
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4年3月16日 ソフトコード（迅速継手有り） 神奈川県

2 令和4年5月2日 ゴム管 大阪府

3 令和4年5月5日 ガス湯沸器 兵庫県

4 令和4年4月27日 ガスふろがま 神奈川県

5 令和3年12月29日 遊戯施設（トランポリン） 大阪府

6 令和4年4月17日 ガスこんろ 埼玉県

7 令和4年5月3日 ガスふろがま 埼玉県

8 令和4年4月26日 乗合バス 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4年4月 カンピロバクター 栃木県

2 令和4年4月26日 ウエルシュ菌 群馬県

3 令和4年4月24日 サルモネラ属菌 千葉県

4 令和4年4月19日 カンピロバクター 東京都

5 令和4年5月1日 クドア・セプテンプンクタータ 大分県

6 令和4年5月2日 ノロウイルス 静岡県

7 令和4年4月 カンピロバクター 東京都

8 令和4年5月9日 アニサキス 鳥取県

走行中に当該乗合バスのエンジン内から発煙。車両停車後、乗客が車
外に避難。

ガスこんろを使用したところ、当該ガスこんろ付近から発火し、当該ガス
こんろ等の一部に焦げ。

ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、滞留したガスに引火し、当
該ガスふろがまの外面が破損。

飲食店（4月20日の食事）

販売店（5月8日に販売された食品）

飲食店（4月23日の食事）

飲食店（4月16日の食事）

令 和 ４ 年 ５ 月 19 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

ガスこんろを使用したところ、ソフトコード（迅速継手有り）ソケット部の異
物により漏えいしたガスに引火し、当該ソフトコード等に焦げ。

飲食店（4月21日の食事）

ガス栓を誤開放した状態でガスこんろを使用したところ、漏れたガスに引
火し、ゴム管等に焦げ。

ガス栓を誤開放した状態でガス湯沸器の点火操作をしたところ、漏れた
ガスに引火し、当該ガス湯沸器等の一部に焦げ。

ガスふろがまの点火操作を繰り返したところ、滞留したガスに引火し、当
該ガスふろがまの前面が変形・脱落。

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

飲食店（提供日不明の食事）

飲食店（5月1日の食事）

給食施設（4月25日～27日の食事）



9 令和4年5月8日 調査中 岐阜県

10 令和4年5月3日 アニサキス 神奈川県

11 令和4年5月2日 カンピロバクター 長野県

12 令和4年5月10日 アニサキス 佐賀県

13 令和4年4月23日 大腸菌Ｏ166 東京都

14 令和4年5月8日 アニサキス 長崎県

15 令和4年5月6日 ノロウイルス 大阪府

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）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

飲食店（4月30日の食事）

飲食店（5月9日の食事）

飲食店（4月23日の弁当）

飲食店（提供日不明の食事）

飲食店（5月5日の食事）

惣菜（唐揚げ）
アレルギー（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30日／販売地域　長野県)

飲食店（5月8日の食事）

惣菜（焼魚）
未加熱で販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月27日／販売地域　石川県)

焼菓子
一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年1月6日／販売地域　沖縄県)

一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年3月1日／販売地域　沖縄県)

賞味期限内の安全性が保てない。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月28日)

和菓子

飲食店（5月2日の食事）

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5月2日／販売地域　宮城県)

ちまき
アレルギー（小麦、ごま、大豆、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30日／販売地域　愛知県)

しらす

保存条件により品質劣化の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月28日)

清涼飲料水

菓子（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29日／販売地域　福岡県)

ちまき
アレルギー（小麦、ごま、大豆、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5月1日／販売地域　愛知県)

ハンバーグ
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28日)

ちまき
アレルギー（小麦、ごま、大豆、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30日／販売地域　三重県)

ちまき
アレルギー（小麦、ごま、大豆、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30日／販売地域　愛知県)

味付牛肉
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30日／販売地域　愛知県)

届出内容製品名等

弁当
カビが発生した食材が混入した可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月30日)

レトルト食品（スープ）

同一工場で製造された他商品からサルモネラ菌が検出。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月15日／販売地域　東京都)

しいたけ
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4年5月2日)

うどん
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27日)

味付豚肉
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5月2日／販売地域　三重県)
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加工わさび
賞味期限切れ商品を販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月1日／販売地域　長野県)

焼豚
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22日／販売地域　長野県)

巻き寿司
アレルギー（かに、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月3日／販売地域　福岡県)

ソーセージ
異物（散弾銃弾のようなもの）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月21日)

チョコレート
基準値を上回るアフラトキシンを検出。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月9日)

弁当
消費期限及び保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月6日／販売地域　福岡県)

弁当
アレルギー（さば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月9日／販売地域　埼玉県)

弁当
アレルギー（乳、牛肉、豚肉、りんご、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5月7日／販売地域　熊本県)

