
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9月17日
ガス栓及びソフトコード（迅速
継手有り）

千葉県

2 令和4年9月19日 ガス湯沸器 奈良県

3 令和4年9月13日 液晶テレビ 兵庫県

4 令和4年6月18日 飲食店の料理 東京都

5 令和2年5月30日 ベッド 北海道 ※

6 令和4年3月31日 放課後児童クラブ 千葉県

7 令和4年9月24日 ソフトコード（迅速継手有り） 東京都

8 令和4年9月22日 ガス栓及びゴム管 兵庫県

9 令和4年9月22日 ガス湯沸器 栃木県

　(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17日 ウエルシュ菌 山口県

2 令和4年9月25日 調査中 兵庫県

3 令和4年9月8日（初発） カンピロバクター 東京都

4 令和4年9月22日 カンピロバクター 大阪府飲食店（9月20日の食事）

飲食店において、児童が乳製品を使用していないことを確認して注文し
た料理に乳製品が使用されており、喫食後、アナフィラキシーを発症し、
救急搬送。

放課後児童クラブにおいて、児童が鉄製の防火扉に指を挟み、骨折。当
該防火扉は、当該放課後児童クラブの出入口に使われており、危険で
はないかとの指摘があったが、ストッパー設置等の安全対策が不十分で
あった。

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）等を溶解。

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、ゴム管に焦げ。

ガス給湯器を使用したところ、小規模な爆発が生じ、当該ガス給湯器の
前面扉が一部破損。

令 和 ４ 年 10 月 ６ 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（9月24日の食事）

ガスこんろを使用したところ、ガス栓付近から発火し、当該ガス栓及びソ
フトコード（迅速継手有り）の一部に焦げ。

飲食店（9月5日～13日の食事）

液晶テレビから発煙。

給食施設（9月17日の食事）

ガス給湯器を使用したところ、当該ガス湯沸器接続箇所から発火し、当
該ガス湯沸器等の一部に焦げ。

店舗で購入したベッドを使用したところ、頭痛、めまい等の体調不良が発
生。病院を受診したところ、化学物質過敏症と診断。



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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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25日／販売地域　東京都)

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9月25日／販売地域　北海道)

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9月20日／販売地域　広島県)

たらこ
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23日／販売地域　愛知県)

弁当
アレルギー（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24日／販売地域　千葉県)

アレルギー（乳、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月24日／販売地域　長野県)

惣菜
アレルギー（卵、乳、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月25日／販売地域　兵庫県)

焼菓子（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9月23日／販売地域　神奈川県)

鶏肉

弁当

商品の消費期限より1日短い賞味期限の原料を一部使用。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月22日／販売地域　宮城県)

アレルギー（乳、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11日／販売地域　神奈川県)

弁当

惣菜（唐揚げ）

届出内容製品名等

ラーメン
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23日／販売地域　広島県)

ラーメン（計2件）

うずらの卵
賞味期限切れの商品を販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月22日／販売地域　長野県)

アレルギー（えび、卵、いか、ごま、さば、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22日／販売地域　東京都)

寿司

食肉製品の製造基準違反の可能性、食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月22日／販売地域　大阪府)

漬け魚
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22日／販売地域　茨城県)

焼菓子（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9月23日／販売地域　東京都)

アレルギー（ごま）表示が欠落、賞味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9月25日／販売地域　兵庫県)

惣菜

焼菓子

即席スープ
異物（シバンムシ）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月19日)

辛子明太子
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22日／販売地域　茨城県)

冷凍食品（惣菜）
商品に消毒剤が付着した可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月20日)

納豆
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23日)

惣菜（サラダ）
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25日／販売地域　東京都、神奈川県)

さんま
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25日／販売地域　埼玉県)

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9月21日／販売地域　沖縄県)

惣菜（豚肉料理）

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23日／販売地域　広島県)

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9月25日／販売地域　茨城県)

佃煮

ハム（計2件）

アレルギー（くるみ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月24日／販売地域　長野県)

具材の加熱不足による商品の劣化。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月23日／販売地域　高知県、愛媛県)

惣菜（揚げもの）
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きのこ
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9月29日／販売地域　山形県)

惣菜（グラタン）
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9月28日／販売地域　東京都)

とうもろこし加工品　他（計2件）
日本語表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月22日／販売地域　大阪府)

惣菜（揚げもの）（計2件）
アレルギー（卵、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28日／販売地域　兵庫県)

たれ
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28日）

ジュース（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9月24日）

つゆ　他（計5件）
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29日

カット野菜
異物（ビニール片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月22日)

ソーセージ（計2件）
営業許可範囲外での食肉製品の販売。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月13日)

うどん（計2件）
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28日)

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28日／販売地域　徳島県)

パン（計4件）
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4日／販売地域　沖縄県)

きのこ

ソーセージ（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9月27日／販売地域　沖縄県)

惣菜
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18日／販売地域　島根県)

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9月28日／販売地域　山形県)

惣菜（たこ焼き）
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　熊本県)

惣菜（唐揚げ）
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22日／販売地域　埼玉県)

しらす（計2件）
フグ混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月26日／販売地域　東京都、千葉県)

レトルト食品（焼き魚）
包装不良により賞味期限内の品質が保てなくなるおそれ。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月30日)

チョコレート（計2件）
添加物（ソルビン酸カリウム）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24日)

きのこ（計9件）
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9月27日)

調理パン（計4件）
消費期限切れの食材を使用。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月27日／販売地域　滋賀県)

あじ（刺身用）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月29日／販売地域　山口県）

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9月29日／販売地域　福岡県)

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9月29日／販売地域　熊本県)

魚介類加工品（えび）
自主基準を上回る一般生菌数を検出。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月30日)

洋菓子（計4件）
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28日)

魚介類加工品（ほたて）
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2日／販売地域　宮城県）

さけ（刺身用）
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9月26日／販売地域　宮城県)

肉加工品
賞味期限切れの原料を使用。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月29日／販売地域　新潟県）
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　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

2

３．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。

　

　「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。

アイスクリーム
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9月30日)

普通乗用自動車（ポルシェ　Taycan　他）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3465）
ブレーキブースター警告装置において、インストルメントクラスタのプログラムが不適切なた
め、ブレーキブースターの故障時に警告灯が点灯せず、警告メッセージ確認後には誤った警
告灯が点灯し、保安基準に適合しないおそれがある。

自動二輪車（デイトナ　アルミリアクッション）
後付け部品として販売したアルミリアクッションの車体連結部分にあるゴムブッシュの嵌合が
緩く抜けやすくなっていることがある。そのため、走行中にガタ付きや異音を発生させるおそ
れがある。また、最悪の場合、当該部品が外れてしまうおそれがあるため、自主改善。

　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10月6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。

製品名等 届出内容

冷凍食品（肉団子）
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9月29日


