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終更新日：2007/9/27
発生年月日 発生場所 建築物用途 状 　　　　況 被害の程度

H16/10/03 長野県内 日帰り入浴施設
日帰り入浴施設で天井より直径約1cmの鉄の棒によってつるしてあった湯
気を抜くための格子状のアルミ製飾り天井（約30㎡）が、約6m下の洗い場
付近に落下した。

軽傷5名

H16/10/11 滋賀県内 アイスアリーナ アイスアリーナでフィギュアスケート大会中に天井が落下した。 負傷者なし

H16/10/13 香川県内 神社 神社のお旅所の高さ1.5m、重さ350kgの門柱が倒れた。
1名が頭を強く打って死
亡、1名軽傷

H16/10/16 香川県内 神社
神社の石柱（高さ1.44m、幅24cm、厚さ12cm）に小学生が乗って遊んでいた
ところ、重みで石の土台に差し込んでいた石柱が根本から折れた。

重傷1名

H16/12/06 北海道内 宿泊施設
ホテルの解体工事で、外壁を内側に引き倒す作業中に、外壁が道路面に
倒壊した。

負傷者なし

H17/01/26 新潟県内 宿泊施設
地震で半壊した旅館の浴場の屋根が雪の重みで崩落し、入浴中の男性2
名が生き埋めとなった。

死者2名

H17/03/02 青森県内 事務所兼倉庫
事務所兼倉庫の軒先部分が降り積もった雪とともに崩れ落ち、軒下で作業
をしていた男性従業員が生き埋めとなった。

死者1名

H17/04/08 東京都内 共同住宅
工事用エレベーターの滑車が落下し、仮囲い上部の防護棚を破り、歩道上
に落下した。その際、切断された電線が歩行者に当たった。

重傷1名

H17/06/14 東京都内 事務所
8階建てオフィスビルの5階付近より壁面約12㎡（計900kg）がはがれ落ち、
下を走行していた車と通行中の歩行者に当たった。

重体1名、軽傷1名

１　建築物における事故事例（過去３年間）



発生年月日 発生場所 建築物用途 状 　　　　況 被害の程度

H17/06/21 東京都内 共同住宅
作業員がアパートの1階部分の壁（幅11.7m、高さ3.2m）に上って解体作業を
していたところ、外壁が縦10m、横約2mに渡って突然崩れた。

軽傷1名

H17/08/05 山口県内 病院

男児（1才7ヶ月）が作動中の回転ドアに触れて転倒した際に、回転ドアの扉
下部と床の間に足の先が挟まり、同伴の母親が男児の足を扉下部から引
き抜いたが、その際に母親が腕に擦傷を負った。男児に外傷等はなかっ
た。

軽傷1名

H17/09/26 広島県内 パチンコ店
県庁やデパートが立ち並ぶ繁華街の一角のパチンコ店ビル解体工事現場
で、高さ約5mの外壁が幅約20mにわたって突然崩れ、がれきなどが歩道や
車道に落下し、男性2名が負傷した。

要入院1名、軽傷1名

H17/10/24 鳥取県内 中学校

休み時間中、校舎1階の教室内で数人の生徒と追いかけっこをして遊んで
いた際、男子生徒（13才）がテラス側の窓ガラスに誤ってぶつかり、割れた
ガラス片で負傷した。生徒はその後手洗い場で血を洗い流している 中に
意識を失い、約1時間20分後に死亡した。

右手首にけが、救急隊員
が病院に収容したが、出
血がひどく間もなく死亡

H17/11/24 埼玉県内 スポーツ施設
2階にある屋内プールで、石こう製の天井板約150枚が落下し、4m下のプー
ルにいた利用客3人に当たった。

男性(65才)と女性(48才)
が、肩や首に軽い打撲

H18/06/07 新潟県内 小学校
消防法で定める定期点検中に防火シャッターが降下し、小学生1名が首を
挟まれた。

重体1名

H18/08/10 愛知県内 県営住宅
5階建て県営住宅の3Fの部屋から男性（25才）がベランダに出ようとしたとこ
ろ、バランスを崩し、手すりにつかまったところ、手すり子が外れ１階に転落
した。

肋骨骨折及び左手首開放
骨折



発生年月日 発生場所 建築物用途 状 　　　　況 被害の程度

H18/08/13 大分県内 多目的ホール
座席 上段に通じる2階の扉から入ったところ、可動式のいす席が格納され
ていたため4メートル下のフローリング床へ転落した。

重傷

H18/10/11 東京都内 倉庫
解体作業中、柱・外壁を重機にて倒す際に躯体とＰＣ版を止めてある金具
が腐食していたためＰＣ版が剥がれ壁が足場(養生)に寄り掛かりそのまま
足場ごと道路に倒壊した。

負傷者なし

H18/11/15 山口県内 店舗
駐車場につながるらせん状の通路から乗用車が約８メートル下に転落し
た。通路は、右回りのらせん状になっていたが、車は何らかの原因で直進
し、高さ約２メートルの金網のフェンスを突き破って落ちたもの。

乗っていた４名が死亡

H18/12/08 北海道内 駅 電動車いすの男性がエレベーターを降りた後に、近くの階段から転落した。 頭を打ち死亡

H19/02/16 静岡県内 共同住宅
22階床版コンクリート打設工事中、仮設床材がコンクリートの重量に耐え切
れず、床材とともに作業員２名がELVピット 下部まで転落した。

死者１名、中等症１名

H19/04/19 岐阜県内 共同住宅
共同住宅の２階に住む主婦がベランダのアルミ製手すり（高さ約1.2ｍ、幅
約2.5ｍ）に布団を干していたところ手すりが外れ、約3.8ｍ下のアスファルト
面に転落した。

骨盤を骨折する等の重
傷。女性は妊娠中で、同
日、緊急出産したが胎児
は出産後死亡した。

H19/04/25 東京都内 事務所
建物解体中に足場（鋼管パイプ製、高さ８．６ｍ、幅２９ｍ）が道路側に倒壊
し、けが人が１名（自転車での通行人）発生した。

軽傷

H19/06/06 愛知県内 事務所 鉄骨を吊り上げ作業中、建材H形鋼約１３０ｋｇが落下した。 なし

H19/06/19 東京都内 雑居ビル
雑居ビル２階の壁面から飲食店の看板が落下し、通行人の被害者女性が
下敷きになった。また、被害者男性が落下した看板を持ち上げる際に手を
負傷。

