
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12月28日 保育サービス 滋賀県

2 令和4年3月28日 保育サービス 島根県

3 令和4年5月12日 ガス給湯暖房機（RF式） 福岡県

4 令和4年3月23日 遊戯施設 愛知県

5 令和3年11月3日 ベビーフェンス 千葉県

　(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5月6日 アニサキス 千葉県

2 令和4年5月11日 アニサキス 長崎県

3 令和4年5月13日 アニサキス 長崎県

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）
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ベビーフェンスを跨ごうとした際に、当該ベビーフェンスの開閉部分の鋭
利な突起部分を足で踏み、足裏を負傷。

令 和 ４ 年 ５ 月 26 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

販売店（5月5日に販売された食品）

製品名等 届出内容

保育施設の手洗い場で意識混濁の幼児を職員が発見。診断の結果、子
どもの手の届くところに設置されていた消毒液を当該児が口に入れ、急
性アルコール中毒を発症していたことが判明。

合同保育中の幼児が、職員が目を離した際に玩具の持込みを認めてい
ない狭い空間に玩具を持ったまま入り、バランスを崩して転倒。左指を骨
折。

飲食店（提供日不明の食事）

遊戯施設において、スタッフの乗車説明が不十分な状態で幼児がアトラ
クションに乗車したところ、乗車中に当該幼児が転倒し、額を1針縫う裂
傷。

ガス給湯暖房機の排気トップが誤って塞がれたまま当該ガス給湯暖房
機を着火したところ、爆発音がし、当該ガス給湯暖房機が変形。

異臭が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月27日／販売地域　沖縄県)

ソーセージ（計3件）
適温外の温度帯で販売した可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月3日／販売地域　沖縄県)

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15日／販売地域　新潟県)

弁当（計2件）
アレルギー（乳、そば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月14日／販売地域　群馬県)

惣菜（南蛮漬け）
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13日／販売地域　神奈川県)

惣菜（メンチカツ）

販売店（販売日不明の食品）

弁当
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辛子明太子
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5月8日／販売地域　神奈川県、静岡県)

惣菜（コロッケ）
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5月13日／販売地域　静岡県)

豚肉
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月17日／販売地域　静岡県、愛知県)

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5月17日／販売地域　新潟県)

味噌（計3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5月12日)

惣菜
アレルギー（鶏肉、もも、やまいも、りんご、魚醤）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月15日／販売地域　三重県)

豚肉（計2件）
消費期限まで品質を保てない可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月16日／販売地域　神奈川県)

生鮮にら
血液凝固阻止薬服用者への注意表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月14日)

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5月11日／販売地域　千葉県)

ところてん
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14日／販売地域　北海道)

弁当
アレルギー（そば、いか、さけ、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14日／販売地域　東京都)

ちくわ
異物（金属片）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月16日／販売地域　福岡県、山口県)

豆腐（計4件）
異物（害虫）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月17日／販売地域　鹿児島県)

惣菜（唐揚げ）（計2件）
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16日／販売地域　東京都)

弁当
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17日／販売地域　福岡県)

弁当
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5月17日／販売地域　長野県)

惣菜（春巻）
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4年5月16日／販売地域　神奈川県)

カットフルーツ（計2件）
保存温度表示及び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17日／販売地域　岡山県)

ソーセージ
異物（ゴム片）混入。
(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)

チーズ
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16日)

惣菜（炒めもの）
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5月15日／販売地域　東京都)

惣菜（唐揚げ）
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5月3日／販売地域　沖縄県)

牛豚合挽肉
アレルギー（牛肉）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　沖縄県)

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5月14日／販売地域　鳥取県)

惣菜（カツ）（計2件）
アレルギー（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6日／販売地域　沖縄県)

辛子明太子
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5月11日／販売地域　新潟県)

惣菜（カレー）
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13日／販売地域　神奈川県)

ししゃも
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18日／販売地域　奈良県)

ベーコン
保存温度表示が欠落、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28日／販売地域　沖縄県)

惣菜（炒めもの）
アレルギー（小麦、卵、乳、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月10日／販売地域　東京都)

佃煮
アレルギー（小麦、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12日／販売地域　沖縄県)
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　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）
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チョコレート
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18日)

巻き寿司
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19日／販売地域　岐阜県)

普通乗用自動車（座席）のリコール。（外-3403）
後席のスライド式シートレールにおいて、レールのアライメントが不整合な状態で取り付けら
れ、座席固定溝の位置が僅かにずれているため、座席が確実に固定されていないものがあ
る。そのため、衝突時に座席が動き、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。また、当該
レール後端にストッパーが取り付けられていないものがあり、座席を最後位置に移動した場
合、カーペットを傷付けることがある。

普通乗用自動車（マクラーレン　マクラーレン ELVA）

普通乗用自動車（リアホイールアーチライナー）のリコール。（外-3405）
設計時のレイアウト検証が不十分なため、リアホイールアーチライナー（ホイールハウスカ
バー）の一部が、振動によりリアブレーキパッド装着位置センサーのケーブルと接触するおそ
れがあり、最悪の場合ケーブルが損傷しブレーキワーニングランプを点灯させる可能性があ
る。

食用油脂（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5月12日)

食用油脂（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5月12日)

CBDオイル（計3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)

干し芋
包装不良によりカビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月2日／販売地域　奈良県)

カステラ（計2件）
包装不良によりカビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月20日)

ヨーグルト
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4年5月19日)

ドーナツ（計2件）
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17日／販売地域　神奈川県)

寿司
アレルギー（小麦、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月18日／販売地域　山形県)

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3387）
オンボードチャージャー及びEVCU（エレクトリックドライブトレーンスーパーバイザー ECU）に
おいて、オンボードチャージャーの基板の接続及びEVCU のソフトウエアが不適切なため、オ
ンボードチャージャーに一時的な電圧変動が発生し、EV システムの故障と判断してしまい、
警告灯点灯、警告メッセージの表示、及びモーターの作動停止が発生するおそれがある。こ
のため、車両が走行中に停止し、停止後すぐに再始動できなくなるおそれがある。

普通乗用自動車（プジョー　e-208　他）

軽自動車（スズキ　ワゴンR）

軽自動車（乗車装置）のリコール。（5152）
前席ドアにおいて、ドアラッチ及びストライカの設定が不適切なため、側面衝突時にサイドエア
バッグが展開するとドアラッチが変形するものがあり、最悪の場合、ドアラッチとストライカの噛
合いが解除され、前席ドアが開くおそれがある。

普通乗用自動車（ベントレー　フライングスパー W12　他）

普通乗用自動車（前席シートベルト）のリコール。（外-3402）
助手席において、不適切なデータ管理により、自動ロック付巻き取り機能（ALR機能）が備わっ
ていない誤った仕様のシートベルトが装着されているものがある。そのため、助手席にチャイ
ルドシートを取り付けた際、適切に拘束できず、最悪の場合、車両衝突時にチャイルドシート
の乗員が負傷するおそれがある。また、運転席においては、自動ロック付巻き取り機能（ALR
機能）が備わっている誤った仕様のシートベルトが装着されているものがある。

普通乗用自動車（ベントレー　ベンティガ V8　他）

パン（計2件）
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5月19日／販売地域　北海道)

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5月2日／販売地域　大阪府)

味付豚肉
アレルギー（小麦、大豆、豚肉）表示が欠落、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20日／販売地域　神奈川県)

山菜
別の植物（ヤエザキオオハンゴンソウ）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月20日／販売地域　東京都)

菓子（計4件）
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4月25日)

ヨーグルト
カビ発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月20日)

惣菜
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18日／販売地域　福島県)



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5月26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。


