
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19日 保育サービス 千葉県

2 令和4年10月17日 保育サービス 新潟県

3 令和4年10月9日 介護サービス 大分県

4 令和4年11月19日 ガストーチ 福井県

5 令和4年9月23日 美容機器（ヒーター） 東京都

6 令和4年 ガスコード 東京都

7 令和4年11月27日 ガスこんろ 千葉県

8 令和4年11月29日 ガスふろがま（BF-DP式） 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11月 カンピロバクター 東京都

2 令和4年11月4日 カンピロバクター 東京都

3 令和4年11月25日 アニサキス 福井県

4 令和4年11月6日 カンピロバクター 東京都

5 令和4年10月18日 カンピロバクター 神奈川県

6 令和4年11月20日 ノロウイルス 神奈川県

7 令和4年11月 黄色ブドウ球菌 東京都

事故内容

原因施設・原因食品

飲食店（11月5日の食事）

保育施設において、幼児が高く積まれていた大型ブロックに登って立とう
としたところ、床に転落し、右肘を骨折。当該ブロックは普段から高く積み
上げられて置かれており、園児が登って遊ぶことが常態化していた。

介護施設において、職員が車両から利用者が乗った車椅子を降ろし、傘
をさそうと手を離したところ、当該車椅子ごと当該利用者が転倒し、救急
搬送。腰椎圧迫骨折。

保育施設において、幼児が空気清浄機に触ったところ、当該空気清浄機
が倒れ、当該幼児の左手が当該空気清浄機の下敷きになり、骨折。当
該空気清浄機の周囲には職員がいなかった。

ガストーチを使用したところ、当該ガストーチから炎が広がり、周辺に置
かれたプラスチック製品が変形、溶融。

美容機器（ヒーター）を使用したところ、当該美容機器を置いていた床等
に焦げ。

飲食店（11月4日の食事）

ガスこんろを使用したところ、ガス栓付近から発火し、当該ガスコードに
焦げ。

ガスこんろ内部の一部に焦げ。

ガスふろがま（BF-DP式）の点火操作を行ったところ、大きな音がし、当
該ガスふろがまの一部が変形。

令 和 ４ 年 12 月 ８ 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（11月3日の食事）

販売店（11月24日に販売された食品）

飲食店（10月16日の食事）

飲食店（11月19日の食事）

飲食店（11月21日の弁当）



8 令和4年11月23日 ウエルシュ菌 東京都

9 令和4年11月14日 アニサキス 東京都

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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調理パン
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22日　販売地域：埼玉県)

調理パン

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22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11月22日　販売地域：埼玉県)

弁当
アレルギー（えび、ごま、ゼラチン、魚介類）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月24日　販売地域：山梨県　クラス分類：CLASSⅠ)

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11月26日　販売地域：沖縄県　クラス分類：CLASSⅠ)

調理パン

製品名等

パン
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11月24日　販売地域：茨城県)

給食施設（11月23日の食事）

飲食店（11月13日の食事）

中華まんじゅう
アレルギー（卵、乳、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27日　販売地域：大阪府　クラス分類：CLASSⅠ)

魚介類加工品（いわし）
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25日　販売地域：福岡県)

調理パン

魚介類加工品（計2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11月25日　販売地域：福岡県)

調理パン

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22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11月22日　販売地域：埼玉県)

調理パン

生鮮ピーマン（計2件）
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11月19日)

届出内容

加熱用表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月27日　販売地域：静岡県)

惣菜（コロッケ）
アレルギー（乳、牛肉）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：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当
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25日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（サラダ）
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11月26日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（コロッケ）（計4件）
アレルギー（かに、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11月26日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)

パン
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11月25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11月22日　販売地域：埼玉県)

しらす
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25日　販売地域：大阪府)

生鮮ピーマン（計2件）
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11月21日　販売地域：神奈川県)

栗加工品
殺菌不足による容器膨張。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月1日)

惣菜（唐揚げ）
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27日　販売地域：熊本県　クラス分類：CLASSⅠ)

洋菓子
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月28日)

調理パン
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22日　販売地域：栃木県)

生かき
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菓子パン
カビによる汚染の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年11月28日)

洋菓子
冷凍表示を冷蔵表示と誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月29日　販売地域：岡山県)

惣菜（コロッケ）（計2件）
アレルギー（卵、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27日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)

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19日　販売地域：長野県)

鶏卵
動物用医薬品(ドキシサイクリン)を検出。
(自主回収に着手した年月日　令和4年11月26日)

