
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1月28日 介護サービス 山形県

2 令和4年5月16日
その他のサービス(マッサー
ジ)

愛知県

3 令和4年4月8日 保育サービス 兵庫県

4 令和4年4月22日 保育サービス 富山県

5 令和4年5月24日
その他のサービス(マッサー
ジ)

岡山県

6 令和4年3月11日 保育サービス 宮崎県

7 令和4年5月25日 接続具 東京都

　(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13日 カンピロバクター 愛媛県

2 令和4年5月21日 クドア・セプテンプンクタータ 石川県

3 令和4年5月16日 アニサキス 東京都

4 令和4年5月 ウエルシュ菌 神奈川県

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）

1

2

令 和 ４ 年 ６ 月 ２ 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

届出内容製品名等

保育施設において、職員が保育室の仕切りに使っていたオルガンをロッ
ク解除せずに動かしたところ、当該オルガンが転倒し、幼児の手に当た
り、指を骨折。

介護施設において、職員が車椅子に利用者を乗せて移動していたとこ
ろ、当該利用者の足を入口角にぶつけ、踵を裂傷。

保育施設において、職員が目を離した際に、保育室の仕切りに使ってい
た棚に幼児がよじのぼったところ、当該棚が倒れ、当該幼児の足が挟ま
れ、指を骨折。

公園での園外保育中、対象年齢に合致していない遊具で幼児が遊んで
いたところ、バランスを崩して転倒し、足を骨折。

ガスこんろを使用したところ、ガス栓付近から発火し、接続具の一部に焦
げ。

整体院において、マッサージの施術を受けたところ、左仙骨付近に痛み
が生じる。帰宅後、痛みが増悪し救急搬送。腰部脊柱管狭窄症を発症。

整体院において、施術中に体位変換したところ、腰の痛みが増悪し救急
搬送。

飲食店（5月10日の食事）

飲食店（5月21日の食事）

販売店（5月16日に販売された食品）

飲食店（5月19日の弁当）

カステラ
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)

生鮮小松菜
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17日／販売地域　神奈川県)
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しらす
添加物（過酸化水素）の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月21日／販売地域　愛知県)

惣菜（春巻）
アレルギー（えび、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5月17日／販売地域　神奈川県)

惣菜（ロースカツ）
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5月22日／販売地域　大阪府)

惣菜（レバニラ）
アレルギー（乳、ごま、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21日／販売地域　埼玉県)

パン
アレルギー（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19日／販売地域　東京都)

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19日／販売地域　東京都)

惣菜（唐揚げ）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月21日／販売地域　茨城県)

ドーナツ（計21件）
異物混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月23日／販売地域　鳥取県)

惣菜（メンチカツ）
アレルギー（卵、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21日／販売地域　埼玉県)

焼菓子（計5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23日／販売地域　岐阜県)

惣菜（春巻）
アレルギー（えび、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11日／販売地域　群馬県)

弁当
アレルギー（乳、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23日／販売地域　神奈川県)

ほっけ（干物）　他（計2件）
冷凍品を解凍された状態で販売。賞味期限内の品質を確保できない。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月23日／販売地域　千葉県)

味付鶏肉（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23日)

調理パン（計2件）
アレルギー（えび、牛肉、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5月24日／販売地域　神奈川県)

たれ
消費期限切れ商品を販売した可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年4月1日／販売地域　沖縄県)

惣菜（揚げもの）
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21日／販売地域　岡山県)

調理パン（計2件）
アレルギー（えび、牛肉、鶏肉、豚肉、りんご、ゼラチン、魚介類）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　三重県)

味付豚肉
アレルギー（魚介類）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月20日／販売地域　千葉県)

生うに（生食用）
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22日／販売地域　埼玉県)

ヨーグルト
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27日)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（えび、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月21日／販売地域　島根県)

生鮮小松菜
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16日／販売地域　神奈川県)

焼菓子
カビによる汚染。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月23日／販売地域　新潟県)

おにぎり
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23日／販売地域　沖縄県)

