（計60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4月22日／販売地域 福岡県)

32 寿司

アレルギー（えび、かに）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月27日／販売地域 神奈川県)

33 さけ（切り身）

消費期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日 令和4年4月28日／販売地域 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（ジープ グランドチェロキーL）

普通乗用自動車（後部座席）のリコール。（外-3395）
後部座席のシートバックフレームにおいて、製造管理が不適切なため、チャイルドシートを固
定するテザーアンカーの溶接が不足しているものがある。そのため、テザーアンカーの固定
強度が不足し、チャイルドシートが適切に固定できないおそれがある。

2 普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ CLS220d 他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3397）
ディーゼルエンジンに搭載されているクーラントポンプにおいて、軸受けシールの設計が不適
切なため、作動の制御が行われている負圧回路へ冷却水が浸入し、負圧回路の関連部品が
作動不良を起こすことがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯する、出力が低下する、
ブレーキ倍力装置の機能が低下する等の不具合が発生し、排気ガスの再循環装置(EGR)制
御用の電磁バルブに作動不良が発生した場合においては、MIL点灯と共に排ガスが悪化し、
更に短絡が発生すると発熱して周囲を溶損させることで、最悪の場合、火災に至るおそれが
ある。

普通乗用自動車（乗員補助拘束装置）のリコール。（外-3398）
SRS(乗員補助拘束装置)コントロールユニットにおいて、製造時の取付けが不適切なため、確
3 普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ S5004MATIC 他） 実に固定されていないものがある。そのため、事故等の衝突時にエアバッグが適切に展開し
ない、あるいは走行中の振動で正しくない加速度値を検出することで突然エアバッグが展開
し、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

4 自動二輪車（トライアンフ トライデント）

自動二輪車（サイドスタンド）のリコール。（外-3400）
サイドスタンドにおいて、材質管理が不適切なため本体の強度が不足している。そのため使
用過程で本体が湾曲し、サイドスタンド使用中にオートバイが転倒するおそれがある。

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5月12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

