
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5年1月6日 滑走系遊具（ターザンロープ） 大阪府

2 令和4年7月19日
その他のサービス（スポーツ
ジム）

群馬県

3 不明
ガスこんろ組み込み型テーブ
ル

大阪府

4 令和5年2月6日 保育サービス 秋田県

　(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5年2月4日 ノロウイルス 栃木県

2 令和5年2月8日 ノロウイルス 石川県

3 令和5年2月4日 ノロウイルス 兵庫県

4 令和5年2月7日 ノロウイルス 大阪府

5 令和5年2月13日 アニサキス 埼玉県

6 令和5年2月12日 カンピロバクター 大阪府

7 令和5年2月15日 アニサキス 石川県

8 令和5年2月15日 ノロウイルス 愛知県

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

スポーツジムにおいて、利用者が運動機器を使用中、スタッフが当該利
用者の姿勢を整えようとしたところ、当該機器の角に当該利用者のわき
腹がぶつかった。翌日受診し、肋骨骨折と診断。

事故内容

原因施設・原因食品

令 和 ５ 年 ２ 月 24 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

児童が公園の滑走系遊具（ターザンロープ）で遊んでいたところ、当該遊
具のワイヤーと滑車ケースの間に指を挟みこみ、左手指を切断。

飲食店（2月3日の弁当）

飲食店（2月7日の食事）

届出内容製品名等

小麦粉
賞味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2月10日　販売地域：長野県)

販売店（販売日不明の食品）

飲食店（2月3日の弁当）

飲食店（2月5日の食事）

飲食店（2月10日の食事）

飲食店（2月14日の食事）

その他施設（2月13日、14日、15日の弁当）

定期保安巡回の際に、ガスこんろ組み込み型テーブルの接続部に焦げ
を発見。

保育施設において、テーブルに幼児が登ろうとしたところ、バランスを崩
して転倒し、壁の蝶番に後頭部をぶつけ、3針縫う裂傷。事故当時、当該
テーブルは当該蝶番が付いている壁の横に置かれていた。
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惣菜（鶏肉料理）
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5年2月14日　販売地域：茨城県　クラス分類：CLASSⅠ)

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5年2月3日　販売地域：京都府　クラス分類：CLASSⅠ)

寿司
アレルギー（えび、ごま）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月13日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

洋菓子
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5年2月10日　販売地域：大阪府　クラス分類：CLASSⅠ)

アレルギー（大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月10日　販売地域：大阪府　クラス分類：CLASSⅠ)

豆腐

惣菜（米料理）
アレルギー（乳、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5年2月11日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当
アレルギー（えび、乳）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月8日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

加熱食肉製品
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28日　販売地域：東京都)

鶏肉
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年1月20日　販売地域：埼玉県)

惣菜（エビカツ）
アレルギー（えび、かに）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月12日　販売地域：茨城県　クラス分類：CLASSⅠ)

冷凍食品（ラーメン）

総菜パン
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5年2月1日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

アレルギー（豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月7日　販売地域：埼玉県、福島県　クラス分類：
CLASSⅠ)

洋菓子
一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月1日)

果実酢
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2月3日　販売地域：千葉県)

惣菜

魚肉練り製品（計3件）

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5年2月12日　クラス分類：CLASSⅠ)

アレルギー（小麦、卵）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5年2月8日　販売地域：愛知県　クラス分類：CLASSⅠ)

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5年2月13日)

チョコレート

しらす
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5年2月11日　販売地域：岐阜県)

惣菜（レバニラ）

一部商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月4日)

米

油揚げ
消費期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月11日)

アレルギー（えび、乳、ごま、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2月10日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（計2件）
アレルギー（卵、乳、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2月6日　販売地域：神奈川県　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5年2月12日　販売地域：埼玉県)

菓子パン

ドーナツ
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5年2月14日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

辛子明太子
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2月9日　販売地域：山口県)

焼豚
アレルギー（小麦、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月10日　販売地域：埼玉県　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5年2月11日　販売地域：宮城県　クラス分類：CLASSⅠ)

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5年2月15日　販売地域：千葉県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子
賞味期限を誤表示、商品にカビ発生。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月5日　販売地域：愛知県)

ピザ
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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

焼菓子（計3件）
日本語表示が欠落、アレルギー（卵、乳、アーモンド、大豆、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月11日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

アレルギー（卵、乳、豚肉）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月15日　販売地域：新潟県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子
アレルギー（小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）表示等の食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月14日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