焼菓子
賞味期限切れ商品を販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月9日／販売地域　大分県)

弁当
消費期限及び保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月6日／販売地域　福岡県)

弁当
消費期限及び保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月6日／販売地域　福岡県)

麻婆豆腐の素
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4年5月10日)

いか（加熱用）
消費期限及び保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月10日／販売地域　福岡県)

しらす
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月9日／販売地域　京都府)

惣菜（春巻）
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月7日)

弁当
アレルギー（卵、乳、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5月9日／販売地域　埼玉県)

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4年5月9日／販売地域　大阪府)

ゼリー（計14件）
商品の膨張、腐敗菌の繁殖の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月2日)

和菓子（計5件）
一部商品に異物（金属ねじ）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月7日／販売地域　長野県、山梨県、京都府)

しらす
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　大分県)

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4年5月6日／販売地域　埼玉県、神奈川県、東京都)

アレルギー（小麦、卵、乳、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月5日／販売地域　福岡県)

惣菜（揚げもの）
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4月29日／販売地域　栃木県)

パン
アレルギー（卵、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月8日／販売地域　岩手県)

調理パン
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月20日／販売地域　三重県)

惣菜（サラダ）
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5月1日／販売地域　福岡県)

焼鳥
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月9日／販売地域　東京都)

おにぎり（計3件）

惣菜（グラタン）

餅
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28日／販売地域　広島県)

カットフルーツ
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　山梨県、静岡県、長野県)
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　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

2

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5月10日／販売地域　大阪府)

さけ（切り身）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月5日／販売地域　島根県)

惣菜（南蛮漬け）
アレルギー（えび、かに、小麦）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月11日／販売地域　三重県)

カットフルーツ
異なる食材（りんご）が混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月27日)

いか（加熱用）
消費期限及び保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月8日／販売地域　鹿児島県)

焼売
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5月12日／販売地域　東京都)

惣菜（計5件）
異物（包丁の刃の一部）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月8日／販売地域　沖縄県)

馬肉（計3件）
賞味期限切れ小袋（生姜）を貼付して販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月3日／販売地域　山梨県)

ベーコン
消費期限切れ商品を販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月11日／販売地域　広島県)

コーヒー（計2件）
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8日)

和菓子
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5月4日)

調理パン
アレルギー（鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月9日／販売地域　北海道)

米菓
賞味期限を誤表示、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30日／販売地域　東京都)

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（年少者用補助乗車装置）のリコール。（外-3393）
年少者用補助乗車装置において、後部中央座席用シートベルトバックルの配線の取り回しが
不適切なため、ISOFIX 取り付け金具フックと配線が干渉することがある。そのため、年少者
用補助乗車装置が正しく固定できないおそれがある。

普通乗用自動車（アウディ　アウディRS e-tron GT　他）

普通乗用自動車（アウディ　アウディ Q5 40TDIq　他）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3394）
リヤシートの下に取り付けられているデータバスダイアグノシスインターフェースにおいて、リ
ヤシートにこぼした液体の水分や、車体底部のシーリングが不十分なため、大雨時や深い水
たまりを走行した際に浸入した水分により、データバスダイアグノシスインターフェース内で短
絡が発生することがある。そのため、警告灯が点灯するとともに、エンジンが出力を抑える緊
急走行モードに入ったり、パワーステアリングのアシスト力が減少したりするおそれがある。

チョコレート（計4件）
異物（ガラス片）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月13日)

山菜
放射性物質基準違反。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月13日／販売地域　山形県)

洋菓子（計2件）
一部商品にカビが発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月13日)

調味料
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月12日)

めかぶ
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月12日／販売地域　宮城県)

惣菜（唐揚げ）
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5月12日／販売地域　東京都、神奈川県)

なます
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4年5月11日／販売地域　東京都)

ゼリー
包装不良による液漏れ等の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月12日)
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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（三菱　デリカ）

普通乗用自動車（乗降口）のリコール。（5141）
電動スライドドアの車外開閉用スイッチにおいて、製造不良によりゴムキャップに亀裂が入っ
ているものがあり、亀裂部からスイッチ内部に浸入した水分により通電することがある。その
ため、停車時や極低速走行時等の特定条件下で、意図せずスライドドアが開閉するおそれが
ある。

普通乗用自動車（三菱　デリカ　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（5142）
エンジンECUにおいて、制御プログラムが不適切なため、EGR(排気ガス再循環装置)経路内
にデポジットが多く堆積することがある。そのため、堆積したデポジットにより、EGR経路内の
排気ガスの流量が低下し、エンジン警告灯が点灯してアイドリングストップ機能が停止するお
それがある。または、堆積し硬質化したデポジットが剥がれ落ち、吸気バルブに噛み込むこと
により、エンストし再始動できなくなるおそれがある。

　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5月19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。


