
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7日 保育サービス 愛知県

2 令和4年10月5日 保育サービス 東京都

3 令和4年10月7日 保育サービス 石川県

4 令和4年2月26日 医療サービス（美容） 島根県

5 令和5年2月21日 ソフトコード 長野県

6 令和5年2月9日 保育サービス 東京都

7 令和4年12月9日 その他のサービス(エステ) 和歌山県

8 令和5年2月26日 その他のサービス（外食） 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5年2月12日 ノロウイルス 兵庫県

2 令和5年2月15日 ノロウイルス 秋田県

3 令和5年2月12日 調査中 兵庫県

4 令和5年2月13日 カンピロバクター 群馬県

5 令和5年2月11日 カンピロバクター 神奈川県

6 令和5年2月 ノロウイルス 京都府

7 令和5年2月14日 ノロウイルス 東京都

事故内容

原因施設・原因食品

令 和 ５ 年 ３ 月 ２ 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、職員が玄関ドアと壁のすき間に幼児が指を入れて
いることに気付かず、当該ドアを閉めたところ、当該幼児の指を挟み、負
傷し、救急搬送。

クリニックにおいて、医療脱毛の施術を受けたところ、肛門部に強い疼痛
が生じ、当該肛門部の皮膚に発赤、びらん。

保育施設において、幼児が高さ50㎝の台の上に大型積木を積み重ね、
その上を歩いて遊んでいたところ、当該幼児がバランスを崩し、床に転
落し、左腕を骨折。職員は幼児が遊んでいるのを見ていたが、転落時の
対策をとっていなかった。

公園での園外保育中、職員が幼児を見失い、道路上で発見・保護。

一口コンロで豆炭を加熱していたところ、当該コンロの接続具（ソフトコー
ド）が焦げ、当該ソフトコードから漏れたガスに引火。

保育施設において、跳び箱2段の上からマットをかけて幼児が登ってい
たところ、当該幼児が床に転落し、右鎖骨を負傷。事故当時、職員はそ
ばを離れており、また転落時の対策を講じていなかった。

店舗において、HIFU（ハイフ）を用いた施術を受けたところ、脇部分に痛
みと皮膚潰瘍が生じた。
　（注）HIFU：High-Intensity Focused Ultrasound

ホテル内の飲食店において、誤って提供された次亜塩素酸水を利用者
が飲み、3名が体調不良を訴え、救急搬送。

飲食店（2月11日、12日の食事）

給食施設（2月14日の食事）

飲食店（2月11日、12日の食事）

飲食店（2月17日、18日の食事）

飲食店（2月10日の食事）

飲食店（2月8日の食事）

その他施設（2月13日の弁当）



8 令和5年2月19日 ノロウイルス 長崎県

9 令和5年2月20日 アニサキス 広島県

10 令和5年2月18日 ノロウイルス 栃木県

11 令和5年2月17日 ノロウイルス 岐阜県

12 令和5年2月19日 ノロウイルス 愛媛県

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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

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5日)

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19日　販売地域：岡山県)

大学芋
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20日　販売地域：大阪府)

和菓子
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20日　販売地域：大阪府)

アレルギー（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21日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

豆乳加工品
一部商品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22日)

はちみつ加工品（計2件）
食品への使用が認められていない物質を検出。
(自主回収に着手した年月日：令和4年12月9日)

豚肉

生かき(生食用）

惣菜（揚げもの）

たらこ
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1日　販売地域：宮崎県)

アレルギー（小麦、乳、さば、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9日　販売地域：福岡県　クラス分類：CLASSⅠ)

ししゃも
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16日　販売地域：埼玉県)

和菓子
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17日　販売地域：広島県　クラス分類：CLASSⅠ)

豆腐

生鮮魚介類
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17日　販売地域：茨城県)

届出内容製品名等

生かき(生食用）（計6件）
成分規格不適合（大腸菌数）。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月14日　販売地域：三重県、岡山県)

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7日　販売地域：神奈川県、東京都、千葉県)

チョコレート
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7日)

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7日)

チョコレート

きのこ加工品（計2件）

飲食店（2月18日、19日の食事）

飲食店（2月19日に販売した食品）

飲食店（2月17日の食事）

飲食店（2月17日の食事）

飲食店（2月17日の弁当）

包装材の膨張。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月20日　販売地域：千葉県)