女性（28歳）重傷、男性（23
歳）軽傷



発生年月日 発生場所 建築物用途 状 　　　　況 被害の程度

H19/06/19 東京都内 入浴施設
女性専用温泉の別棟の地下にあるポンプ室で天然ガスが原因とみられる
爆発があり全壊。従業員3名が死亡、通行人を含め3名が負傷した。

死者3名、負傷者3名

H19/07/06 東京都内 店舗
店舗出入り口上の鋼板（湾曲形状の意匠用鋼板　重量約25kg前後)が何ら
かの原因で約３ｍ下の地面に落下した。

特になし

H19/07/13 福岡県内 雑居ビル
ビル３階部分の外壁に取り付けられていた広告物(高さ約３ｍ，幅約２ｍ，
重量1.5トン；大黒様の人形)が，交差点の側道上に落下した。前夜から当日
早朝にかけた強風雨により落下したものと推定される。

けが人等なし。

H19/08/15 京都府内 事務所
塔屋（パラペット付近）のタイルが剥離して落下し，敷地前面に破片が飛散
した。

近くにいた女性１名に落下
した破片が当たったが，病
院で特に問題はないとの
診断を受けている

は、前回からの更新分



①エレベーター（利用者の事故） 終更新日：2007/9/27
発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H17/01/27 岡山県内 エレベーター
けんかにより男性（45才）が男3人に担がれエレベーター扉に
ぶつけられた衝撃で、扉の下にすき間ができ、1階に停止して
いたかご上に転落した。

全身打撲等により死亡

H17/05/07
神奈川県
内

エレベーター
バックでエレベーターに乗り込もうとしたフォークリフトが、エレ
ベーターの鉄製ドア（厚さ約5cm）を突き破り、8.5m下の1階に
転落した。

死亡

H17/07/07 愛知県内 エレベーター

雑居ビル1階で男女3人が開いたエレベーターに乗り込もうと
したところ、昇降する本体部分が来ておらず（4階に止まって
いた）、3人とも約1.5m下のくぼみに転落した。（泥酔によるい
たずらの可能性。）

腰・首部挫傷1名、左肩挫
傷1名、腰挫傷1名

H17/11/13 秋田県内 エレベーター
4Fから児童(小学3～6年)25名が乗り込み1Fに降下したとこ
ろ、1F到着時に扉が開かず閉じ込められた。

外傷なし、体調不良を訴え
16名病院に運ばれる

H18/03/27 福井県内 エレベーター

患者とその家族の計4名が1Fへ降りるため乗り込んだところ、
扉が開かなくなり、1Fから7Fまでを上昇、下降を繰り返した。
かご内からｲﾝﾀｰﾎﾝにて警備員室に通報があり、管理してい
るﾒﾝﾃﾅﾝｽ会社職員が駆けつけ、約1時間後に救出。

1名が気分が悪くなり手当
を受ける

H18/05/22 福島県内 エレベーター
保守点検作業中のｴﾚﾍﾞｰﾀｰで、開いたままの1F扉から乗り
込もうとした男性(39才)が約1.3m下のﾋﾟｯﾄに転落した。

臀部裂傷の軽傷

H18/06/03 東京都内 エレベーター
1Fから男性(16才)が12Fで降りようとしたところ、扉が開いたま
まかごが急上昇し、かご床と乗場天井部の間に挟まれた。

窒息により死亡、同乗して
いた女性(57才)はけがなし

H18/07/08 福岡県内 エレベーター
男性3名が8Fに上がるため1Fからｴﾚﾍﾞｰﾀｰに乗り込み、2F付
近で突然停止した。

1名がむち打ちの症状を訴
え病院で治療を受ける

２　エレベーターにおける事故事例（過去３年間）



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H18/08/07 大阪府内 エレベーター

電気工事業者の自宅外壁に取り付けたの自作の昇降機(ワ
イヤでつり下げられた鉄製のかご(高さ105㎝、奥行82㎝、幅
96㎝)がモーターで上下する)に、誤って女児(8才)が挟まれ
た。

死亡 違法物件

H18/08/14 東京都内 エレベーター

電動車いす使用者が3Fへ降りるため4Fよりかごに乗り込んだ
ところ、かごには先に台車が乗っていたため乗り込みｽﾍﾟｰｽ
が狭く、かご内に乗り込んだものの車いすの後部車輪が扉に
接触していたため、かご扉が約3㎜程度すき間があるまま運
行し、3F到着直前(3F床面より約110㎜上)で緊急停止したが、
停止位置が扉開閉範囲内(±150㎜)であったため扉が開き、
後ろ向きのまま車いすを降車しようとしたところ、段差で転倒
した。

頭部打撲、頸椎損傷を悪
化させた

過去にもねじが
挟まり緊急停
止、通常運行
時段差が生じ
たことがあった

H18/08/18
和歌山県
内

エレベーター
男性(30歳代)が4Fから1Fへ降りるためｴﾚﾍﾞｰﾀｰに乗り込んだ
ところ、4Fと3Fの間で突然ｶﾞﾀﾝと揺れ停止し、衝撃で男性は
壁に倒れかかり負傷した。

手首関節と頭部を打撲し、
全治1週間の軽傷

H8設置

H18/08/22 山口県内 エレベーター 男児(3才)が開く扉に手を挟まれた。 軽傷

H18/08/27 広島県内 エレベーター
母親と一緒にｴﾚﾍﾞｰﾀｰに乗っていた男児(1才)が内扉に手を
掛けていたため、扉が開いた際に扉のすき間に指を引き込ま
れた。

左手人差し指と小指に軽
傷



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H18/09/26 東京都内 エレベーター

犬の散歩から10Fへ帰宅途中、乗り合わせた男性が8Fで降り
たところ犬がつられて降り、指にﾘｰﾄﾞを巻き付けていた飼い主
の女性(95才)がかご内に引き戻そうとしたが扉は閉まりかご
は上昇を始めたため指4本が切断された。

左手親指以外の4本切断

H18/10/25 熊本県内 エレベーター

容疑者と警察官2名が先にｴﾚﾍﾞｰﾀｰに乗り込み、護送してい
た女性職員(25才)が乗り込む前に扉が閉まりかごは動き出し
た。女性職員は左手に容疑者の腰ひもを巻き付けていたため
強く引っ張られ、左手の甲から先を切断した。

