
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8月21日
その他のサービス（仕掛煙
火）

新潟県

2 令和4年8月26日 障害福祉サービス 宮城県

3 令和4年6月25日
遊園地に設置された遊戯施
設（コースター）

山形県

4 令和3年9月25日 その他のサービス（エステ） 東京都 ※

5 令和4年6月2日 保育サービス 東京都

6 令和4年5月25日 保育サービス 東京都

7 令和4年6月13日 保育サービス 東京都

8 令和4年7月29日 コンタクトレンズ用消毒剤 岡山県

9 令和4年8月17日 コンタクトレンズ用消毒剤 岡山県

10 令和4年8月19日 コンタクトレンズ用消毒剤 岡山県

11 令和4年7月15日 コンタクトレンズ用消毒剤 岡山県

12 令和4年9月6日 コンタクトレンズ用消毒剤 岡山県

13 令和4年9月10日 ソフトコード（迅速継手有り） 東京都

14 令和4年7月26日 低圧進相コンデンサ 滋賀県
ボイラー主電源配電盤内に設置されていた低圧進相コンデンサから発
煙。当該低圧進相コンデンサケースが破損し、一部が溶解。
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　　　　　　　　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

コンタクトレンズ用消毒剤を使用後、コンタクトレンズを装着したところ、
両角膜上皮びらん、両角膜部分混濁を発症。

共同生活援助施設において、職員が利用者に薬を重複して与えてしま
い、当該利用者が薬を誤服用。

事故内容

保育施設において、職員が園外保育先の公園に幼児を残したまま帰園
し、後戻りした職員が当該公園で当該幼児を発見・保護。当該公園から
帰園する際、職員は人数確認をしていなかった。

公園での園外保育中、職員が幼児を見失い、通報により公園外で発見・
保護。

祭りの会場において、仕掛煙火が破裂し、当該煙火を囲んでいた板の
破片が飛び、観客1名が左上腕擦過創を負う。

店舗において、HIFU（ハイフ）を用いた施術を受けたところ、左大腿部に
熱傷。
　（注）HIFU：High-Intensity Focused Ultrasound

保育施設において、幼児が棚の上部に置かれた重さのあるケースから
工作素材を取ろうとしたところ、当該ケースが落下し、左足指に当たり、
骨折。

コンタクトレンズ用消毒剤を使用後、コンタクトレンズを装着したところ、
角膜浮腫、角膜上皮びらんを発症。

コンタクトレンズ用消毒剤を使用後、コンタクトレンズを装着したところ、
両角膜上皮びらん、角膜浮腫、角膜混濁を発症。

コンタクトレンズ用消毒剤を使用後、コンタクトレンズを装着したところ、
両角膜上皮びらんを発症。

コンタクトレンズ用消毒剤を使用後、コンタクトレンズを装着したところ、
両化学眼外傷、両角膜上皮びらんを発症。

遊園地において、児童が遊戯施設（コースター）に乗車中、右カーブで身
体が左に振られ、左肩を座席側面にぶつけ、左肩鎖骨を骨折。現在、原
因を調査中。

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。



15 令和4年9月1日 照明器具 大阪府

16 令和4年4月12日 保育サービス 徳島県

17 令和4年7月22日 充電器 長野県 ※

　(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9月4日 カンピロバクター 大阪府

2 令和4年9月3日 カンピロバクター 大阪府

3 令和4年9月7日 ヒスタミン 長野県

4 令和4年9月14日 アニサキス 千葉県

5 令和4年9月10日 カンピロバクター 熊本県

6 令和4年9月18日 アニサキス 福井県

7 令和4年9月9日 サルモネラ属菌 愛知県

8 令和4年9月12日 ウエルシュ菌 東京都

9 令和4年9月16日 アニサキス 千葉県

10 令和4年9月7日 ウエルシュ菌 東京都

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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飲食店（9月14日の食事）

惣菜（焼き魚）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月10日／販売地域　兵庫県)

鶏肉
異物（金属）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月6日／販売地域　沖縄県)

生鮮ピーマン
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8月26日／販売地域　島根県)

だし昆布（計2件）
異物（虫）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月8日)

