
　

別紙２

釧路市動物園 サイクルモノレール 釧路市 車輪軸に亀裂 該当車両休止中 該当車両休止中

円山子供の国 スカイサイクル 札幌市 車輪軸に亀裂 交換済 運行中

円山子供の国 スカイシップ 札幌市 車輪軸に亀裂 交換済 運行中

旭山動物園 ファンタジーエキスプレス 旭川市 客席部分を上下させるための油圧ポンプ不良 修理予定 休止中

旭山動物園 スペースジャイロ 旭川市 客席回転部分のベアリング不良 修理予定 休止中

北見ファミリーランド クレイジーマウス 北見市 車輪ウレタンゴム剥離 修理中 休止中

北見ファミリーランド ハートビート 北見市 客席回転部分のベアリング不良 修理予定 休止中

Ｆａｍｉｌｙ愛ＬａｎｄＹｏｕ サイクルモノレール 北海道 車輪軸に亀裂 該当車両休止中 当該車両休止中

三井グリーンランド スカイジェット 北海道 車輪軸に傷 交換済 運行中

三井グリーンランド サイクルモノレール 北海道 車輪軸に傷 交換済 運行中

三井グリーンランド 急流すべり 北海道 車輪軸に亀裂 交換済 運行中

ルスツリゾート　カントリーランド サイクルモノレール 北海道 ボギー軸に亀裂 交換済 運行中

星と森のロマントピアそうま スカイサイクル 弘前市
車両入れ替え装置動作不良
駆動用歯車摩耗

修理予定 休止中

八戸公園　こどもの国 サイクルモノレール 八戸市 フリーホイル動作不良及びチェーンの伸び 交換済 運行中

運行状況特定行政庁遊戯施設名施設名 是正状況都道府県

青森

遊戯施設に関する緊急点検結果

不具合内容

北海道



運行状況特定行政庁遊戯施設名施設名 是正状況都道府県 不具合内容

岩山パークランド アポロ 盛岡市 身体保持装置用油圧シリンダー故障 修理予定 休止中

岩山パークランド グレイトポセイドン 盛岡市
海賊船の駆動タイヤ用軸受け金具（ブラケット）のガ
タ

廃止検討中 休止中

宮城 チャチャワールドいしこし メリーゴーランド 宮城県
ブレーキパッドを作動させる電磁マグネット欠落
電流計針作動不良

修理予定
休止中

海竜の里センター 観覧車 いわき市 窓の傷及び割れ 該当台車乗車禁止 運行中

大江戸温泉物語　湯屋あいづ ウォータースライダー 福島県
滑走面変形
ＦＲＰ繊維露出
昇降階段手摺部分錆・腐食

修理済 運行中

東京 プールガーデン ウォータースライド 江戸川区 滑走路本体き裂 修理済 運行中

大磯ロングビーチ ウォータースライダー 神奈川県
すべり台部分に水を流すための揚水配管用留金具
一部腐食

交換済 運行中

横浜・八景島シーパラダイス ピーターパン 横浜市 モーター用減速機のベアリング不良 修理済 運行中

横浜・八景島シーパラダイス ブルーフォール 横浜市 ６基中の２基（５、６号機）の主索部の異常
5号機の主索交換完了
6号機の主索交換予定

6号機休止中、他の5基運行
中

さがみ湖ピクニックランド スカイライダー 相模原市 レールの亀裂 修理済 運行中

富山 太閤山ランド 滝すべり 富山県 滑走路の塗装の亀裂及び剥離 修理済 運行中

石川 バードハミング鳥越 サイクルモノレール 白山市 軌条支持部材の一部腐食 修理予定 休止中

山梨 甲府市遊亀公園付属動物園 メリーゴーランド 甲府市
ﾚｰﾙの一部き裂・柵の高さ不足・モーター用Ｖベルト
亀裂・ベアリング不良・タイヤ摩耗

修理中 休止中

伊豆ぐらんぱる公園 キッズコースター 静岡県 巻上チェーンの伸び 修理中 休止中

楽寿園のりもの広場 おとぎ列車 静岡県 車輪外周の硬質ゴムひび割れ 存続検討中 休止中

静岡

岩手

神奈川

福島



運行状況特定行政庁遊戯施設名施設名 是正状況都道府県 不具合内容

