
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10月9日
パワーコンディショナー（太陽
光発電システム用）

兵庫県

2 令和4年10月9日 携帯型電気冷温庫 兵庫県

3 令和4年10月12日 遊具 埼玉県

4 令和4年10月13日 教育サービス（小学校） 福岡県

5 令和4年9月21日 照明器具 兵庫県

6 令和4年9月9日 保育サービス 鹿児島県

7 令和4年10月22日 医療サービス（鍼灸） 大阪府

　(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10月9日 調査中 愛知県

2 令和4年10月9日 カンピロバクター 大阪府

3 令和4年10月11日 カンピロバクター 茨城県

4 令和4年10月15日 調査中 香川県

5 令和4年10月17日 アニサキス 滋賀県

6 令和4年10月8日 サルモネラ属菌 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）
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2

令 和 ４ 年 10 月 27 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

販売店（10月16日に販売された食品）

事故内容

住宅に設置されているパワーコンディショナーから発煙。

使用中の携帯型電気冷温庫から発煙。

児童が小学校のブランコで遊んでいたところ、当該ブランコの鎖が外れ
て転落し、頭部打撲で救急搬送。

原因施設・原因食品

ベーコン

製品名等

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10月14日)

理科の授業において、実験中にカセットこんろを使用したところ、ガスボ
ンベからガスが漏えいし、ガスを吸った児童8名が気分不良を訴える。

飲食店（10月9日の食事）

飲食店（10月9日の弁当）

照明器具が点灯しないため確認したところ、ソケット部分が溶解。

飲食店（10月7日の食事）

保育施設でのプール活動中、水温をあげるため職員が小型プールにお
湯を注いだところ、幼児の手にかかり、Ⅱ度の熱傷。

飲食店（10月15日の食事）

届出内容

冷凍ライムリーフ

鍼の施術を受けたところ、背部痛及び呼吸苦を発症。帰宅後、症状が改
善せず、救急搬送。

成分規格不適合（残留農薬）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10月5日)

飲食店（10月7日の食事）
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惣菜（メンチカツ）
アレルギー（卵、牛肉、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14日／販売地域　兵庫県)

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10月20日／販売地域　長野県)

佃煮
一部商品の容器包装が膨張、細菌汚染の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月16日／販売地域　東京都)

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19日)

惣菜（揚げもの）
加熱調理不足の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月20日／販売地域　埼玉県)

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21日／販売地域　茨城県)

和菓子
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20日／販売地域　香川県)

フグ混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月17日)

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10月10日／販売地域　兵庫県)

惣菜（唐揚げ）

弁当

惣菜（焼きそば）
卵の破片の混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月14日／販売地域　山口県)

魚介類加工品

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10月17日／販売地域　山口県)

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16日／販売地域　愛媛県)

飴菓子

うどん　他（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18日／販売地域　京都府)

洋菓子

弁当

菓子

巻き寿司

アレルギー（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14日／販売地域　山口県)

味噌（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6月15日／販売地域　岡山県)

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)

和菓子（計2件）
消費期限内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4日)

アレルギー（卵、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9日／販売地域　埼玉県)

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10月14日／販売地域　高知県)

アレルギー（小麦、大豆、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10月17日／販売地域　神奈川県)

惣菜（コロッケ）　他（計2件）
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18日／販売地域　東京都)

冷凍食品（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)

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16日／販売地域　高知県)

しらす

味噌（計2件）
異物（金属片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年10月19日／販売地域　鹿児島県、岡山県)

パン
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18日／販売地域　高知県)

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10月17日)

いか
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19日／販売地域　長崎県)

生鮮高菜
農薬（トレボン乳剤）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20日／販売地域　大分県)

魚介類加工品（いか）

生鮮小松菜
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8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17日／販売地域　東京都、神奈川県)

米菓
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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

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（シトロエン　C3）

普通乗用自動車（緩衝装置等の各種ボルト/ナット）のリコール。（外-3492）
車体において、製造工場での各種ボルト/ナットの締付確認が不十分であったため、使用過
程で各種ボルト/ナットが緩む又は外れるものがある。そのため、各種部品が外れる等により
車両の走行安定性が損なわれるおそれがある。

軽自動車及び小型自動車（ダイハツ　ムーヴ　他）

軽自動車及び小型自動車（その他）のリコール。（改654）
予防安全機能（スマートアシスト）用カメラにおいて、ウインドシールドガラスへのカメラ固定用
ブラケットの接着工程管理が不適切なため、接着力が弱いものがある。そのため、使用過程
で当該ブラケットが剥がれ、最悪の場合、走行中に落下するおそれがある。

軽自動車（ダイハツ　ハイゼット　他）

軽自動車（かじ取り装置）のリコール。（5219）
ステアリングギヤにおいて、ブーツ取付け部のシールが不適切かつエアコンドレンホースが直
上にあるため、エアコン凝縮水が当該取付け部に滴下しギヤ内部に浸入するものがある。そ
のため、そのままの状態で使用を続けると、ギヤ内部に錆が生じて異音が発生し、最悪の場
合、ベアリングが破損し操舵ができなくなるおそれがある。

漬け魚
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21日／販売地域　埼玉県)

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10月21日)

辛子明太子

　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27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

普通乗用自動車（マセラティ　ギブリ　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3458）
エンジンECU のソフトウエアにおいて、低圧側の燃料圧力を不具合判定するためのプログラ
ムが不適切なため、低圧側の燃料圧力が正常な状態で誤って不具合と判定し、エンジン警告
灯が点灯して出力が低下するおそれがある。

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8日／販売地域　青森県)

おにぎり（計5件）
アレルギー（小麦、さけ、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16日／販売地域　福岡県)

　「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。

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20日／販売地域　福島県)

ほっけ（干物）　他（計2件）
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10月20日／販売地域　東京都)

かに
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16日／販売地域　長野県)

調理パン（計16件）


