
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11月9日 電気掃除機 福岡県

2 令和4年12月4日 充電器 京都府

3 令和4年10月24日 保育サービス 高知県

4 令和4年11月6日 介護サービス 岩手県

　(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12月31日 カンピロバクター 福島県

2 令和4年12月30日 カンピロバクター 広島県

3 令和4年12月25日 アニサキス 東京都

4 令和5年1月2日 ノロウイルス 香川県

5 令和5年1月8日 クドア・セプテンプンクタータ 和歌山県

6 令和4年12月29日 ノロウイルス 神奈川県

7 令和5年1月11日 アニサキス 長野県

8 令和5年1月7日 ノロウイルス 大阪府

9 令和5年1月 ノロウイルス 群馬県

10 令和4年12月18日 ノロウイルス 神奈川県

11 令和5年1月7日 ノロウイルス 山形県

飲食店（12月27日の食事）

給食施設（1月1日の食事）

飲食店（提供日不明の食事）

飲食店（12月28日の弁当）

販売店（1月10日に販売された食品）

給食施設（1月6日の食事）

飲食店（1月6日の弁当）

飲食店（12月17日の食事）

飲食店（12月24日の食事）

使用中の電気掃除機から発煙。

事故内容

原因施設・原因食品

飲食店（12月29日の食事）

令 和 ５ 年 １ 月 19 日

　　　　　　　　News Release

保育施設の園庭において、二階建て遊具で遊んでいた複数の幼児が、
同時に当該遊具から降りようとしたところ、うち1名の幼児が当該遊具の
階段から足を滑らせ落下し、顎と歯を負傷。なお、当該遊具の遊ばせ方
が適切ではなかった。

充電中ではない充電器をコンセントに差し込んでいたところ、当該充電
器から発煙し、当該充電器の一部を溶解。

介護施設において、利用者が施設医師が誤処方した薬を服用したため
体調を崩し、受診。なお、当時、当該施設の薬剤師が不在で、薬のチェッ
ク体制に不備があった。

　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（1月6日の弁当）



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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レトルト食品（カレー）
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5年1月7日　クラス分類：CLASSⅠ)

冷凍食品（カレー）（計2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5年1月7日　クラス分類：CLASSⅠ)

魚介類加工品（にしん）
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12月28日　販売地域：茨城県)

菓子
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月6日　販売地域：福岡県)

冷凍食品（米料理）

糠床（計8件）

届出内容製品名等

牛豚合挽肉
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5年1月8日　販売地域：富山県、石川県、岐阜県)

レトルト食品（煮物）（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5年1月9日　販売地域：山形県)

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12月31日　クラス分類：CLASSⅠ)

賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月5日)

焼菓子

洋菓子（計5件）

惣菜（コロッケ）（計4件）
アレルギー（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5年1月8日　販売地域：千葉県　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5年1月6日　販売地域：東京都)

炊き込みご飯の素（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12月28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12月26日　販売地域：沖縄県)

魚介類加工品（にしん）
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月28日　販売地域：群馬県)

惣菜（コロッケ）

惣菜
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5年1月10日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

寿司（計2件）
消費期限切れの商品を販売。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月8日　販売地域：高知県)

冷凍食品（米料理）
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12月31日　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（エビカツ）（計2件）
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5年1月11日　販売地域：三重県　クラス分類：CLASSⅠ)

糖蜜
一括表示にない添加物（安息香酸）を検出。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月11日)

調理パン
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5年1月6日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計2件）
包装不良によるカビ発生。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月10日　販売地域：神奈川県)

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5年1月11日　販売地域：徳島県)

惣菜（メンチカツ）（計2件）
アレルギー（卵、牛肉、ごま、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5年1月10日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ)

チーズ
賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月10日)

弁当
アレルギー（牛肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月11日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（チキンカツ）
アレルギー（卵、ごま、鶏肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月10日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

アレルギー（卵、牛肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月7日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（だし巻き玉子）
アレルギー（乳、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5年1月7日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)
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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

　

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。

　

＜本件に関する問い合わせ先＞
  消費者庁消費者安全課　三宅、石井
  TEL : 03(3507)9263（直通）
　URL : https://www.caa.go.jp/

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（2023年1月19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（アウディ　アウディ Q8 55Tq エアサス
他）

普通乗用自動車（燃料装置）のリコール。（外-3546）
燃料タンク内に組み付けられている燃料供給ユニットにおいて、内部部品の強度が不足して
いるため、燃圧変動により、当該部品が走行中に破損することがある。破損した部品によりユ
ニット内のゴムシールが損傷し、エンジンへの燃料供給圧力が低下することにより警告灯が
点灯するおそれがある。ゴムシールの損傷の程度によっては、エンジンの出力低下や、最悪
の場合、走行不能となるおそれがある。

焼鳥
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5年1月13日　販売地域：茨城県　クラス分類：CLASSⅠ)

調味料
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5年1月12日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（天ぷら）
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5年1月12日　販売地域：滋賀県　クラス分類：CLASSⅠ)

食材セット（海鮮鍋）
アレルギー（卵、いか、大豆、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月12日　販売地域：神奈川県、埼玉県、東京都　クラ
ス分類：CLASSⅠ)

即席めん
アレルギー（えび、小麦）表示が欠落、L-フェニルアラニン化合物含有表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月13日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

食用オリーブ油
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月11日)

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5年1月13日　販売地域：静岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

肉加工品
加熱食肉製品の規格基準（加熱条件）不適合。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月12日　クラス分類：CLASSⅠ)

おでん
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14日　販売地域：高知県)

惣菜（たこ焼き）
アレルギー（卵、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月11日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

くん製
容器膨張及び香味変化の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月11日)


