
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11日 保育サービス 東京都

2 令和4年8月8日 保育サービス 埼玉県

3 令和4年6月7日 保育サービス 東京都

4 令和4年10月6日 ガスコード 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9月24日 カンピロバクター 和歌山県

2 令和4年9月24日 カンピロバクター 大阪府

3 令和4年9月19日 カンピロバクター 沖縄県

4 令和4年9月28日 調査中 和歌山県

5 令和4年9月29日 植物性自然毒（クワズイモ） 大分県

6 令和4年9月8日 不明 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

3

4

菓子
異物（金属片）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月29日／販売地域　京都府)

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　佐賀県)

バター（計2件）
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30日)

製品名等

飲食店（9月22日の食事）

保育施設において、幼児が園外に出たことに職員が気付かず、通報に
より発見・保護。

保育施設において、幼児が園外に出たことに職員が気付かず、通報に
より発見・保護。

飲食店（9月17日の食事）

飲食店（9月28日の弁当）

飲食店（9月22日の食事）

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。

冷凍養殖カエル
成分規格不適合で廃棄、積み戻し等を指示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月28日)

販売店（9月29日～10月3日に販売された食品）

ガスファンヒーターのガスコードとガス栓の接続部から漏えいしたガスに
引火し、当該ガスコードの接続部に焦げ。

飲食店（9月8日の弁当）

令 和 ４ 年 10 月 14 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
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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10月2日／販売地域　神奈川県)

調理パン
アレルギー（えび、魚介類）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)

和菓子（計2件）
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10月3日／販売地域　滋賀県、大阪府、石川県)

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10月3日／販売地域　岐阜県)

いか

うなぎ（蒲焼）

焼菓子
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10月3日)

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29日／販売地域　埼玉県)

えび
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10月2日／販売地域　長野県)

惣菜（唐揚げ）（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10月2日／販売地域　岡山県)

惣菜（天ぷら）（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10月2日／販売地域　神奈川県)

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28日／販売地域　福岡県)

豚肉　他（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29日／販売地域　埼玉県)

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)

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)

焼鳥
アレルギー（乳、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月4日／販売地域　神奈川県)

ジュース
成分規格不適合（パツリン）。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月3日)

アレルギー（かに、卵、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月2日／販売地域　新潟県)

寿司

洋菓子（計2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10月3日／販売地域　岡山県)

惣菜（コロッケ）（計2件）
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10月3日／販売地域　大阪府)

魚介類加工品（いか）（計3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10月5日)

惣菜（揚げもの）
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30日／販売地域　神奈川県)

惣菜（揚げもの）
アレルギー（いか、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月3日／販売地域　神奈川県)

惣菜（唐揚げ）

焼菓子（計3件）
包装不良によりカビ発生。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月23日)

惣菜（揚げもの）
加熱調理不足。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月4日／販売地域　長野県)

惣菜（コロッケ）

アレルギー（卵、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10月3日／販売地域　東京都)

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10月3日／販売地域　長野県)

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10月1日／販売地域　兵庫県、大阪府、和歌山県)

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　宮崎県)

寿司
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10月2日／販売地域　東京都)

冷凍食品（シーフードミックス）
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月4日／販売地域　神奈川県)
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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10月6日／販売地域　埼玉県)

焼菓子（計7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10月7日／販売地域　大分県)

餃子
加熱調理表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月6日／販売地域　神奈川県)

惣菜（天ぷら）
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10月5日／販売地域　福岡県)

焼菓子（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9月28日／販売地域　石川県)

和菓子（計4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30日／販売地域　東京都、神奈川県)

焼きそば（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10月2日)

そば（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10月2日)

中華めん
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月2日)

うどん（計3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10月2日)

和菓子（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10月6日／販売地域　大分県)

プリン（計3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10月1日／販売地域　福井県)

加熱用を生食用と誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月5日／販売地域　神奈川県)

ジュース
異物（金属）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年8月10日)

うどん
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月3日／販売地域　京都府)

漬け魚
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27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10月3日／販売地域　千葉県)

惣菜
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10月3日／販売地域　千葉県)

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　宮崎県)