飲食店（9月9日の食事）

販売店（9月17日に販売された食品）

飲食店（9月8日の食事）

給食施設（9月12日の食事）

飲食店（9月16日の食事）

原因施設・原因食品

届出内容製品名等

飲食店（9月1日の食事）

飲食店（9月1日の食事）

給食施設（9月7日の食事）

照明器具を使用したところ、接続部分付近から発煙。

保育施設において、テラスに出ていた幼児が開いていた回転窓に額を
ぶつけ、裂傷。当該回転窓は開閉しない運用になっていたが、全開に
なっていた。

コンセントに指した充電器の電源プラグから発煙。

辛子明太子
アレルギー（小麦、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9月11日／販売地域　福島県)

魚介類加工品
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9月10日)

アレルギー（えび、かに、牛肉、鶏肉、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9月12日／販売地域　大阪府)

惣菜（焼き魚）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月10日／販売地域　大阪府)

弁当

蒲鉾
添加物（ソルビン酸）の使用基準違反。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月6日／販売地域　愛媛県)

焼菓子
包装不良により一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月31日／販売地域　鹿児島県)

給食施設（9月7日の食事）
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アレルギー（えび、かに、乳、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月9日／販売地域　神奈川県)

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月8日／販売地域　愛媛県)

弁当

のり加工品（計2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9月12日)

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9月5日／販売地域　岐阜県)

菓子パン
アレルギー（アーモンド、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月10日／販売地域　兵庫県)

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9月10日／販売地域　高知県)

清涼飲料水
キャップ巻締不足による商品の分離及び発酵。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月6日／販売地域　沖縄県)

惣菜（肉料理）
一部商品に加熱不足が発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月8日)

プリン
一部商品にカビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月8日)

味噌加工品
賞味期限切れの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8月31日／販売地域　岩手県)

巻き寿司（計2件）

アレルギー（えび、かに、鶏肉、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9月14日／販売地域　兵庫県)

惣菜（コロッケ）

惣菜（唐揚げ）
アレルギー（卵、乳、鶏肉、魚醤）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月11日／販売地域　高知県)

黒にんにく
一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月15日)

しらす（計2件）
フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月9日／販売地域　愛知県)

昆虫加工品
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月13日)

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8月13日／販売地域　高知県)

赤魚（干物）
保存温度及び賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月11日／販売地域　千葉県)

洋菓子
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9月12日／販売地域　兵庫県)

あさり
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9月8日／販売地域　沖縄県)

惣菜（焼き魚）

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9月8日／販売地域　福島県)

冷凍食品（ピザ）（計2件）

アレルギー（えび、いか、鶏肉、豚肉、もも、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月13日／販売地域　徳島県)

味噌加工品（計2件）
一部商品にカビ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月14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9月10日／販売地域　兵庫県)

菓子パン
アレルギー（小麦、卵、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月30日／販売地域　千葉県)

洋菓子
包装不良による賞味期限内に劣化の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月26日／販売地域　栃木県)

生鮮ほうれん草

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月9日／販売地域　長野県)

洋菓子

一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月12日)

缶詰
異物（虫）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月9日)

洋菓子
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9月12日／販売地域　兵庫県)

焼菓子
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和菓子
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6月28日／販売地域　宮崎県)

惣菜（ピザ）
アレルギー（えび、いか）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月12日／販売地域　東京都)

焼菓子（計3件）
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9月15日／販売地域　愛知県)

魚肉加工品
商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月15日)

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9月12日／販売地域　福岡県、大分県、山口県)

弁当
アレルギー（乳、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9月13日／販売地域　岩手県)

フグ混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月17日／販売地域　神奈川県)

しらす
フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月17日／販売地域　神奈川県)

玄米
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8月30日)

惣菜（炒めもの）
アレルギー（乳、牛肉、鶏肉、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月19日／販売地域　山梨県)

惣菜（炒めもの）
アレルギー（小麦、卵、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9月13日／販売地域　福岡県)

惣菜（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9月19日／販売地域　京都府)

鶏肉
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月17日／販売地域　東京都)

漬物
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9月12日)

和菓子
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9月16日)

調理パン
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9月18日／販売地域　高知県)

菓子パン
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月13日／販売地域　京都府)

惣菜（天ぷら）
アレルギー（えび、いか）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月18日／販売地域　神奈川県)

しらす
フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月17日／販売地域　神奈川県)

しらす
フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月17日／販売地域　神奈川県)

しらす
フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月17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9月18日／販売地域　新潟県)

惣菜（煮物）
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9月15日／販売地域　神奈川県)

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9月17日／販売地域　茨城県)

しらす
フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月17日／販売地域　神奈川県)

魚介類加工品（ししゃも）
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月14日／販売地域　神奈川県)

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

調理パン
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9月16日／販売地域　高知県)

