
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3年11月25日 保育サービス 佐賀県

2 令和4年8月25日 保育サービス 埼玉県

3 令和4年9月23日 電子レンジ 兵庫県

4 不明
ガスこんろ組み込み型テーブ
ル

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7日 サルモネラ属菌 宮城県

2 令和4年10月14日 カンピロバクター 石川県

3 令和4年10月12日 カンピロバクター 静岡県

4 令和4年10月19日 調査中 兵庫県

5 令和4年10月15日 サルモネラ属菌 福岡県

6 令和4年10月12日 アニサキス 長崎県

7 令和4年10月15日 黄色ブドウ球菌 石川県

8 令和4年10月2日 カンピロバクター 神奈川県

9 令和4年10月17日 カンピロバクター 埼玉県

10 令和4年10月21日 アニサキス 熊本県

11 令和4年10月17日 カンピロバクター 福岡県

12 令和4年10月9日 カンピロバクター 福岡県

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

電子レンジで白米を加熱していたところ、住宅用火災警報器が鳴動した
ためレンジ内を確認すると、プラスチック製容器が溶解し、内容物が炭化
していた。

令 和 ４ 年 11 月 ４ 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

届出内容製品名等

給食施設（10月3日～10月7日の弁当）

保育施設のうさぎ小屋において、幼児がうさぎに触ろうと金網から指を入
れたところ、当該うさぎに指をかまれ、指を挫創。当該うさぎ小屋の金網
は、幼児の指が入る大きさだった。

飲食店（10月9日の食事）

飲食店（10月19日の弁当）

飲食店（10月12日の食事）

惣菜
加熱調理不足。
(自主回収に着手した年月日：令和4年10月21日　販売地域：新潟県　クラス分類：CLASSⅠ)

給食施設（提供日不明の食事）

保育施設の園庭において、幼児が大型遊具の階段を登っていたところ、
手を滑らせ転倒し、頭蓋骨骨折。当該遊具の階段は、幼児には傾斜が
急で滑りやすい形状であった。

販売店（販売日不明の食品）

飲食店（10月6日の食事）

ガスこんろ組み込み型テーブルを使用したところ、当該テーブル側接続
部から発火し、当該接続部に焦げ。

飲食店（10月15日の弁当）

飲食店（9月30日の食事）

飲食店（10月14日の食事）

販売店（10月20日に販売された食品）

飲食店（10月15日の食事）
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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23日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

和菓子

菓子（計2件）
一部商品に異物混入。
(自主回収に着手した年月日：令和4年10月5日)

スナック菓子（計4件）
添加物（t-ブチルヒドロキノン）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19日)

干し芋
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24日　クラス分類：CLASSⅠ)

アレルギー（乳）表示が欠落、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18日　販売地域：新潟県　クラス分類：CLASSⅠ)

洋菓子（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10月21日　クラス分類：CLASSⅠ)

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22日　販売地域：沖縄県)

弁当
アレルギー（卵、乳、牛肉、ごま、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15日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（パスタ）

弁当

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10月21日　販売地域：佐賀県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計2件）
アレルギー（卵、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20日　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子
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22日　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（揚げもの）

スナック菓子
添加物（t-ブチルヒドロキノン）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24日)

スナック菓子
添加物（t-ブチルヒドロキノン）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)

魚介類加工品（いか）　他（計10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10月7日)

弁当
アレルギー（乳、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10月21日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

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22日　販売地域：京都府、大阪府　クラス分類：
CLASSⅠ)

和菓子
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22日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（煮魚）（計2件）

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)

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)

魚介類加工品（いか）

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14日　販売地域：長野県)

缶詰
添加物（二酸化硫黄）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24日)

豚肉（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22日　販売地域：新潟県)

巻き寿司
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22日　クラス分類：CLASSⅠ)

冷凍食品（春巻）
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21日　販売地域：神奈川県)

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7日)

弁当
アレルギー（乳、ごま、豚肉、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4日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

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7日　販売地域：埼玉県)

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)

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24日)

おにぎり
アレルギー（卵、豚肉）表示、移染表示（えび、かに、乳）が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年10月19日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)

さば

さば（切り身）
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（注）消費者庁への消費者事故等の通知時において、厚生労働省ウェブサイト「食品リコール公開回収事案検索」の「健康への危険性の程度」欄が

　　　 「CLASSⅠ」とされている場合はその旨を記載しています。なお、「CLASSⅠ」の程度はそれぞれ次のとおりです。

①食品衛生法：喫食により重篤な健康被害又は死亡の原因となり得る可能性が高い

②食品表示法：喫食により直ちに消費者の生命又は身体に対する危害の発生の可能性が高い

スナック菓子（計2件）
添加物（t-ブチルヒドロキノン）の使用基準違反の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年10月28日)

巻き寿司
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28日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

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27日　販売地域：三重県)

焼菓子
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10月27日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当
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：沖縄県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜
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10月14日　販売地域：石川県　クラス分類：CLASSⅠ)

ドレッシング（計6件）
アレルギー（乳、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22日　クラス分類：CLASSⅠ)