パン（計5件）
異物（プラスチック片）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年11月23日　販売地域：高知県　クラス分類：CLASSⅠ)

米菓
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11月26日　販売地域：三重県　クラス分類：CLASSⅠ)

鯨肉加工品（計7件）
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11月22日)

生鮮レタス
異物（包丁の刃）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年11月24日　販売地域：沖縄県　クラス分類：CLASSⅠ)

冷凍養殖カエル

菓子パン　他（計15件）

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11月29日)

生鮮ピーマン（計2件）
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11月19日　販売地域：奈良県)

パン
消費期限表示及びアレルギー（小麦、卵、乳、アーモンド、牛肉、大豆、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25日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

蒲鉾
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27日　販売地域：香川県)

惣菜（鍋もの）
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11月29日　クラス分類：CLASSⅠ)

味付豚肉
アレルギー（小麦、ごま、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月30日　販売地域：新潟県　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11月29日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

漬け魚
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24日　販売地域：千葉県)

惣菜（揚げもの）
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24日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)

惣菜（揚げもの）
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29日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)

惣菜（天ぷら）（計2件）
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11月26日　販売地域：沖縄県　クラス分類：CLASSⅠ)

レトルト食品（カレー）
異物（石＜炭酸カルシウム＞）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日　令和4年12月1日　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子
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11月30日)

ちくわ
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12月2日　販売地域：愛媛県)

魚肉練り製品（計3件）
カビによる汚染。
(自主回収に着手した年月日　令和4年11月29日)

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11月29日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)

惣菜（ハンバーグ）
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25日　販売地域：神奈川県)

冷凍食品（あじフライ）
保存温度を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年11月11日　販売地域：埼玉県)

生鮮わけぎ
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11月18日)

肉加工品
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26日　販売地域：長野県)

惣菜（コロッケ）（計2件）
アレルギー（えび、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27日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASS
Ⅰ)



56

57

58

59

（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

4

5

6

　

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。

　

　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12月8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

側車付き自動二輪車（BRP　RYKER600　他）

側車付き自動二輪車（ハンドルバーステムボルト）のリコール。（外-3517）
ハンドルステムを締め付けているボルト長さの選定が不適切なため、締め付ける工程でボル
トが損傷しているものがある。そのため、使用過程による振動等により、ボルトが折損し、ステ
アリングの制御を失ってしまい、最悪の場合、衝突するおそれがある。

自動二輪車（BMW　S1000RR　他）

自動二輪車（原動機）のリコール。（外-3522）
クラッチカバー固定ボルトの摩擦防止コーティングが不適切なため、走行中の振動によってボ
ルトが緩むものがある。そのため、そのまま走行を続けると、最悪の場合、オイルが漏れるお
それがある。

普通乗用自動車（レクサス　IS300ｈ　他）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（5246）
燃料タンクに組み付けられている燃料蒸発ガス排出抑制装置において、ケース上面（樹脂
製）の形状が不適切なため、使用過程で当該ケースに微小な亀裂が発生することがある。そ
のため、長期間使用を続けると亀裂が貫通し、満タン時に燃料が漏れて、燃料臭がするおそ
れがある。

普通乗用自動車（TMUK　アベンシス　他）

普通乗用自動車（エアバッグ装置）のリコール。（5247）
運転者席用二段展開制御式エアバッグのインフレータ（膨張装置）において、ガス発生剤の吸
湿防止が不適切なため、温度変化による吸放湿の繰返しにより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するおそれがある。

普通乗用自動車（ニッサン　ノート）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（5240）
NISMO-S仕様のリチウムイオンバッテリ内部ヒューズにおいて、ヒューズの仕様設定が不適
切なため、運転の仕方によっては早期に劣化が促進することがある。そのままの状態で使用
を続けると、最悪の場合、ヒューズが溶断し警告灯が点灯するとともに、モータへの電力供給
が停止し走行不能になるおそれがある。

普通貨物自動車（ニッサン　NV350キャラバン　他）
普通貨物自動車（原動機）のリコール。（5241）
エンジン制御コンピュータにおいて、ＯＢＤ診断の警告灯点灯の設定が不適切なため、特定の
診断項目で異常判定時に警告灯が点灯しないおそれがある。

菓子パン
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11月29日　クラス分類：CLASSⅠ)

寿司
アレルギー（えび、いくら、さけ）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月3日　販売地域：島根県　クラス分類：CLASSⅠ)

和菓子
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11月17日　販売地域：滋賀県　クラス分類：CLASSⅠ)

うどん
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28日　販売地域：長野県)


