
【航空】　調査の進捗状況 運輸安全委員会
事故
No. 発生年月日 発生場所 登録記号 型式 運航者 事故等種類 進捗状況

1 2016/8/9 宮城県宮城郡七ヶ浜町内海水浴場 JA968A アグスタ式AW139型（回転翼航空機） 海上保安庁 胴体着陸 調査中
2 2016/8/8 神奈川県秦野市平沢 JA6917 川崎式BK117C-2型 朝日航洋株式会社 着陸時の機体損傷 調査中
3 2016/8/6 熊本空港滑走路上 JA3628 富士重工式FA-200-180型 個人 着陸時の機体損傷 調査中
4 2016/5/6 静岡県静岡市内場外離着陸場（三保飛行場） JA4023 ソカタ式TB10型 個人 オーバーラン、機体損傷 調査中
5 2016/5/5 福島県田村郡三春町 JA21BB グラスフリューゲル式304CZ-17型（滑空機） 個人 墜落 調査中
6 2016/4/10 熊本県阿蘇市山田 阿蘇観光牧場内 JA2437 SNセンターエア式センターエア101B型（滑空機） 個人 不時着時機体損傷 調査中
7 2016/3/26 八尾空港内 JA3788 ムーニー式M20C型 個人 墜落 調査中

8 2016/3/23 栃木県宇都宮市柳田町 JR1747
ウルトラライト・エアクラフト式チャレンジャーⅡ-R447L
型（超軽量動力機）

個人 墜落 調査中

9 2016/3/17 千葉県印旛郡栄町 JA50KM PZL-ビエルスコ式SZD-50-3プハッチ型（滑空機） 個人 墜落 調査中
10 2016/2/23 新千歳空港 誘導路上 JA322J ボーイング式737-800型 日本航空株式会社 非常脱出時の乗客負傷 調査中
11 2015/12/20 静岡県静岡市内場外離着陸場（富士川滑空場） JA4048 パイパー式PA-18-150型 個人 着陸時転覆による機体損傷 意見照会作業中
12 2015/11/22 群馬県安中市松井田町 JA7963 ロビンソン式R22Beta型 個人 墜落 調査中
13 2015/11/16 仙台空港 A滑走路上 JA3762 ビーチクラフト式A36型 個人 胴体着陸 調査中
14 2015/10/13 熊本県阿蘇市山田 阿蘇観光牧場内 JE0146 エアコマンド式エリート－R582 型（ジャイロプレーン） 個人 墜落 調査中
15 2015/9/22 埼玉県桶川市 本田エアポート JA31HA セスナ式172S型 本田航空株式会社 着陸時機体損傷 調査中
16 2015/9/9 北海道北見市 北見地区農道離着陸場 JA2528 ホフマン式H-36ディモナ型（動力滑空機） 個人 着陸時機体損傷 意見照会作業中
17 2015/8/28 沖縄県粟国空港 JA201D バイキング式DHC-6-400型 第一航空株式会社 着陸時滑走路逸脱 意見照会作業中
18 2015/8/25 北海道上川郡美瑛町 美瑛滑空場 JA21DA ダイヤモンド・エアクラフト式HK36TTC型（動力滑空機） 個人 着陸時滑走路逸脱 意見照会作業中
19 2015/8/19 札幌飛行場滑走路上 JA4193 パイパー式PA-28R-201型 個人 胴体着陸 意見照会作業中
20 2015/7/26 東京都調布市富士見町1丁目24 JA4060 パイパー式PA-46-350P型 個人 墜落 報告書案審議中
21 2015/6/7 兵庫県三木市細川町垂穂字槇山　グリーンピア三木 JA7926 シュワイザー式269C－1型（回転翼機） 個人 ホバリング中横転機体損傷 意見照会作業中

22 2015/5/23 千葉県柏市利根川河川敷、高度約120m JR0552 ﾏｯｸｽｴｱｰ式ﾄﾞﾘﾌﾀ-XP-R503 Vert L型（超軽量動力機） 個人
飛行中エンジン停止による不時
着機体損傷

調査中

23 2015/4/14 広島空港着陸時 HL7762 エアバス式A320-200型 アシアナ航空株式会社 着陸時機体損傷 意見照会作業中
24 2015/3/13 新潟空港付近上空、高度約2,000m JA001G ガルフストリーム・エアロスペース式G-Ⅳ型 国土交通省航空局 落雷機体損傷 意見照会作業中

重大インシデント
No. 発生年月日 発生場所 登録記号 型式 運航者 事故等種類 進捗状況

1 2016/8/5 奈良県吉野郡十津川村付近上空、高さ約200m JA9678 アエロスパシアル式AS332L1型 朝日航洋株式会社 物件が意図せず落下した事態 調査中