左手の平と親指の先を切
断

H18/10/29 東京都内 エレベーター
20Fで停止したｴﾚﾍﾞｰﾀｰに約20㎝の段差があり、気づかず乗
り込もうとした女性(60才代)がﾊﾞﾗﾝｽを崩し足をくじいた。

足首に軽傷 　

H19/04/04 東京都内 エレベーター

エレベーターの８本のメインロープのうち１本について、ロープ
を構成するストランド８本のうち１本が破断し、機械室にある
滑車の側部保護カバーに接触し火花が飛び、その火花が滑
車の下部保護カバー上面に堆積した粉塵に引火し発煙した。

なし

同型機１０基中
１基にストランド
切れ、８基に素
線切れ

H19/04/09 千葉県内 エレベーター
エレベーター機械室内に設置された制御盤内のトランス１個
が焼損した。

なし

H19/04/18
神奈川県
内

エレベーター

４階でエレベーターから降りる際、持っていた掃除機のコード
がエレベーターの３階部分のロック装置に絡まり、被害者が
コードを取り外すために３階の扉を開けたため、ピットに転落
し負傷した。

左足首骨折



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H19/04/23 千葉県内 エレベーター
かご上に取り付けられている着床スイッチ（ドア開許可領域検
出装置）に不具合が発生したため、エレベーターが停止位置
を検出できず 上階と 下階の往復運転を繰り返していた。

なし

H19/05/06 東京都内 エレベーター 屋上エレベーター機械室内に煙が充満していた。 なし

H19/05/08 大阪府内 エレベーター

市営地下鉄利用者が５月８日（火）に昇降路内の異音に気づ
き、保守点検業者に連絡し、調査したところ、全４本のメイン
ロープのうち１本のロープにストランド切れが発生していること
が判明し、当該エレベーターを休止。同日に当該エレベー
ターのすべてのメインロープ（４本）を交換し、安全な運行を確
認した後、復旧。

なし

H19/05/29 奈良県内 エレベーター
エレベーターが異常停止し１名の閉じこめが発生した。
消防署へ連絡が入り、消防署員により救出。
（救出９：３０頃、閉じこめ時間３０分程度）

なし

H19/05/30 大阪府内 エレベーター

当該市営住宅の住民が５月３０日（水）に昇降機のゆれ及び
昇降路内の異音に気づき、保守点検業者に連絡し、調査した
ところ、全３本のメインロープのうち１本のロープにストランド
切れが発生していることが判明し、当該エレベーターを休止。
同日に当該エレベーターのすべてのメインロープ（３本）を交
換し、安全な運行を確認した後、復旧。

なし



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H19/06/01 京都府内 エレベーター

・　油圧エレベーター機械室（地下１階）の煙感知器（光電2
種）が発報，当施設の職員が現場を確認，モーターから発煙
していた。電源は既に遮断され，発煙のみのため，消火活動
は無し。
・ 消防は，火災通報装置により，直接通報され，現場急行し
たが，消火活動は実施されず。
応急措置
・　当日15時15分，保守点検業者到着し，調査。23時ごろ，
モーター取替えし，検査・試運転のうえ，復旧。

なし

H19/06/04 東京都内 エレベーター

平成１９年５月１１日エレベーターの定期検査を実施したとこ
ろ、ピット室の緩衝器の根本部分、調速機の取付け部分及び
レール取付け部分の腐食が著しいことから、交換のため当該
エレベーターを停止していた。６月４日になって、市役所に住
民からエレベーターを停止していることに対する通報が寄せ
られ、現地調査したところ、著しい錆による腐食を確認し、そ
の程度から判断すると、前回の定期検査（平成１８年７月１１
日）以降のみの錆によるものとは考えられず、前回の定期検
査の内容（Ａ判定）が不適当であると判断した。

なし

H19/06/05 大阪府内 エレベーター

被害者が３階から１階へ行くために、自転車とともにエレベー
ターに乗車中、自転車の後部付近が扉を圧迫し、扉がわずか
に開いたため、安全装置が作動し１階付近で停止。扉開閉可
能な高さであったため、１５㎝程度の段差がある状態で扉が
開き、被害者が気づかないままエレベーターから降りたため
転倒し、大腿骨を骨折した。

男性（７８歳）　大腿骨骨折

H19/06/06 東京都内 エレベーター
雑居ビル1階で上昇中のエレベーターが１、２階間で動かなく
なり、男女７人が約１時間閉じ込められた。東京消防庁のレス
キュー隊などが駆けつけ３階の扉から救助した。

なし



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H19/06/08 埼玉県内 エレベーター

１階乗り場から母親とともに乗り込もうとしていた幼児がエレ
ベーター扉に手をついたまま、自分で身体障害者用押しボタ
ンを押した。扉が開いた際、エレベーター扉間（2枚扉片開き）
に手を引き込まれた。

幼児左手打撲

H19/07/04 東京都内 エレベーター
東京都内の雑居ビルにおいて男女11名が、約１時間ＥＶ（定
員９名）に閉じ込められた。

なし

H19/07/12 秋田県内 エレベーター

エレベーターが４階と５階の間で停止し、乗客３名がエレベー
ター内に閉じこめられた。カゴ上コントロールボックスカバーが
通信ケーブルの一部を挟み込み電流異常とマイコンが判断し
停止に至った。

なし

H19/07/28 東京都内 エレベーター
１階より乗込んだ被害者（小児）がカゴに手を添えた状態で４
階に着床戸開し、戸袋側に手を挟み込まれた。

右手小指薬指腱断裂

H19/08/20 奈良県内 エレベーター

８人乗りエレベーター（600kg）に児童11人（約550kg）が３階か
ら乗車し、１階ボタンを押したところ、４階へ上昇し、４階到着
寸前に突然停止。閉じ込められた。エレベーター内直通電話
と児童の持つ携帯電話とで、２回保守会社へ連絡が入った。
保守点検会社担当者が現場に到着し、児童を救出した。

