
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3日 保育サービス 東京都

2 令和4年8月19日 スリッパ 千葉県

3 令和4年9月21日 障害福祉サービス 宮城県

4 令和4年9月30日 障害福祉サービス 宮城県

5 令和4年11月9日 ガスこんろ 神奈川県

6 令和4年11月3日 介護サービス 長崎県

　(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10月31日 カンピロバクター 兵庫県

2 令和4年9月22日 カンピロバクター 神奈川県

3 令和4年10月30日 カンピロバクター 熊本県

4 令和4年10月29日 カンピロバクター 宮崎県

5 令和4年10月26日 アニサキス 神奈川県

6 令和4年10月25日 サルモネラ属菌 東京都

7 令和4年10月28日 カンピロバクター 和歌山県

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

令 和 ４ 年 11 月 17 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

保育施設において、幼児が大型積木で遊んでいたところ、当該積木が倒
れた際に当該幼児も転落し、右足を骨折。当該積木は不安定な状態で
設置されていた。

飲食店（10月29日の食事）

飲食店（10月29日の食事）

飲食店（10月26日の食事）

魚介類加工品（いわし）（計2件）
フグのような稚魚混入。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月1日　クラス分類：CLASSⅠ)

届出内容製品名等

事故内容

原因施設・原因食品

飲食店（9月21日の食事）

飲食店（10月28日の食事）

放課後等デイサービス事業所の送迎サービスにおいて、自宅ではなく自
宅付近の路上で利用者を降車させた。その後、当該利用者の行方が分
からなくなり、通報により発見・保護。

スリッパを履いてベランダに出ようとしたところ、当該スリッパが床面から
離れず、転倒し、右肩を脱臼。当該スリッパは、本来別売りのソールを装
着して使用するもので、購入時に使用方法についての説明がなかった。

障害児入所施設において、職員が利用者の爪切りをしたところ、当該利
用者の指先を爪切りで傷つけ、2針縫う切創。当該職員は爪切りを行わ
ない職であった。

ガスこんろ付近からガス臭がしたため点火スイッチを押して確認したとこ
ろ、発火し、当該ガスこんろの平板面に焦げ。

介護施設の入浴介助において、職員が介助機器を操作中に、当該機器
に利用者の指を挟み、救急搬送。

飲食店（10月25日の弁当）

飲食店（10月26日の食事）
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米菓
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30日　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（えだまめ）
アレルギー（大豆）表示が欠落及び消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月4日　販売地域：神奈川県　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11月8日　販売地域：神奈川県)

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11月5日　販売地域：埼玉県)

菓子パン　他（計24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11月4日　販売地域：京都府)

惣菜（フライドチキン）

魚介類加工品（さけ）
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11月8日　販売地域：神奈川県)

惣菜（グラタン）
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月2日　販売地域：静岡県、神奈川県)

焼菓子
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11月4日　販売地域：東京都)

惣菜
アレルギー（小麦、ごま、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月6日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当（計7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11月4日　販売地域：栃木県)

鶏卵
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月9日　販売地域：愛知県)

魚肉練り製品
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月7日　販売地域：愛知県)

おにぎり（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31日　販売地域：愛媛県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（焼き魚）
アレルギー（小麦、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31日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

おでん（計2件）
大腸菌群等を検出。
(自主回収に着手した年月日：令和4年10月5日)

巻き寿司
アレルギー（えび、いか、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27日　販売地域：青森県　クラス分類：CLASSⅠ)

漬物
腸炎ビブリオを検出。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月7日)

惣菜（揚げもの）

焼菓子（計2件）

アレルギー（かに、鶏肉、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11月4日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月4日　販売地域：北海道）

惣菜（コロッケ）（計2件）

アレルギー（卵、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月4日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

魚介類加工品（さけ）

腐敗臭発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年10月29日　販売地域：大阪府)

冷凍食品（ハンバーグ）

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11月1日　販売地域：三重県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子
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11月5日　販売地域：宮城県　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当
アレルギー（卵、鶏肉、豚肉、魚醤）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月7日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

キムチ（計2件）
アレルギー（えび）表示及び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11月1日　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜
アレルギー（小麦、牛肉、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11月5日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

ホタテ貝
腐敗臭発生の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年10月29日　販売地域：大阪府)

パン　他（計7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11月2日　クラス分類：CLASSⅠ)

異物（ステープラの針）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月3日　販売地域：大阪府)

ホタテ貝
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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

　(2) リコール・自主回収情報（食品関係以外）

1

2

3

　

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。

　

惣菜（コロッケ）
アレルギー（かに、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11月5日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

かに
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月9日　販売地域：東京都)

惣菜（ロースカツ）
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11月7日　販売地域：静岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

　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17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（トヨタ　ウィッシュ　他）

普通乗用自動車（シートベルト）のリコール。（5229）
交換修理用のフォースリミッタ※付き前席シートベルトにおいて、巻取機構内のシャフトの製
造管理が不適切なため、形状不良のものがある。そのため、衝突時に乗員保護のための
フォースリミッタが作動した際、ベルトの引き出し量が増加して、乗員の拘束力が弱まるおそ
れがある。
※フォースリミッタ：衝突時にシートベルトの拘束力を一定レベルに保ちながらシートベルトを少しずつゆる
めることにより、乗員の胸部に加わる衝撃を緩和する装置。

普通乗用自動車（スバル　レガシィ　他）

普通乗用自動車（座席ベルト）のリコール。（5232）
交換修理用前席シートベルト巻取装置において、フォースリミッタ機構内部品の製造が不適
切なため、形状不良のものがある。そのため、衝突時にフォースリミッタが作動した際、通常よ
りベルト引き出し量が増加し、最悪の場合、乗員の拘束力が弱まるおそれがある。

チョコレート（計6件）
アレルギー（落花生）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和3年11月、令和4年1月、3月、4月、6月、9月)

洋菓子
包装不良により賞味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11月9日　販売地域：長崎県、福岡県　クラス分類：
CLASSⅠ)

惣菜
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11月7日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（グラタン）
アレルギー（かに、卵）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月10日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（ロースカツ）
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11月10日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)

普通乗用自動車（ボルボ　V70　他）

普通乗用自動車（エアバッグ装置）のリコール。（外-3494）
運転席エアバッグのインフレーター（膨張装置）について、長期間にわたり高温多湿な環境下
にさらされると、当該インフレーターに湿気が蓄積することがある。そのため、エアバッグ展開
時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷
するおそれがある。

惣菜（コロッケ）
アレルギー（卵、牛肉、鶏肉、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26日　販売地域：沖縄県　クラス分類：CLASSⅠ)

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11月10日　販売地域：沖縄県)

惣菜（メンチカツ）（計2件）
アレルギー（卵、ごま、牛肉、鶏肉、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11月10日　販売地域：岐阜県　クラス分類：CLASSⅠ)