レトルト食品（スープ）
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25日)

うどん　他（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10月26日)

うどん
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27日　販売地域：広島県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（揚げもの）

惣菜（ハンバーグ）
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21日　販売地域：沖縄県　クラス分類：CLASSⅠ)

洋菓子
使用期限切れの商品が混入。
(自主回収に着手した年月日：令和4年10月20日　販売地域：北海道)

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27日　販売地域：三重県)

玄米胚芽
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10月25日)

味付鶏肉

スナック菓子
添加物（t-ブチルヒドロキノン）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28日)

冷凍品を冷蔵ケースで販売。
(自主回収に着手した年月日：令和4年10月25日　販売地域：岐阜県)

魚介類加工品（えび）
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25日　販売地域：福岡県)

カット野菜　他（計27件）

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27日　販売地域：京都府　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（サラダ）
アレルギー（牛肉、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27日　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子
アレルギー（小麦、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年10月24日　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（いかフライ）
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22日　販売地域：三重県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（揚げもの）（計2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10月26日　販売地域：新潟県　クラス分類：CLASSⅠ)

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24日　販売地域：沖縄県)

ドレッシング（計3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24日　販売地域：沖縄県)

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27日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)



　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）
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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（ニッサン　GT-R）

普通乗用自動車（前席座席ベルト装置）のリコール。（5224）
前席の座席ベルトの巻取り装置（リトラクタ）において、内部の部品加工が不適切なため、乗
員拘束力制御機構（シートベルトの拘束力を一定レベルに保つもの）が正しく機能しないもの
がある。そのため、衝突等による衝撃を受けた場合の乗員の保護性能を満足しないおそれが
ある。

軽自動車（ダイハツ　ミラココア）

軽自動車（座席ベルト）のリコール。（5227）
補修用前席シートベルトの巻取り装置において、フォースリミッタ機構の製造不良品を巻取り
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（灯火装置）のリコール。（外-3478）
テールゲート側に装着されている後部灯火器モジュールにおいて、仕様の間違ったものが装
着されていることがある。そのため、方向指示器及び非常点滅表示灯が点滅しないおそれが
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11月4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（座席）のリコール。（外-3488）
製造時の不具合により、3 列目シートの電動式折り畳み機能に必要なプレッシャースプリング
が正しく取り付けられていない、または完全に欠落している可能性がある。そのため、シート
のバックレストが完全にロックされず、事故が生じた場合や、急ブレーキを掛けた際にラゲッジ
ルーム内の荷物が滑り、乗員が負傷するおそれがある。

普通乗用自動車（BMW　BMW X7 xDrive35d）

普通乗用自動車（ランドローバー　DEFENDER 90　他）

普通乗用自動車（座席ベルト等）のリコール。（外-3479）
運転席及び助手席シートベルトプリテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤
が内蔵されているチューブが損傷しているものがある。そのため、事故による展開時にシート
ベルトの弛みを巻き取ることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

普通乗用自動車（BMW　BMW i4 M50　他）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3491）
高電圧バッテリーのセルモジュールの製造不良により、高電圧バッテリーが誤作動するおそ
れがある。そのため、稀にではあるが高電圧バッテリーが放電し、最悪の場合、火災につなが
る可能性がある。

普通乗用自動車（ボルボ　XC40）

普通乗用自動車（車載式故障診断装置）のリコール。（外-3489）
車載式故障診断装置（OBD）のハーネスにおいて、ハーネス設計工程の管理が不適切なた
め、配線の接続位置が仕様とあっていないことがある。そのため汎用の診断器で車両と通信
ができないおそれがある。

普通乗用自動車（ポルシェ　Macan　他）

普通乗用自動車（制動装置）のリコール。（外-3490）
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（フォルクスワーゲン　VW コ゛ルフ
1.2/77kW　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3496）
可変バルブタイミングユニットにおいて、構成部品のスプロケット表面の加工が不適切なた
め、取付ボルトが緩むものがある。そのため、当該ユニットが適切に作動せず、エンジン警告
灯が点灯しエンジン不調となり、最悪の場合、走行中に当該ユニットが破損して、エンストして
再始動不能となるおそれがある。

普通乗用自動車（ルノー　ルーテシア　他）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（外-3485）
燃料ポンプのインタンクユニットにおいて、樹脂製インペラーとカバーのクリアランス設計値が
不適切なため、燃料温度上昇等によって変形した樹脂製インペラーがカバーと接触すること
がある。そのため燃料ポンプモーターが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至る
おそれがある。

普通乗用自動車（アウディ　アウディ A6 55Tq　他）

普通乗用自動車（緩衝装置）のリコール。（外-3495）
アンチロールバーにおいて、端部の加工工程が不適切だったため、端部に微小なひび割れ
が発生し、素材が損耗するものがある。車両の使用により損耗が増加し、アンチロールバー
がパイプ形状から扁平形状へ移行する端部部分で破断し、異音が発生するおそれがある。

普通乗用自動車（ジャガー　F-PACE　他）