11人中、11歳の女子１人
が過換気症候群で不調を
訴え

H19/09/12 大阪府内 エレベーター

遊戯施設において、男性客９人が３階から上行きのエレベー
ター（定員９名）に乗り込んだところ、エレベーターが異常降下
し、３階床レベルから５０㎝ほど天井が出ている状況で停止し
た。
閉じこめられた客が店に救助を要請し、店から連絡を受けた
保守会社が約５０分後に駆けつけ、エレベーターを２階レベル
まで下ろして９人を救助した。

９人は衝撃で腰を打った
り、気分が悪くなったりして
救急車で病院に搬送され
たが、いずれも軽傷。



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H19/09/12 兵庫県内 エレベーター
３階から１階へ下降運転中、３階レベル下５００mmの位置で
停止。女性１名子供３名が閉じ込められた。

なし

H19/09/14 大阪府内 エレベーター
３階から搭乗し下降運転中、５階と４階の中間付近で急停止
した。即時救出運転機能が作動したことから閉じ込めには至
らず５階から脱出した。

軽度の頚椎捻挫

H19/09/14 京都府内 エレベーター
油圧エレベータ用モーター焼損により機械室の火災報知器動
作。消防の消火活動はなし。

なし

H19/09/16 広島県内 エレベーター

住民７人が乗ったエレベーター（定員９名）が１階まで降りよう
としたところ、１階で停止せず、１階床下約４７㎝下がった位置
で停止した。
閉じ込められた住民が外部連絡装置で保守会社に救助を要
請し、駆け付けた保守会社が約２０分後に外部からエレベー
ターのドアを開けて住民を救助した。

なし

②エレベーター（作業者の事故）
発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H17/02/18 福岡県内 エレベーター
男性作業員2名が昇降路頂部（13階）で、かご上に乗り配線
作業を行っていたところ、かごがピットまで落下した。

男性作業員（55才）死亡、
男性作業員（30才）左足骨
折全治2ヶ月

H18/02/11 三重県内 エレベーター
荷物ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(幅1.2m、奥行0.3m、高さ3.6m)のかご上でつり
合おもりの調整をしていた男性作業員(40才)がつり合おもりと
建物支柱との間に挟まれた。

頭の骨を折るなど翌日死
亡

荷物用

H18/05/22 福島県内 エレベーター
保守点検作業中のｴﾚﾍﾞｰﾀｰで、開いたままの1F扉から乗り
込もうとした男性(39才)が約1.3m下のﾋﾟｯﾄに転落した。

臀部裂傷の軽傷



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H18/06/26 愛知県内 エレベーター
工事に利用していた車輌用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰに手すりを設けていな
かったためｴﾚﾍﾞｰﾀｰと内壁とのすき間(約80㎝)から現場責任
者(31才)が転落した。

死亡

H18/07/22 東京都内 エレベーター
エレベーターの修理作業を行っていた男性作業員(23才)が降
下してきたかごにぶつかり負傷した。

背中を打ち重傷

H18/08/17 愛知県内 エレベーター
解体作業中につり合おもり(約700㎏)が落下し、男性作業員
(49才)が下敷きとなった。

即死

H18/08/24 東京都内 エレベーター

男性保守作業員（31才）かご上でドアの開閉速度の点検中、
かご内の別の作業員が、「開」ボタンを押そうとしたところ、
誤って「8F」ボタンを押し、かごが上昇したため転落し、かごと
昇降路壁との間に挟まれた。

全身を骨折し死亡

H18/08/29 京都府内 エレベーター
建設中の物流施設のエレベーターのかご上で清掃作業をし
ていた男性(62才)が誤って約1mの壁とのすき間から約10m下
に転落した。

頭を強く打ち、約2時間半
後に死亡

H18/08/30 東京都内 エレベーター

ビルの内装工事を行っていた男性作業員(54才)が、5Fでエレ
ベーターの扉に水準器を挟み、扉が閉まらないようにして資
材の運び出しをしていたところ、水準器が乗場側にずれて扉
が閉じ、かごは7Fの呼びに応答して上昇したが、作業員は気
づかず扉をこじ開けピットに転落した模様。

死亡



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H18/11/01 福井県内 エレベーター
かご上でｴﾚﾍﾞｰﾀｰの解体作業を行っていた作業員(25才)が、
ﾜｲﾔﾛｰﾌﾟを切断したところ、落下してきたつり合おもりが直撃
した。

首の骨を折り死亡

H18/11/29 群馬県内 エレベーター
男性(43才)が作業員用の1人乗り点検ｴﾚﾍﾞｰﾀｰから約20m転
落した。

約2時間後に脳挫傷により
死亡

H19/03/01 東京都内 エレベーター
ｱﾙﾊﾞｲﾄ男性従業員(56才)がﾌｫｰｸﾘﾌﾄとともに1Fから2Fへ向
かっていたところ、誤って転倒し、かご床と1F天井部に挟まれ
た。

胸部圧迫にて死亡

H19/05/14 群馬県内 エレベーター
空調工事の下見中の男性作業員(39才)が電源盤を探すため
店舗部分からエレベーター部分に移動した際、誤って約19m
下の金属製床に転落した。

死亡

H19/05/20 広島県内 エレベーター

空の昇降機を１階に降ろすため、２階にいたアルバイト男性
が、頭を昇降機のなかに入れたまま自らスイッチを入れたた
め、手すりと昇降機の上部の鉄枠の間に挟まれ死亡したも
の。

死亡者　男性（２９歳） 荷物用

H19/08/03 愛知県内 エレベーター
かごを4Fに止め、昇降路内で男性作業員(62才)が1Fの扉の
点検をしていたところ、かご(縦横90㎝、高さ1.9m)が降下し挟
まれた。

胸部圧迫により死亡

は、前回からの更新分



①エスカレーター（利用者の事故） 終更新日：2007/9/27
発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H16/10/11 岩手県内 エスカレーター
両親が目を離したすきに、家族と買い物に来ていた3才の男
児がインレット部（手すりベルト入り込み部分）に左手を挟ま
れた。

摩擦で左手甲に打撲及び
重度のやけど

上り

H16/10/13 大阪府内 エスカレーター
遠足で訪れていた小学生グループが将棋倒しとなり、児童十
数人が次々と転倒した。

児童1名（6才）がステップ
に頭を強打し、頭の骨を折
る大けが

3階→2階

H16/11/13 千葉県内 エスカレーター

車いす対応エスカレーターに車いすの男性（51才）が乗り込
んだところ、水平となっていた3段のステップが通常の階段状
となったために段差が生じ、後部がせり上がる形で男性が前
方に投げ出され、車いすごと約6m転落した。

