
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4月2日 化粧品 愛知県

2 令和4年9月5日 保育サービス 東京都

3 令和4年7月23日 公共施設（スタジアム） 京都府

4 令和4年9月8日 遊戯施設 愛知県

5 令和4年10月7日 ソフトコード（迅速継手有り） 神奈川県

6 令和4年9月7日 保育サービス 愛知県

　(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22日 腸管出血性大腸菌Ｏ157 岐阜県

2 令和4年9月27日 サルモネラ属菌 沖縄県

3 令和4年10月2日 カンピロバクター 沖縄県

4 令和4年10月2日 アニサキス 東京都

5 令和4年9月28日 サルモネラ属菌 三重県

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）の接続部に焦げ。

事故内容

原因施設・原因食品

飲食店（9月17、18日の食事）

化粧品（美容液）を使用したところ、額、鼻等に腫れ、発疹が生じ、受診。
顔面接触皮膚炎と診断。

飲食店（9月26日の弁当）

保育施設において、室内を走っていた幼児が消毒した床を覆ったビニー
ルシート上で転倒し、手首を骨折。当該ビニールシート付近に職員はお
らず、その区域に立ち入ることができる状況だった。

飲食店（10月1日の食事）

遊戯施設の遊具（飛び跳ね用のエアーマット）で遊んでいたところ、緩衝
材が設置された着地予定場所以外の場所に落下し、後頭部を鉄骨に打
ち付け、救急搬送。後頭部打撲挫創。

スタジアムにおいて、スポーツクライミングの競技中に選手が落下し、ス
ポンジのクッションカバーが巻かれた柵上部に衝突し、尾てい骨を骨折。

保育施設において、職員が幼児がいることに気付かず扉を閉めたとこ
ろ、当該幼児の指を挟み、骨折。当該扉には、指はさみ防止ストッパー
を設置していなかった。

飲食店（9月27日の弁当）

令 和 ４ 年 10 月 20 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

飲食店（9月30日の食事）



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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惣菜
アレルギー（卵、乳、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10月11日／販売地域　東京都)

惣菜（唐揚げ）
アレルギー（小麦、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月12日／販売地域　神奈川県)

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10月6日／販売地域　東京都)

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10月8日／販売地域　東京都、埼玉県、千葉県)

パン
アレルギー（アーモンド）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月11日／販売地域　大阪府)

羊肉（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7日)

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10月1日／販売地域　岩手県)

惣菜（サラダ）
アレルギー（えび、小麦）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月9日／販売地域　埼玉県)

焼菓子
アレルギー（そば、落花生、りんご、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7日／販売地域　沖縄県)

レトルト食品（ハンバーグ）
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)

調理パン
アレルギー（小麦、卵、乳）表示、消費期限表示、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10月3日／販売地域　愛知県)

パン
アレルギー（卵、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3日／販売地域　秋田県)

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7月27日／販売地域　青森県)

和菓子
カビによる汚染。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月11日)

豆菓子（計3件）
異物（虫）混入。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月12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10月8日／販売地域　新潟県)

和菓子
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10月7日／販売地域　徳島県)

レトルト食品（カレー）（計2件）
包装不良による菌の混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年9月5日／販売地域　山梨県)

届出内容製品名等

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12日／販売地域　大分県)

冷凍食品（計3件）
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　群馬県)

寿司
アレルギー（卵、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月8日／販売地域　千葉県)

プリン
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10月4日／販売地域　埼玉県)

消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月5日／販売地域　茨城県)

海藻加工品

惣菜（ヒレカツ）
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10月12日／販売地域　沖縄県)

鶏肉

チーズ
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11日)

ハンバーグ
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23日／販売地域　熊本県)

冷凍ライムリーフ
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10月6日)

味付牛肉
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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

肉加工品（計2件）
異物（樹脂片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月12日)

食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月13日／販売地域　大阪府)

清涼飲料水（計2件）

漬物
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10月12日)

レトルト食品（煮物）（計4件）

食器（カップ）
輸入通関時の検査不備。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月13日)

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10月11日／販売地域　福岡県)

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10月4日／販売地域　福岡県)

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10月14日／販売地域　福岡県)

おにぎり
アレルギー（えび、小麦、卵、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月14日／販売地域　長崎県)

惣菜（揚げもの）
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13日／販売地域　東京都)

だし巻き玉子
アレルギー（小麦、さば、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12日／販売地域　三重県)

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13日／販売地域　長野県)

弁当（計2件）
使用原材料の一部に食材の規格不備。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月13日)

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10月11日／販売地域　山口県)

アルコール飲料 アレルギー（ヘーゼルナッツ）表示が欠落。

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（その他）のリコール。（外-3484）
ルーフライニングにおいて、C ピラー固定用ホルダーの設計が不適切なため、ホルダーの固
定が不十分である可能性がある。そのため、衝突事故等でサイドエアバッグが作動した際に、
ホルダーが外れ乗員が負傷するおそれがある。

普通乗用自動車（BMW　BMW 220i　他）

自動二輪車（BMW　BMW CE04）

自動二輪車（警音器）のリコール。（外-3482）
車両前部のホーンステー取付けボルトが不適切なため、走行中の振動によってボルトが緩
み、当該ホーン付きステーが規定位置から外れるものがある。そのため、そのまま走行を続
けると、最悪の場合、部品がフロントフォーク部に挟まり、ハンドルの舵角に影響をおよぼし転
倒するおそれがある。

自動二輪車（ホンダ　X-ADV）

自動二輪車（施錠装置）のリコール。（5220）
施錠装置の電動式ハンドルロックにおいて、ハンドルロック機構部のロックピン位置設定が不
適切かつ構成部品の強度が不足しているため、ハンドルロック時にロックピンがロックホール
に入らないと、構成部品のギヤに衝撃が加わり破損することがある。そのため、ロックピンが
動かなくなり、最悪の場合、ハンドルロックの施錠又は解錠ができなくなるおそれがある。

惣菜
アレルギー（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10月12日／販売地域　兵庫県)

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10月13日)

ハム（計3件）
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10月12日／販売地域　大阪府)

巻き寿司（計2件）
アレルギー（さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月11日／販売地域　山口県)

惣菜（揚げもの）
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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。

　

普通乗用自動車（フォード　リンカーン MKX）

普通乗用自動車（エアバッグ装置）のリコール。（外-3481）
運転席用エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、高い湿度の環境下で温度変化を繰
り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレータ容器
が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。

　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20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（フェラーリ　F8 Tributo　他）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3480）
制動装置において、マスターシリンダーのブレーキブースター側に装着されている油圧シール
部からブレーキフルードがブレーキブースター内に漏れ、ブレーキの一次回路のブレーキフ
ルードがなくなった場合、制動力は二次回路のみで作動する状態となることがある。その状態
でブレーキリザーバータンクのキャップを強く締めすぎていると、ブレーキリザーバータンクの
換気が減少してタンク内に負圧が発生し、ブレーキの二次回路のブレーキフルードがブレー
キリザーバータンクに戻る可能性があり、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがあ
る。