佃煮
アレルギー（小麦、大豆）表示が欠落、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10月3日／販売地域　兵庫県)

惣菜（ハンバーグ）

惣菜（たこ焼き）

生麩
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10月4日／販売地域　滋賀県、京都府、大阪府)

寿司
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月4日／販売地域　東京都)

惣菜（いかフライ）（計2件）
アレルギー（えび、かに、卵、乳、いか）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月4日／販売地域　大阪府)

菓子（計3件）
包装不良により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10月5日)

魚介類加工品（さけ）
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　新潟県)

魚肉練り製品
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10月4日／販売地域　兵庫県)

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17日／販売地域　宮崎県)

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　宮崎県)

惣菜（コロッケ）
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10月5日／販売地域　福岡県)

生かき
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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

6

7

8

　

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。

　

普通乗用自動車（キャデラック　XT6）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（外-3474）
車両製造工場において、フューエルポンプコネクターの嵌合状態を確認する点検に用いた衝
撃検査により、フューエルタンク内のロールオーバーバルブが脱落してしまった可能性があ
る。このバルブが脱落した状態で、車両事故などで車が横転した場合、ガソリンが外に漏れる
おそれがあり、最悪の場合車両火災につながるおそれがある。

普通乗用自動車（シボレー　コルベット　他）

普通乗用自動車（電装品装置）のリコール。（外-3475）
自動ヘッドランプシステムに使用している周囲光センサーが、明るい環境下での出力電圧が
設定よりも低いため、ボディコントロールモジュールが周囲照度の状態を正しく判定できなくな
り、すれ違い用前照灯が常時点灯してしまう可能性がある。

普通乗用自動車（ニッサン　ノート）

普通乗用自動車（減速機）のリコール。（改653）
補修用の減速機の製造工程において、パーキングロック（Ｐレンジにした際に車輪を機械的に
固定するもの）組立工程が不適切であったため、パーキングロッドの異品が組み込まれたも
のがある。そのため、パーキングロックが作動せず、さらにＰレンジから動かなくなり、最悪の
場合、駐車条件によっては駐車ブレーキを掛けていないと車両が動くおそれがある。

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10月7日／販売地域　長野県)

ホタテ
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10月8日／販売地域　大阪府)

普通乗用自動車（トヨタ　ヤリス）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（5217）
ハイブリッドシステムにおいて、制御プログラムが不適切なため、急加速等でトランスアクスル
のインプットダンパに一時的な滑りが生じて警告灯が点灯した際、フェールセーフモードに移
行できない。そのため、ハイブリッドシステムが停止するおそれがある。

普通乗用自動車（ニッサン　リーフ）

普通乗用自動車（車体）のリコール。（5214）
バックドアヒンジにおいて、一部製作工程での作業指示及び検査指示が不適切なため、車体
への締結ナットが規定以上の締付トルクで締結されたものがある。そのため締結ボルトが変
形し、最悪の場合、ヒンジの片側が外れて、保安基準第18条に規定された堅ろう性の基準に
抵触するおそれがある。

普通乗用自動車（トヨタ　bZ4X　他）

普通乗用自動車（①車体、②走行装置）のリコール。（5216）
①カーテンシールドエアバッグにおいて、車両工場での作業が不適切なため、展開補助用の
ストラップが正規位置に組み付けられていないものがある。そのため、エアバッグ作動時に正
常に展開できず、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。
②ディスクホイール取付部において、ホイールの加工及びハブボルトの仕様が不適切なた
め、ハブボルトの締結力が車両の走行性能に対して不足し、連続した急加速や急制動の繰
返し等で、当該ボルトが緩むことがある。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。

普通乗用自動車（キャデラック　エスカレード）

普通乗用自動車（乗員拘束装置）のリコール。（外-3476）
3 列目シートのシートベルトバックルAssy製造時において、マウントブラケットにバックルを保
持するためのリベットが適切に形成されてない可能性がある。この場合、衝突時に乗員を適
切に拘束できず、怪我するおそれがある。

　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14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（制動装置）のリコール。（外-3477）
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。

普通乗用自動車（ポルシェ　911 Carrera　他）