肋骨及び大腿骨にひびが
入る重傷

H16/12/04 宮崎県内 エスカレーター
入浴に来ていた男児（3才）が、母親と祖母が目を離した隙に
エスカレーターで遊んでおり、降り口ステップのすき間に右手
の指を挟まれた。

右手中指裂傷全治2週間

H17/01/11 青森県内 エスカレーター
エスカレーターに乗っていた男児（11才）がステップとライザー
（けあげ）の間に靴を挟まれた。

左足の指3本骨折 上り

H17/02/13 愛知県内 エスカレーター

ホームから改札に向かう上りエレベーターにおいて、利用者
が足下に置いていたカバンのひもがステップに引っかかり、
引き抜こうと降り口で立ち止まったため、後続の乗客が将棋
倒しとなった。

15～17才の高校生13名が
腰や膝を打つ軽傷

上り

H17/03/23 東京都内 エスカレーター
下りエスカレーター降り口付近で、母親と一緒に前向きに乗っ
て足を交差させて立っていた女児（5才）の長靴のかかと部分
がステップに挟まれた。

右足に軽傷 下り

３　エスカレーターにおける事故事例（過去３年間）



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H17/04/16 大阪府内 エスカレーター
上りエスカレーターでバランスを崩した女性が転倒し、すぐ後
ろにいた2人の上に倒れかかった。

3人とも軽いねんざ 地下1階→1階

H17/06/09 静岡県内 エスカレーター

エスカレーターの手すりベルトが突然停止し、階段部分がそ
のまま動き続けたため、前方にいた客がバランスを崩したの
をきっかけに、1階ロビーから2階へ向かうエスカレーターに
乗っていた客が次々と後ろ向きに倒れた。

女性客（77才）が右足を骨
折、女性2人が骨折の疑い
があり、うち1人が検査入
院し、男性1人を含む9人
が打撲などの軽傷を追っ
た。

1階→2階

H17/07/03 愛知県内 エスカレーター
男子生徒（15才）が下りエスカレーターの3階乗り場付近から
約6m直下の2階乗り場付近に落ち、頭を強く打ち重体。

重体1名 下り

H17/07/18 長崎県内 動く歩道

遊園地内で男児（5才）が、ベルトに乗って坂道を移動する「動
く歩道」を降りた後、再び終点から乗って逆に走り始めたとこ
ろ転倒し、うつぶせに倒れたまま流され、シャツの胸の部分が
ベルトの巻き込み口に挟まれ、胸に軽傷を負った。

軽傷1名

H17/08/24 東京都内 エスカレーター

スーパーで、女児（1才10ヶ月）が、1階から2階に向かう上りエ
スカレーターの手すりを抱え込むように上がっていき、2階付
近にある転落防止のためのアクリル板にぶつかって、約4m下
の1階床に転落した。

頭蓋骨骨折の重傷 1階→2階

H17/09/23 福岡県内 エスカレーター

2階エスカレーター降り口にて、男児(9才)がエスカレーター外
側に遊戯用コインを落とし、拾おうとしてエスカレーター内側よ
り手を伸ばしたところ、移動中の手すりに身体を運ばれ、ベル
トと安全柵の隙間にはさまれた。

両腕の打撲及び擦り傷 1階→2階

H18/02/11 兵庫県内 エスカレーター
駅構内の下りｴｽｶﾚｰﾀｰで 後列に立っていた男性(65才)の
足元がふらつき、前に立っていた人にぶつかり将棋倒しと
なった。

72才の男性が左手に軽傷



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H18/03/11 福岡県内 エスカレーター
5才の男児が体を後ろに反り返す形で手すり上に乗り、三角
部に頭を挟まれｴｽｶﾚｰﾀｰは自動停止した。

こめかみを4～5㎝切り、全
治1ヵ月の重傷

H18/06/10 福岡県内 動く歩道
駅の高架通路で、両親と乗っていた男児(4才)が先に渡りきっ
た後、逆走しようとして転倒し右手を挟まれた。

手のひらを切る軽傷

H18/07/04 福岡県内 エスカレーター
兄(10才)と一緒にエスカレーターの手すりに乗って遊んでいた
男児(8才)が三角部に頭を挟まれた。

頭を強く打ち、意識不明の
重体

H18/07/07 大阪府内 エスカレーター 男児(2才)が手すり入り込み口に左手を挟まれた。
左手の人差し指と中指を
負傷

H18/08/13 徳島県内 エスカレーター 手すりにまたがっていた男児(8才)が三角部に挟まれた。 右太ももに打撲

H18/08/27 熊本県内 エスカレーター 男児(2才)が手すり入り込み口に右手の指4本を挟まれた。 なし

H18/08/30 大分県内 エスカレーター
女児(8才)がはいていた長靴がスカートガードと踏段の間に挟
まれた。

なし

H18/09/01 京都府内 エスカレーター
地下鉄駅構内で、ブレーキ開放確認スイッチの接触不良によ
り、上りエスカレーターが停止した際、男性会社員（33才)が頂
上付近で転倒した。

右足打撲



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H18/10/12 山梨県内 エスカレーター ｴｽｶﾚｰﾀｰが突然停止し、女性(59才)が転倒した。 左ひざ打撲の軽傷

H18/11/07 東京都内 エスカレーター

見学に来ていた小学生が1F駐車場へつながるｴｽｶﾚｰﾀｰに向
かっていたところ、駐車場をﾊﾞｽが通過し警備員の指示で立ち
止まったため降り口付近に滞留し後続の児童が降りることが
できず将棋倒しとなった。

児童11名が軽傷

H18/11/10 愛知県内 エスカレーター
男児(1才7ヵ月)がｽｶｰﾄｶﾞｰﾄﾞと踏段の間に左足のつま先を巻
き込まれ、安全装置が作動し停止した。

左足首に軽傷

H18/11/25 山口県内 エスカレーター
男性駅員1名に後方から支えられ車いす男性(34才)がｴｽｶﾚｰ
ﾀｰで移動中、約4ｍ上がったところで駅員がﾊﾞﾗﾝｽを崩し車い
すが傾いたために車いす男性が転落した。