2 2016/7/9 中部国際空港の南南東約130km、高度約11,000m JA04JJ エアバス式A320-232型 ジェットスター・ジャパン株式会社
航行の安全に障害となる複数の
故障

調査中

3 2016/5/27 東京国際空港の南西約50km、高度約5,000m JA85AN ボーイング式737-800型 全日本空輸株式会社
航行の安全に障害となる複数の
故障

調査中

4 2016/5/27 東京国際空港 C滑走路上 HL7534 ボーイング式777-300型 株式会社大韓航空
非常脱出スライドを使用した非常
脱出

調査中

5 2016/4/17 島根県松江市付近上空、高度約12,000m JA06RJ ボンバルディア式CL-600-2C10型 アイベックスエアラインズ株式会社
航行の安全に障害となる複数の
故障

調査中

6 2016/3/21 鹿児島空港滑走路上 JA01YK シーラス式SR22T型 個人
脚が損傷し、航空機の航行が継
続できなくなった事態

調査中

7 2016/3/1 福井県三方郡美浜町付近上空、高さ約100m JA9678 アエロスパシアル式AS332L1型 朝日航洋株式会社 物件が意図せず落下した事態 調査中

8 2015/12/4 茨城県稲敷郡河内町内場外離着陸場（大利根飛行場） JA30HT モール・エアー式M-7-235C型 個人
脚が損傷し、航空機の航行が継
続できなくなった事態

調査中

9 2015/10/10
鹿児島空港 滑走路34 最終進入経路上、同滑走路末端から3マイ
ル（約5.4km）付近

JA8364-
JA80CT

ボーイング式767-300型、ブリテン・ノーマン式 BN-2B-
20型

日本航空株式会社、新日本航空株式
会社

異常接近報告に基づき調査中 意見照会作業中

10 2015/10/2 新潟県糸魚川市橋立付近上空、高さ約240m JA9678 アエロスパシアル式AS332L1型 朝日航洋株式会社 物件が意図せず落下した事態 意見照会作業中
11 2015/7/22 秋田県由利本荘市岩城福俣地内、高さ約90m JA6777 アエロスパシアル式AS332L1型 東北エアサービス株式会社 物件が意図せず落下した事態 調査中
12 2015/7/7 秋田空港の南西約60km、高度約10,000m JA06FJ エンブラエル式ERJ170-200STD型 株式会社フジドリームエアラインズ 航空機内の気圧の異常な低下 調査中
13 2015/6/30 種子島空港の東北東約55km、高度約11,000m JA8525 ボーイング式737-400型 日本トランスオーシャン航空株式会社 航空機内の気圧の異常な低下 調査中

14 2015/6/3 那覇空港滑走路上
JA8938-
JA80AN-
57-4493

ボーイング式737-400型、ボーイング式737-800型、
CH47

日本トランスオーシャン航空株式会
社、全日本空輸株式会社、航空自衛
隊

他の航空機が使用中の滑走路へ
の着陸

報告書案審議中

15 2015/4/5 徳島空港着陸進入時 JA8299 ボーイング式767-300型 日本航空株式会社 閉鎖中の滑走路への着陸の試み 意見照会作業中

　※　「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。

資料1



【鉄道】　調査の進捗状況 運輸安全委員会
事故

No. 発生年月日 事業者 線区 種類 進捗状況
1 2016/8/22 九州旅客鉄道株式会社 指宿枕崎線　入野駅～頴娃駅間　[鹿児島県指宿市] 踏切障害事故 調査中
2 2016/7/29 東日本旅客鉄道株式会社 両毛線　国定駅～岩宿駅間　[群馬県みどり市] 踏切障害事故 調査中
3 2016/7/14 西日本旅客鉄道株式会社 芸備線　西三次駅～志和地駅間　［広島県三次市］ 列車脱線事故 調査中
4 2016/7/7 四国旅客鉄道株式会社 予讃線　伊予横田駅～鳥ノ木駅間　［愛媛県伊予市］ 踏切障害事故 調査中
5 2016/6/23 西日本旅客鉄道株式会社 山陽線　瀬野駅～八本松駅間　[広島県広島市付近] 列車脱線事故 調査中
6 2016/6/17 秩父鉄道株式会社 秩父本線　大麻生駅～ひろせ野鳥の森駅間　[埼玉県熊谷市] 踏切障害事故 調査中
7 2016/6/10 樽見鉄道株式会社 樽見線　糸貫駅～本巣駅間　[岐阜県本巣市] 踏切障害事故 調査中
8 2016/6/2 長崎電気軌道株式会社 桜町支線　諏訪神社前停留場～公会堂前停留場間　[長崎県長崎市] 車両脱線事故 調査中
9 2016/5/18 東武鉄道株式会社 東上本線 中板橋駅～大山駅間　[東京都板橋区] 列車脱線事故 調査中