しらす
フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月17日／販売地域　神奈川県)

しらす
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　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（座席及び座席ベルト取付装置）のリコール。（5197）
架装にて交換した後部座席において、座席フレームの強度が不足している。そのため、事故
等の衝撃により、座席が保持できず、車体から外れてしまい、乗員を安全に保護することがで
きないおそれがある。

普通乗用自動車（トヨタ　「フレックス」アレンジST後向）

惣菜（そらまめ）
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月22日／販売地域　兵庫県)

しらす
フグ混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月4日／販売地域　鳥取県)

冷凍食品（タルト）
異物（獣毛）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月20日／販売地域　東京都、神奈川県)

焼菓子（計2件）
カビ発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月14日)

漬物
異物（虫）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月18日／販売地域　神奈川県)

かに
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8月30日／販売地域　福岡県)

食材セット（炒めもの）
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9月19日／販売地域　埼玉県)

味付豚肉
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9月14日／販売地域　福岡県)

惣菜
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9月17日／販売地域　福岡県)

惣菜（揚げもの）（計2件）
アレルギー（卵、えび）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月16日／販売地域　兵庫県)

調理パン
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9月13日／販売地域　三重県)

味噌加工品　他（計6件）
食品表示が欠落、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9月8日／販売地域　福島県)

魚介類加工品
アレルギー（乳、さけ、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9月20日／販売地域　大阪府)

弁当
アレルギー（卵、いくら、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9月16日／販売地域　埼玉県)

惣菜（揚げもの）
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9月20日／販売地域　大阪府)

焼菓子
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月12日／販売地域　東京都)

焼菓子
保存温度表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月18日／販売地域　北海道)

弁当（計2件）
アレルギー（乳、オレンジ、さけ、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月22日／販売地域　東京都、神奈川県)

調理パン（計2件）
アレルギー（えび、いか、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9月22日／販売地域　神奈川県)

しらす
消費期限及び保存温度表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月18日／販売地域　広島県)

しらす
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月20日／販売地域　千葉県)

まぐろ（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9月20日／販売地域　千葉県)

弁当
アレルギー（えび、いか、さば）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月20日／販売地域　神奈川県)

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9月20日／販売地域　兵庫県)
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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9月29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（ボルボ　ボルボ V60　他）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（外-3467）
燃料装置のキャップレスフューエルフィラーインサート（燃料給油口）において、防水設計が不
適切なため、大雨等により燃料装置内部へ雨水が浸入することがある。そのため、燃料ポン
プが腐食し、走行中にエンジン警告灯の点灯、エンジン性能の低下、エンジンストール、エン
ジン始動不良に至るおそれがある。

普通乗用自動車（DS　DS 9　他）

普通乗用自動車（運転者席及び座席）のリコール。（外-3473）
左右フロントシートにおいて、車体に固定するボルトの締付トルクが不十分なものがある。そ
のため使用過程においてボルトが緩み、最悪の場合、衝突時にフロントシートが適切に固定
されないおそれがある。

普通乗用自動車（マツダ　CX-60）

普通乗用自動車（①緩衝装置、②電気装置）のリコール。（5209）
① フロントスタビライザにおいて、コントロールリンクを固定するナットの締付トルクの設定が
不適切なため、段差の乗り越え等でフロントスタビライザに捻じれが加わった際の入力により
締付ナットが緩み、がたつきや異音が発生することがある。そのため、保安基準第14条の緩
衝装置に求められる要件を満たさないおそれがある。
② 電力変換装置（インバータ）において、インバータ起動制御プログラムが不適切なため、エ
ンジンを始動する際にインバータを起動できず、エンジンが始動しないことがある。またハイブ
リッドシステムの異常を知らせるメッセージがメータ内ディスプレイに表示されるおそれがあ
る。

軽自動車（スズキ　キャリイ　他）

軽自動車（座席ベルト）のリコール。（5215）
補修用前席シートベルトの巻取装置において、フォースリミッタ機構の製造不良品を巻取装置
に組み付けたものがある。そのため、衝突時などの際にフォースリミッタが正常に機能せず
シートベルトが引き出され、法規である乗員保護性能を満足しないおそれがある。

普通乗用自動車（ヒュンダイ　NEXO　他）

普通乗用自動車（水素センサー）のリコール。（外-3468）
水素センサーの内部素材が不適切なため、水素反応性が低下してしまうものがある。そのた
め、水素が漏れた際に水素センサーで検出できず、運転者に対して水素漏れの警告ができな
いおそれがある。