昆布加工品

洋菓子
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20日　販売地域：福島県)

惣菜（コロッケ）
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19日　販売地域：兵庫県　クラス分類：CLASSⅠ)

ワイン
一部商品にビンが割れる可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月21日　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2月20日　販売地域：長崎県　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

2

製品名等 届出内容

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3569）
原動機のカムシャフト・コントローラにおいて、カムギヤを固定しているボルトのボルトヘッド厚
みの設計値が不適切なため、締付け時に当該ボルトが損傷しているものがある。そのため、
カムギヤの固定が緩むことで異音や点火タイミングずれによるエンジン不調が発生し、そのま
まの状態で使用を続けると、最悪の場合、カムギヤの固定が外れてエンストして再始動不能
となるおそれがある。

緑茶
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17日　販売地域：福岡県)

焼菓子
アレルギー（くるみ、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20日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

パン（計2件）
アレルギー（卵、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21日　販売地域：長崎県　クラス分類：CLASSⅠ)

魚肉練り製品
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5年2月17日　販売地域：山口県　クラス分類：CLASSⅠ)

焼菓子（計7件）
アレルギー（乳、アーモンド）表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月21日　販売地域：東京都　クラス分類：CLASSⅠ)

甘栗
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21日　販売地域：岡山県)

チョコレート
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22日　販売地域：福岡県)

そば
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20日　販売地域：岩手県、青森県、秋田県)

普通乗用自動車（プジョー　208　他）

普通乗用自動車（原動機）のリコール。（外-3566）
タイミングベルトにおいて、特定の燃料や添加剤の影響によるエンジンオイルの変質のため、
エンジンオイルに浸された構造のタイミングベルトの劣化が進行しているものがある。そのた
め、タイミングベルトの表面が剥離してブレーキバキュームポンプが破損し、ブレーキ倍力装
置の機能が低下する。

普通乗用自動車（ポルシェ　PANAMERA　他）

惣菜（唐揚げ）（計3件）
異物（乾燥剤）混入の可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月22日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜

惣菜（天ぷら）
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23日　販売地域：埼玉県　クラス分類：CLASSⅠ)

和菓子
アレルギー（乳、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24日　クラス分類：CLASSⅠ)

魚介類加工品（さけ）
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23日　販売地域：長野県)

アレルギー（えび、かに、ごま、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22日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（煮魚）
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18日　販売地域：滋賀県)

焼菓子
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19日　販売地域：東京都、神奈川県　クラス分類：
CLASSⅠ)

馬肉
腸管出血性大腸菌Ｏ26を含む可能性。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月20日　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（揚げもの）
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22日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

惣菜（メンチカツ）
アレルギー（卵、牛肉、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2月22日　販売地域：神奈川県　クラス分類：CLASSⅠ)

和菓子
賞味期限表示が欠落。
(自主回収に着手した年月日：令和5年2月24日　販売地域：福島県)
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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3月2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（ルノー　アルカナ）

普通乗用自動車（動力伝達装置）のリコール。（外-3559）
オートマチックトランスミッションにおいて、製造工程が不適切なため、オイルドレンプラグ取付
部の切削面が粗くなっているものがある。そのため、オートマチックトランスミッション内に浸潤
しているオイルが漏れ、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行できなくなるお
それがある。

普通乗用自動車（ルノー　キャプチャー　他）

普通乗用自動車（その他）のリコール。（改659）
運転支援システムの構成部品であるフロントカメラにおいて、半導体の製造管理が不適切な
ため導通不良が発生し、カメラが作動停止することがある。そのため、運転支援システムが機
能しなくなるおそれがある。

普通乗用自動車（フェラーリ　SF90Stradale　他）

普通乗用自動車（電気装置）のリコール。（外-3571）
高電圧バッテリーにおいて、バッテリーセルの電極の溶接が不適切なものがある。そのため、
抵抗値が増加することにより、バッテリーの性能が低下し、警告等が点灯、電動機の機能を
制限し、出力低下させるおそれがある。最悪の場合、走行できなくなる可能性がある。