左頬を3針、まぶたを1針縫
うけが

H18/12/01 埼玉県内 エスカレーター
ｴｽｶﾚｰﾀｰ内部から白煙が上がっているところを従業員が発
見した。

煙を吸い込んだ女性(33
才)が病院に搬送された

H18/12/12 千葉県内 エスカレーター
内部拡張工事を行っていたところ、溶接の火の粉がｴｽｶﾚｰ
ﾀｰ内部のｺﾞﾑ製部品に燃え移り煙が立ちこめた。

なし

H18/12/17 大阪府内 エスカレーター
2Fから3Fに上がるｴｽｶﾚｰﾀｰの3F付近から白煙が上がり周辺
に煙が立ち込めた。

なし

H19/04/03 千葉県内 エスカレーター

女児が母親とともに、３階から２階へ降りるためエスカレー
ター２号機の中央部に乗っていたところ、女児の長靴の飾り
がエスカレーターステップの垂直部分（ライザー）に挟まったた
め、左足関節を捻挫するとともにすり傷をおったもの。なお、
エスカレーターは安全装置が働き停止した。

左足関節捻挫及びすり傷



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H19/05/06 埼玉県内 エスカレーター

両親と姉妹の5人で来店。両親は1階で買い物をしていたが、
姉妹は3階ｴｽｶﾚｰﾀｰ降り場付近で手すりベルトを進行方向と
逆方向に押して遊んでいた。店員の注意をよそに遊んでいた
が、ベルトの力に負け、ベルトと一緒に左手を引き込み口に
巻き込んでしまった。引きごみ口には自動停止装置があり、
巻き込んですぐに感知して指を挟んだ状態で停止した。

打撲程度の軽症

H19/06/18
神奈川県
内

エスカレーター
上りのエスカレーターに乗ったところ途中で転倒し、腰部を打
撲した。

打撲

H19/06/24 東京都内 エスカレーター
ステップと側面とのすき間に3、4才の男児の長靴が挟まれ、
近くの乗客が非常ﾎﾞﾀﾝで停止させた。

なし

H19/08/12
神奈川県
内

エスカレーター
駅自由通路に設置された上りエスカレーターに乗った際、破
損していたエスカレーターの立て板部分に足を挟まれ、右足
親指を負傷。

右足親指負傷全治２～３
週間

建築基準法に
基づく建築確
認・定期点検の
対象のもので
はない

H19/08/24 静岡県内 エスカレーター
下りエスカレーターに乗って降りる際に、スカートガードパネル
と踏段との間にサンダルを挟まれて右足を負傷した。

右足人差指、中指、薬指
負傷（爪をはがした）

H19/08/28
神奈川県
内

エスカレーター
下りエスカレーターに乗って降りる際に、スカートガードデッキ
カバーの固定ビスが飛び出していたため、そこにサンダル履
きであった左足小指がひっかかり負傷した。

左足小指骨折・全治１ヶ月

H19/09/12 東京都内 エスカレーター
下りｴｽｶﾚｰﾀｰに乗っていた男児(5才)がｽﾃｯﾌﾟと側壁との間に
左足のつま先を挟まれた。

指先が腫れる軽傷



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H19/09/21 兵庫県内 エスカレーター
上りｴｽｶﾚｰﾀｰの右側面から金具(幅約4㎝)が外れていたため
利用者の女性(71才)と別の女性(26才)が足を引っかけ軽傷を
負った。

女性(74才)が右膝付近を
切り、別の女性(26才)も右
足首を切り出血

②エスカレーター（作業者の事故）
発生年月日 発生場所 機　　　　種 状 　　　　況 被害の程度

H16/09/28 山口県内 エスカレーター
運転を停止せず調整をしていた作業員が、ハンドレールに手
を巻き込まれた。

重傷

H19/02/16 京都府内 エスカレーター
B2FﾎｰﾑとB1F改札口を結ぶｴｽｶﾚｰﾀｰ付近の防火ｼｬｯﾀｰの
工事を始めた直後、ｴｽｶﾚｰﾀｰの床板付近から煙が上がり駆
けつけた消防隊により消火された。

営業終業後でけが人なし

H19/07/04 福島県内 エスカレーター
エスカレーターの撤去作業を行っていた男性作業員(32才)が
床から約1.3m下のスレート製の天井板(厚さ7㎜)に降りたとこ
ろ板が破れ約5m下の駐車場に転落した。

頭を強打し意識不明の重
体

は、前回からの更新分



①簡易リフト（利用者の事故） 終更新日：2007/9/27
発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H16/11/12 岐阜県内 簡易リフト

女性（83才）が乳母車と一緒にかご（高さ1.4m、幅0.8m、奥行
1.2m）にしゃがんだ状態で乗り込み、息子が外のスイッチを操
作して作動させたところ、上昇中にバランスを崩し、建物間に
ある20㎝のすき間に挟まれた。

出血性ショックにより死亡

H17/01/31 北海道内 簡易リフト
パン製造工場で男性従業員（48才）が、焼き上がったパンを
運ぶコンベアと壁との間に挟まれているのを別の従業員が発
見した。

胸部圧迫にて窒息死

⑥簡易リフト（作業者の事故）
発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H16/12/09 広島県内 簡易リフト
自動車部品運搬用リフト（縦2.3m、横2m、高さ1.6m）を数名で
修理していたところ、突然下がりはじめ、2階にいた男性（58
才）がリフト天井部と側面の鉄枠に頭を挟まれた。

死亡

H17/06/10 愛媛県内 簡易リフト
バイク店の3階で男性従業員（24才）が荷物積み下ろし用のリ
フトにオートバイを積む作業中、1階のリフトの降下ボタンが押
され、リフトに落下した。

脳挫傷により死亡

H17/07/04 北海道内 簡易リフト
荷物用エレベーターを使用していた作業員（３７才）がエレ
ベーターと床の間に挟まれ死亡した。

エレベーターと床の間に挟
まれ死亡

H17/10/10 東京都内 簡易リフト

扉のない簡易リフトでB1Fから1Fへ荷物の積み卸しを行って
いた男性従業員(47才)が、B1Fでかごが動かなくなったため、
ドラム缶を足場としてかご天板の上に体を乗り出し、1Fにいた
女性従業員に動かすよう指示したところ、天板と1F床部分に
頭を挟まれた。