キムチ
アレルギー（小麦、いか、大豆）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月14日　販売地域：広島県　クラス分類：CLASSⅠ)

アレルギー（小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）表示等の食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月14日　販売地域：神奈川県　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5年2月11日　販売地域：滋賀県)

焼菓子（計2件）

製品名等 届出内容

普通貨物自動車（DFSK　folofly F1 VAN）

普通貨物自動車（ステアリングシャフトとステアリングギヤASSY連結部）のリコール。（外-
3555）
ステアリングシャフトとステアリングギヤASSY 連結部において、使用するダストカバーのゴム
材質が不適切なため、そのまま使用すると割れ等の不具合が生じ、かじ取り装置の基準を満
足しないおそれがある。また、割れた状態で長期間使用を続けると内部のオイルシールが埃
により劣化し、その劣化部からグリスが漏れ出すおそれがある。

自動二輪車（スズキ　ハヤブサ）

自動二輪車（制動装置）のリコール。（5281）
フロントブレーキマスタシリンダボデーにおいて、ブレーキの液圧を調整するための油路の設
定が不適切なため、その油路を閉塞したままとなることがある。そのため、特定の条件下でブ
レーキレバーの遊びが大きくなり、最悪の場合、制動距離が伸びるおそれがある。

焼菓子
アレルギー（小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）表示等の食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月14日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当

たら（切り身）
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5年2月13日　販売地域：福岡県、熊本県)

菓子（計14件）
アレルギー表示等の食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月15日　クラス分類：CLASSⅠ)

弁当
賞味期限切れの食材を使用。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月16日　販売地域：沖縄県)

ワイン（計2件）
異物（ボトル開口部の破損物）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月16日　クラス分類：CLASSⅠ)

キムチ
異物（キッチンタオル）混入。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月17日)

洋菓子（計2件）
アレルギー（大豆、りんご）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月10日　販売地域：北海道　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（サラダ）（計2件）
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2月15日　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計2件）
アレルギー（小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）表示等の食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月14日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

漬物
異味・異臭の発生。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月16日　販売地域：東京都、神奈川県)

惣菜
消費期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月13日　販売地域：静岡県、神奈川県)

漬物
賞味期限を誤表示。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月13日　販売地域：山形県、宮城県)

焼菓子
アレルギー（小麦、卵、乳、アーモンド、大豆）表示等の食品表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月14日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)
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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。

　

＜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2月24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。

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（5282）
エキゾーストマニホールドにおいて、パイプ部の強度が不足しているため、登坂路等でのパイ
プ表面温度が過度に上昇するような高負荷かつ特定のエンジン回転での走行を繰返すことに
より、亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると、排出ガスが基準値を満
足しなくなるおそれがある。

普通乗用自動車（トヨタ　JPN TAXI）

軽自動車（スズキ　エブリイ）

普通乗用自動車（フェラーリ　812 Competizione）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3570）
原動機のコネクティングロッドにレーザーで刻印されているデータマトリックスが不適切なた
め、極端に高いエンジン回転数で長期間使用した場合、金属疲労によりコネクティングロッド
に亀裂が発生する可能性がある。最悪の場合、コネクティングロッドが折損するおそれがあ
る。

普通乗用自動車（トヨタ　ノア　他）

普通乗用自動車（①衝突被害軽減制動制御装置、②かじ取り装置）のリコール。（5283）
①衝突被害軽減ブレーキにおいて、制御プログラムが不適切なため、駐停車している車列の
側方を通過する際に、前方カメラとミリ波センサによる車両認識に差異が発生し、システムが
停止することがある。そのため、システムが再起動する間、警告灯が点灯して衝突被害軽減
ブレーキが作動しないおそれがある。
②自動命令型操舵機能であるアドバンストパーク※において、制御プログラムが不適切なた
め、駐車条件が整わない等により駐車支援を中止した場合に警告音が吹鳴しないことがあ
る。そのため、保安基準第１１条（かじ取り装置）に適合しないおそれがある。
　※ステアリング、アクセル、ブレーキ操作を制御する駐車支援システム。

軽自動車（原動機）のリコール。（5280）
エンジンにおいて、組立作業が不適切なため、タイミングチェーンが排気カムシャフトスプロ
ケットに正しく掛けられていないものがある。そのまま継続使用すると、タイミングチェーンが
排気カムシャフトを駆動できなくなり、エンストに至るおそれがある。


