
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4月18日 公共施設（体育館） 福岡県

2 令和4年6月 軽自動車 岐阜県

3 令和4年6月10日 障害福祉サービス 埼玉県

4 令和4年3月20日 自転車 東京都

5 令和4年6月23日 ソフトコード（迅速継手有り） 東京都

6 令和4年 ソフトコード 大阪府

7 令和4年5月14日 放課後児童クラブ 富山県

　(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6月12日 カンピロバクター 宮城県

2 令和4年6月9日 カンピロバクター 大阪府

3 令和4年6月7日 カンピロバクター 東京都

4 令和4年6月13日 アニサキス 北海道

5 令和4年6月15日 サルモネラ属菌 沖縄県

6 令和4年6月16日 カンピロバクター 埼玉県

7 令和4年6月4日 アニサキス 東京都

8 令和4年6月14日 カンピロバクター 長野県

9 令和4年6月8日 アニサキス 東京都

10 令和4年6月17日 調査中 宮城県

自転車で走行中、フロントフォークが破断して転倒し、救急搬送。右肋骨
骨折。

飲食店（6月4日の食事）

令 和 ４ 年 ６ 月 30 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

飲食店（6月10日の食事）

障害者支援施設において、排便介助のために利用者をおむつ交換ベッ
ドに寝かせていたところ、職員が目を離した際に当該利用者が床に転落
し唇を負傷し、救急搬送。

飲食店（6月7日の食事）

飲食店（6月12日の食事）

販売店（6月14日、15日に調理した弁当）

飲食店（6月14日の食事）

飲食店（6月4日の食事）

飲食店（6月11日の食事）

飲食店（6月7日の食事）

宿泊施設（6月16日の食事）

放課後児童クラブにおいて、窓の近くに設置された運動器具で遊んでい
た児童が、窓から屋外の地面に落下し、脳震盪及び前頭骨骨折。

体育館において、バスケットボールの試合中に転倒したところ、転倒時
の衝撃で剥離した床材の一部（木片）が左太ももに刺さり、全治2週間の
負傷。

軽自動車で走行中、警告灯が点灯したため停車したところ、ボンネットか
ら発煙。

ガスこんろを使用中に、何らかの要因で当該ソフトコードに焦げ。

ガスこんろを使用したところ、ガス栓付近から発火し、当該ソフトコード
（迅速継手有り）の接続部の一部に焦げ等。



11 令和4年6月14日 カンピロバクター 愛媛県

12 令和4年6月23日 アニサキス 宮城県

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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辛子明太子（計2件）
アレルギー（大豆）表示及び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6月14日／販売地域　福岡県)

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20日／販売地域　東京都)

惣菜（チキンカツ）
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6月16日／販売地域　神奈川県)

氷菓　他（計6件）

カット野菜
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月20日／販売地域　東京都、神奈川県)

惣菜（コロッケ）
アレルギー（卵、乳、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6月17日／販売地域　高知県)

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6月19日／販売地域　大阪府)

弁当
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6月18日／販売地域　神奈川県)

弁当

惣菜（ピザ）（計3件）
アレルギー（小麦、卵、乳、大豆、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6月18日／販売地域　山梨県)

スナック菓子
添加物（ポリソルベート）の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月17日)

焼菓子
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6月21日)

焼菓子（計2件）
異物（繊維状の塊）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月21日)

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6月13日／販売地域　香川県、愛媛県、兵庫県)

巻き寿司

鶏卵

惣菜（炒めもの）
アレルギー（りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月16日)

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月17日)

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月17日／販売地域　福島県)

ハンバーグ
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6月16日／販売地域　千葉県)

ジュース
成分規格不適合（大腸菌群）。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月4日／販売地域　沖縄県)

氷菓　他（計2件）
製造基準に適合しない方法で製造。
(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)

アイスミルク（計2件）
異物（シリコン片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月14日／販売地域　福島県)

飲食店（6月11日の食事）

販売店（6月22日に販売された食品）

届出内容製品名等

弁当

アレルギー（牛肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月17日／販売地域　香川県)

惣菜（コロッケ）
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6月19日／販売地域　福島県)

つゆ
添加物（アセスルファムＫ）の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月21日)

たれ
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6月14日／販売地域　高知県)

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6月22日／販売地域　新潟県)
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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6月22日／販売地域　新潟県)

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6月22日／販売地域　新潟県)

弁当
消費期限を誤表示、アレルギー（かに、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月21日／販売地域　大阪府)

魚介類加工品（いか）（計5件）
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6月23日)

調味料
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6月22日)

さば（干物）
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6月21日)

惣菜（コロッケ）（計2件）
アレルギー（かに、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月21日／販売地域　神奈川県)

おにぎり
アレルギー（ごま）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月11日／販売地域　千葉県)

ほっけ（干物）
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6月18日／販売地域　大分県)

弁当
アレルギー（そば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月17日／販売地域　埼玉県)

和菓子
加熱殺菌不足の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月20日)

魚介類加工品（いわし）
フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月23日／販売地域　愛知県)

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6月15日／販売地域　千葉県)

焼菓子
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6月15日／販売地域　東京都)

和菓子（計6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6月21日／販売地域　神奈川県)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（乳、さば、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月22日／販売地域　山口県)

和菓子
加熱殺菌不足の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月20日)

和菓子
加熱殺菌不足の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月20日)

弁当（計5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6月17日／販売地域　千葉県)

弁当
アレルギー（えび、さば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月23日／販売地域　神奈川県)

漬け魚
賞味期限表示及び保存方法表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月24日／販売地域　愛知県)

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6月23日／販売地域　広島県)

弁当
アレルギー（えび、豚肉、魚介類）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月22日／販売地域　東京都)

寿司
アレルギー（えび、いか、いくら）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年6月13日／販売地域　神奈川県)

鶏卵
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6月24日／販売地域　愛知県)

豆菓子
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6月24日)



　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

2

　

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30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。

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（トヨタ　bZ4X　他）

普通乗用自動車（走行装置）のリコール。（5177）
タイヤを取り付けるハブボルトにおいて、急旋回や急制動の繰返し等で、当該ボルトが緩む可
能性がある。そのため、そのままの状態で走行を続けると、異音が発生し、最悪の場合、タイ
ヤが脱落するおそれがある。

自動二輪車（ホンダ　Gold Wing）

自動二輪車（原動機）のリコール。（5170）
手動変速機を搭載した車両において、エンジン制御コンピュータの点火時期制御プログラム
が不適切なため、スロットル全閉でクラッチレバーを握る際の握り幅が小さい状態を保持する
と、点火時期が遅れることがある。そのため、エンジン回転数が低下し、エンストするおそれが
ある。