死亡

４　簡易リフトにおける事故事例（過去３年間）



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H18/02/27 熊本県内 簡易リフト
2階建て倉庫で男性(59才)がﾘﾌﾄの下敷きとなっているところ
を発見された。

頭を強く打ち意識不明の
重体

H18/03/08 大阪府内 簡易リフト
扉のない簡易ﾘﾌﾄ(幅150㎝、奥行き98㎝、高さ180㎝)に段ﾎﾞｰ
ﾙを積み込んでいた女性作業員(42才)かご天井部と建物の床
との間に挟まれた。

胸部を圧迫され重傷

H18/04/14 広島県内 簡易リフト
工場内のﾘﾌﾄが故障したため男性社員(39才)が修理していた
ところ、かごが落下し挟まれた。

頭を強く打ち死亡

H18/05/09 山梨県内 簡易リフト
台車に乗せた重さ150㎏の溶接機を工場2Fから1Fへ降ろすた
めリフトに乗り込んだところ、誤って溶接機とリフトに首を挟ま
れた。

首の骨を折り死亡

H18/07/06 埼玉県内 簡易リフト

2名の作業員がリフト(縦約2.2m、横1.8m、高さ1.9m、扉なし、
鉄製フレームで壁はベニヤ板張り、昇降はかご外のスイッチ
において行う)に機械を乗せ降りようとしたところ、かごが突然
落下し、男性作業員(68才)がかご天井部と出入口床との間に
頭を挟まれた。

死亡

H18/09/03 東京都内 簡易リフト
男性警備員(24才)が2Fから5Fへ荷物を運ぶため扉を開けた
際かごがなく、ﾊﾞﾗﾝｽを失って約4m下のﾋﾟｯﾄに転落した。

両足骨折の重傷

H18/10/11 兵庫県内 簡易リフト
ﾓｰﾀｰの交換作業のため地面に降ろしていた原料搬送用のﾘ
ﾌﾄが倒れ、足場(約1m)上で作業にあたっていた鉄工員2名が
投げ出された。

男性(54才)1名が首や肩を
打ち死亡、男性(35才)1名
足を負傷

H18/11/18 大阪府内 簡易リフト
荷物を出し入れするためのﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製の荷台がかごと1F天
井部に挟まったため男性3名がかご上で取り除いていたとこ
ろ、かごが突然落下し3名が約7m下の1Fに転落した。

男性ｱﾙﾊﾞｲﾄ(39才)が胸を
強く打ち死亡、男性2名(33
才、35才)が足の骨を折る
重傷



発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H19/05/20 広島県内 簡易リフト
アルバイト男性(29才)がかご内をのぞき込みながらかご外の
昇降スイッチを作動させたため、誤ってかご上部と鉄枠の間
に頭を挟まれた。

死亡

H19/07/03 福井県内 簡易リフト
同僚2名と簡易リフトの設置をしていた男性作業員(67才)が、
降下してきた昇降板(約2t)の下敷きとなった。

胸部圧迫により窒息死

は、前回からの更新分



①小荷物専用昇降機（利用者の事故） 終更新日：2007/9/27
発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

②小荷物専用昇降機（作業者の事故）
発生年月日 発生場所 機　　種 状 　　　　況 被害の程度 備　　考

H17/07/28 福島県内
小荷物専用
昇降機

結婚式場の新築工事現場で、エレベーターの取り付け作業
中にエレベーターが落下、男性作業員2人が下敷きになり、全
身を強く打つなどして心肺停止状態になった。

心肺停止2名 配膳用

H17/10/10 東京都内
小荷物専用
昇降機

雑居ビル地下１階で、男性（47才）が荷物搬送用エレベーター
に頭を挟まれ間もなく死亡した。

荷物搬送用エレベーター
に頭を挟まれ間もなく死亡

H17/11/01 福井県内 工事現場
かご上で解体作業にあたっていた男性(25才)がワイヤを切断
したところ、おもりが落下し直撃した。

死亡

H18/09/04 東京都内
小荷物専用
昇降機

電器店で、男性警備員（24才）が2Fから5Fに荷物を運搬しよう
としたところ、かごが来ていない状態で、2Fの扉を開け、1F部
分に転落した。

両足を骨折する重傷

H19/07/31 神奈川県内
小荷物専用昇
降機

ﾜｲﾔ交換作業中のかごを動かしたところ、つり合おもりが十分
にﾜｲﾔに固定されていなかったためかごが4Fから降下し、か
ご上でﾜｲﾔ交換作業にあたっていた男性(39才)が約12m下の
1F部分に転落した。

頭及び肩に軽傷

H19/08/03 愛知県内
小荷物専用
昇降機

エレベーター修理を受け、作業員が１人でピット内において脚
立に乗りエレベーターを点検作業中、突然ドアが閉まり降下し
てきたかごに直撃した。

死亡

は、前回からの更新分

該当なし

５　小荷物昇降機における事故事例（過去３年間）



①遊戯施設（利用者の事故） 終更新日：2007/9/27
発生年月日 発生場所 一般名称 状　　　　　況 被害の程度

H16/09/30 群馬県内 メリーゴーラウンド
男性（61才）と女児（2才）が乗っていたところ、接続部分の金
具が破損し、乗車部分が外れて後部がせり上がったため、2
名は自力で脱出した。

女児が左手に10針を縫う
大けが、男性が右半身を
打撲

H16/11/03 静岡県内 コースター
コースターが終点手前3mの地点で突然停止し、後続の車両
が追突した。

乗客4名けが人なし

H16/11/28 奈良県内 コースター
乗客10名を乗せてコース頂上付近に達したところで、車両通
過を確認する感知器が誤作動し、警報で電源が切れ、停止し
た。

けが人なし

H17/04/06 岐阜県内 観覧車
観覧車から女性（72才）が同乗していた孫の男児（7才）と降り
ようとしたところ、バランスを崩し、ともに転倒した。

女性は脊髄骨折の重傷、
男児はけがなし

H17/04/18 東京都内 飛行塔

大型モニターを見ながらスカイダイビングを疑似体験できるア
トラクション(6人乗り座席、 大10mを上下動。強風やモニ
ター画像で高度1万mからの落下疑似体験ができる。）におい
て、係員がハーネス装着のみで運転。遊具が数回上下した
後、前傾姿勢になったところで転落した。