焼菓子
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25日)

惣菜
賞味期限を誤表示、アレルギー（いか）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月25日／販売地域　新潟県)

ドーナツ
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　長野県)

ジャム（びん詰）
賞味期限切れ商品を販売した可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月15日／販売地域　青森県)
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　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

2

3

4

5

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　E220d　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3412）
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。

蒲鉾（計6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23日)

ホタテ
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22日／販売地域　千葉県)

ほっけ（干物）　他（計2件）
冷凍品を冷蔵ケースで販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年5月23日／販売地域　埼玉県)

餃子
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5月12日／販売地域　埼玉県)

野菜加工品
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27日)

焼菓子
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22日／販売地域　東京都)

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25日／販売地域　長野県)

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25日／販売地域　長野県)

弁当（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24日／販売地域　埼玉県)

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5月27日／販売地域　北海道)

焼菓子
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24日／販売地域　神奈川県)

生鮮ほうれん草
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19日／販売地域　北海道)

漬物
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25日／販売地域　兵庫県、広島県、香川県)

ラーメン（計2件）
アレルギー（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26日／販売地域　東京都、岩手県、青森県)

普通乗用自動車（アルファロメオ　ステルヴィオ　他）

普通乗用自動車（灯火装置）のリコール。（外-3404）
アダプティブヘッドライトを制御するヘッドライトコントロールユニットにおいて、製造管理が不
適切なため、ヘッドライトセンサーのキャリブレーションが適正に実施されていないものがあ
る。そのため、車両の積載状態により、光軸が適正に修正されず、前照灯に係る保安基準第
32 条に適合しないおそれがある。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　ML350　他）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3411）
ブレーキ倍力装置に装着されているラバースリーブにおいて、設計が不適切なためブレーキ
倍力装置のハウジングとの隙間に浸入した水分が長期間排出されず、ハウジングが腐食す
ることがある。そのため、腐食が進むとハウジングに穴が開くことで装置の機能が低下し、必
要なブレーキ踏力が増加したり、制動距離が延びたりする。更に腐食が進むとブレーキ倍力
装置が破損することで、最悪の場合、ブレーキペダルでの制動が不能に至るおそれがある。

自動二輪車（ヤマハ　TRICITY 300）

自動二輪車（スタンディングアシスト）のリコール。（改648）
スタンディングアシストにおいて、改善対策届出番号640による措置を実施しても、措置前と同
様に、スタンディングアシストの解除操作をしてもキャリパーのパッドがディスクから離れず、
自立の補助が維持される場合がある。そのため、最悪の場合、カーブ等で車両を傾けられず
転倒するおそれがある。

普通乗用自動車（メルセデス・ベンツ　C180ステーション
ワゴン　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3399）
エンジンの高圧燃料配管において、組付け時の管理が不適切なため、微細な粒子が燃料
レールとインジェクタ間のシールに挟まっているものがある。そのため、使用過程でシールが
損傷して燃料漏れが発生し、最悪の場合、漏れ出した燃料が高温部位に滴下することで火災
に至るおそれがある。
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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。

　

　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6月2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。

普通乗用自動車（スバル　レヴォーグ　他）

普通乗用自動車（排気ガス再循環装置）のリコール。（5153）
排気ガス再循環装置（EGR）に搭載したEGR 圧力センサにおいて、排気ガスに対する耐力が
不足していたため、排気ガスによる腐食からセンサ出力異常を起こし、警告灯点灯、加速不
良に至ることがあり、最悪の場合、エンジンが始動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R8 V10）

普通乗用自動車（動力伝達装置）のリコール。（外-3406）
動力伝達装置において、生産工場での装置故障によりギヤボックス内のオイル充填量が不
十分なものがある。そのため、クラッチが滑り、最悪の場合、警告メッセージを表示し、動力伝
達が遮断されるおそれがある。また、レース場での走行等過酷な走行を行うと、オイルが泡状
になり、ブリーザーバルブから漏れ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。