ラグーナ蒲郡ラグナシア マジカルパウダー 愛知県 軸の摩耗 交換済 運行中

安城市堀内公園 サイクルモノレール 愛知県 車輪軸に亀裂 交換済 運行中

日本モンキーパーク アンパンマンハッピースカイ 愛知県 観覧車のかご吊り用水平部材に傷 修理済 運行中

日本モンキーパーク フラッシュダンス 愛知県 遠隔操作用モーター故障 修理済 運行中

愛知こどもの国 サイクル列車 愛知県 車輪軸に傷 客車No4,No5,No9の廃止 当該車両以外運行中

サンビーチ日光川 渓流下り 名古屋市 揚水装置の圧力計腐食及び作動不良 交換済 運行中

とだがわこどもランド サイクルモノレール 名古屋市 車輪軸に傷 交換済 運行中

豊橋総合動植物公園 サイクルモノレール 豊橋市 １０台中１台の車輪軸に亀裂 交換済 運行中

合歓の郷　アクアパーク ネムエキスプレス 三重県
滑走路亀裂
FRP繊維露出

修理済 運行中

合歓の郷　アクアパーク ファミリーリバー 三重県 滑走路接合部のボルト緩み 修理済 運行中

合歓の郷　アクアパーク ワイルドリバー 三重県
滑走路接合部のボルト緩み
FRP繊維露出

修理済 運行中

大阪 茨木市西河原市民プール
リバーライド
スーパーフルーム 茨木市 揚水ポンプ用圧力計動作不良 交換済 運行中

兵庫 神戸市立王子動物園 パラトルーパー 神戸市 駆動装置の歯車摩耗 部品交換中 休止中

奈良 奈良県浄化センター公園ファミリープール大スライダー 奈良県 スライダー上部桁受け部分のコンクリートの浮き 補修済 運行中

チボリ公園 オーディンエクスプレス 倉敷市 コースター逆行防止装置(シューライニング）の磨耗 交換済 運行中

おもちゃ王国 サイクルライダー 玉野市 車輪取付部に傷 交換済 運行中

おもちゃ王国 フロッグホッパー 玉野市 車輪軸に傷 交換済 運行中

岡山

三重

愛知



運行状況特定行政庁遊戯施設名施設名 是正状況都道府県 不具合内容

香川 亀山公園こどもの国 観覧車 香川県 客席部の構造部材、扉の腐蝕 廃止検討中 休止中

明治屋産業㈱スーパープレイランド 観覧車 福岡県
地盤不動沈下、観覧車を動かすためのワイヤーロー
プの素線切れ

存続検討中 休止中

だざいふ遊園地 水上コースター 福岡県 駆動用歯車の摩耗 交換予定 休止中

だざいふ遊園地 バイキング 福岡県 海賊船の客席下部の骨組みの錆及び腐食 施設廃止し撤去予定 休止中

大牟田市動物園ちびっこ広場 コーヒーカップ 大牟田市 客席回転部のベアリング不良 修理済 運行中

佐賀 さが健康ランド ウォータースライド 佐賀市 安全柵腐食、塗装はく離 修理済 運行中

ハウステンボス（ニュースタッド） フライト・オブ・ワンダー 佐世保市 車輪軸に傷 車軸交換済 運行中

総合グラウンドプール（佐世保市施設） ウオータースライダー 佐世保市
スライダーの支柱のアンカーボルト及びナット腐食、
スライダーのひび、着水プール接合部FRP不良

修理済 運行中

㈱長崎西海楽園 ウォータースライダー 長崎県
スライダー支持部材の錆及び腐食、揚水ポンプ用
モーター絶縁不良

修理済 運行中

大崎公園サイクルモノレール サイクルモノレール 長崎県 レール支柱腐食 修理予定 休止中

大分 ハーモニーランド ハーモニートレイン 大分県 レール継ぎ目部亀裂 修理済 運行中

出水市海洋公園プール ウォータースライダー 鹿児島県
スライダー支持部材の接続部分のボルトの腐食及び
柱脚ボルトの腐食

修理予定 休止中

頴娃町営プール ウォータースライダー 鹿児島県 接地線（アース）の不良 修理済 運行中

鹿児島

福岡

長崎