10 2016/4/16 九州旅客鉄道株式会社 豊肥線 赤水駅構内　[熊本県阿蘇市] 列車脱線事故 調査中
11 2016/4/15 長良川鉄道株式会社 越美南線 洲原駅～母野駅間　[岐阜県美濃市] 列車脱線事故 調査中
12 2016/4/14 九州旅客鉄道株式会社 九州新幹線 熊本駅～熊本総合車両所間　[熊本県熊本市] 列車脱線事故 調査中
13 2016/3/20 流鉄株式会社 流山線 幸谷駅～小金城趾駅間　[千葉県松戸市] 踏切障害事故 報告書案審議中
14 2015/12/31 四国旅客鉄道株式会社 高徳線 オレンジタウン駅構内　[香川県さぬき市] 列車脱線事故 調査中
15 2015/12/11 東日本旅客鉄道株式会社 山田線 平津戸駅～松草駅間　[岩手県宮古市] 列車脱線事故 調査中
16 2015/10/29 南阿蘇鉄道株式会社 高森線　中松駅構内　[熊本県阿蘇郡南阿蘇村] 列車脱線事故 報告書案審議中
17 2015/10/11 長崎電気軌道株式会社 桜町支線　諏訪神社前停留場～公会堂前停留場間　[長崎県長崎市] 車両脱線事故 報告書案審議中

重大インシデント
No. 発生年月日 事業者  種類 進捗状況

1 2016/7/27 京成電鉄株式会社 本線　京成臼井駅～京成佐倉駅間　［千葉県佐倉市］ 工事違反 調査中



【船舶】　調査の進捗状況 運輸安全委員会
重大事故

No. 事故等種類 発生年月日 事故等名 発生場所 報告書
1 死傷等 2016/8/12 遊漁船第１１恵安丸釣り客行方不明 福井県おおい町大島漁港沖 調査中
2 衝突 2016/8/7 ケミカルタンカーＥＡＳＴＥＲＮ　ＰＨＯＥＮＩＸ油タンカー第八けいひん丸衝突 神奈川県川崎市扇島沖 調査中
3 衝突 2016/8/1 フェリーきたきゅうしゅうⅡＬＰＧ船第五鹿島丸衝突 香川県丸亀市広島南方海域（備讃瀬戸北航路内） 調査中
4 衝突 2016/6/7 コンテナ船ESTELLE MAERSKコンテナ船JJ SKY衝突 阪神港神戸区中央航路内 調査中
5 死傷等 2016/5/21 ケミカルタンカーFINE CHEMI乗組員行方不明 高知県足摺岬灯台の南方沖 調査中
6 死傷等 2016/5/16 貨物船ＨＵＮＡＮ乗組員行方不明 山口県平郡島北西沖 調査中
7 乗揚 2016/5/10 貨物船CENTURY SHINE乗揚 御前崎港内 調査中
8 死傷等 2016/4/22 ケミカルタンカーBUCCOO　REEF乗組員死亡 フランス共和国ボルドー近郊のバッサン港岸壁付近 調査中
9 衝突 2016/2/19 コンテナ船SINOKOR INCHEON漁船敏丸衝突 山口県上関町祝島南西方沖 調査中

10 乗揚 2016/1/10 貨物船ＣＩＴＹ乗揚 山形県酒田港付近の消波ブロック 調査中
11 衝突（単） 2016/1/8 旅客船ビートル衝突（海洋生物） 長崎県対馬市対馬北西方沖約19海里 調査中
12 死傷等 2015/10/24 遊漁船海秀丸釣り客死亡 岩手県山田湾沖 報告書案審議中
13 死傷等 2015/10/19 貨物船ＴＲＩＴＯＮ　ＳＷＡＮ穀物検定員死亡 神戸市東灘区　東灘トーメンサイロ岸壁 意見照会作業中
14 衝突 2015/10/17 ケミカルタンカーＳＵＬＰＨＵＲ ＧＡＲＬＡＮＤ油タンカー第二和光丸衝突 山口県下関市六連島東方沖 報告書案審議中
15 死傷等 2015/10/14 貨物船ＡＳＩＡＮ　ＩＮＦＩＮＩＴＹ乗組員死亡 福島県相馬市相馬港5号ふ頭 意見照会作業中
16 火災 2015/7/31 旅客フェリーさんふらわあだいせつ火災 北海道苫小牧沖約55キロメートル付近 調査中
17 沈没 2014/12/26 貨物船MING GUANG沈没 青森県鰺ヶ沢港北西方沖 意見照会作業中
18 衝突 2014/11/15 貨物船YONG SHENG Ⅶ 土砂採取船第十八北栄衝突 沖縄県中城湾新港 意見照会作業中

　※　「意見照会作業中」とは、事故等調査を終える前に、関係国や関係行政機関などに対して意見照会をしているもの。