5m下の床に転落、胸など
を強く打ち死亡

H17/06/07 愛知県内 ウォーターシュート
家族3人で乗車中、登り坂の手前で停止したため、コース脇
の点検用通路に降りようとして、誤って転倒した。

女性（32才）足の甲骨折、
男性（32才）首を打撲

H17/07/20 神奈川県内 コースター
男児（8才）が、降車場直前部で手を出したため、安全策に手
が挟まれ、手首を骨折した。

手首骨折

６　遊戯施設における事故事例（過去３年間）



発生年月日 発生場所 一般名称 状　　　　　況 被害の程度

H17/08/20 大阪府内 ローター
運転中に突然停止し、乗客9人が約4mの高さで宙ずり状態に
なった。通報で駆けつけたレスキュー隊遊具の安全装置を解
除して手動で地上に下ろし、約40分後に全員を救助した。

なし

H17/08/24 東京都内 コースター
ジョットコースターの軌道の支柱に張られている鉄棒（長さ約
10m、直径2cm）が外れて垂れ下がり、6両目のゴンドラに乗っ
ていた女子生徒（18才）の胸を直撃した。

胸部打撲などで1週間のけ
が

H17/10/22 静岡県内 観覧車
観覧車の外周と中心の軸を結ぶ「スポーク」と呼ばれる鉄製
の棒（直径4cm、長さ19m）1本が外れ、地上に落下した。

なし

H17/11/09 鳥取県内 豆汽車
園内を周遊するトレイン(定員45名)が29名の客を乗せ、発車
直後、緩やかなS字ｶｰﾌﾞにさしかかったところでけん引車が横
転した。

運転士のｱﾙﾊﾞｲﾄ男性(34
才)、女性客2名が足及び
首に軽傷

H18/05/11 大阪府内 回転ブランコ
乗り物から降りた乗客が退場する前に、係員が回転ブランコ
を起動させたため、これを避ける際に階段で足首をひねっ
た。

入院を要さない程度

H18/07/29 兵庫県内 海賊船
男性(32才)が海賊船に乗車し、運転開始直後に怖くなったた
め、安全ﾊﾞｰをすり抜け飛び降りようとして、乗車ﾎｰﾑとのすき
間(約8.5㎝)に左足を挟まれた。

左足骨折の重傷

H18/07/31 岡山県内 ウォータースライド
ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾄﾞを滑った男性(35才)が着水時、水面を滑るように
約7m進み、前方のｺﾝｸﾘｰﾄ壁に衝突した。

右膝、左踵を骨折する重
傷

H18/08/02 三重県内 コースター
後のブレーキゾーンの減速度で座席前の安全バーに顔を

ぶつけ、唇を切った。
軽傷



発生年月日 発生場所 一般名称 状　　　　　況 被害の程度

H18/08/03 山梨県内 コースター
ホーム手前約10mにある 終ブレーキで異常音がしたため、
係員が停止させた。

なし

H18/08/08 愛知県内 コースター
乗客9名を乗せたコースターが車体引上部を約10m上ったとこ
ろで巻上げチェーンが切断し、安全装置が作動して停止し
た。

なし

H18/08/08 奈良県内 ウォータースライド
ｽﾗｲﾀﾞｰ下への進入を防ぐために設けられた柵(幅約3m、高さ
約80㎝)に女児(11才)が誤って左ひざを挟まれ抜けなくなっ
た。

なし

H18/11/17 山梨県内 コースター プラットホーム手前１００ｍ付近で停止した。 なし

H18/11/17 愛知県内 コースター 乗客が走行中に足を出し、外部ブレーキ装置に接触した。 かかと骨折

H18/12/16 大阪府内 海賊船
乗客が定位置に座っていることを確認せず安全バーを作動さ
せ首が圧迫された。

入院を要さない程度

H19/03/18 埼玉県内 ハングライダー
8基ある座席のうち1基(4才の女児と父親乗車)が水平より下
がり、座席の足掛けの部分のﾊﾟｲﾌﾟが地面と接触したため、係
員が非常停止ﾎﾞﾀﾝを押し、約5m進んで停止した。

なし

H19/04/28 山梨県内 コースター

午後２時１０分頃、仕様書の運転休止基準である平均風速１
５ｍ/ｓを越える突風（瞬間 大風速３０ｍ/ｓ）が吹いたため失
速し、第１落下 低平坦部（地上０．７ｍ）で停止したもの。乗
客の降車完了後（２時１８分頃）、営業を中止した。
なお、当日９時の営業開始時に、強風が吹いていたため、運
転を見合わせていた。１時１０分頃、平均風速が１０ｍ/ｓと
なったため、試運転を開始し、１時２０分から営業を開始して
いた。

なし



発生年月日 発生場所 一般名称 状　　　　　況 被害の程度

H19/05/05 大阪府内 コースター

２両目左側の車輪を支える合金製車軸（長さ約40㎝、直径約
５㎝）が、乗降場所から約４４０ｍ地点で折れ、そのまま約２４
０ｍ走行後、車輪がレールから外れて落下。車体が左側に約
４５度傾き、被害者が鉄柵（高さ約１ｍ）に頭を強打したもの。
事故時の速度は約３０㎞/hで、乗降場所の約５０ｍ手前の地
上約６ｍ地点で停止した。

死亡者　1名
負傷者　３４名（負傷者のう
ち乗客は１９名）

H19/05/05 福井県内 コースター
２人乗りコースターの１台が軌道上で止まり、後続のコース
ターが追突した。

負傷者４名

H19/05/14 山梨県内 コースター
午後２時４０分頃、走行中のコースターの３両目の座席の間
にある、機器類を覆うためのＦＲＰ製の保護カバーが外れ、５
両目の左側座席に座っていた被害者の右膝に当たった。

男性１名（軽傷）

H19/06/21
国外
(アメリカ)

フリーフォールライド

地上約54メートルから垂直に急降下するアトラクションに乗っ
ていた13歳の少女の両足が切断された。
アトラクションのケーブルが切れ、少女の両足を直撃したとみ
られる。

両足切断

H19/06/24 北海道内 コースター

ジェットコースター（四人乗り）の車輪を覆うウレタンゴムがは
がれ、車輪と台車の構造材とのすき間にはさまり、走行中停
止するトラブルがあった。園内に同型車両はほかに四台あ
り、安全確認後、26日から運転を再開している。

乗客（２名）にけがはな
かった

H19/06/29
国外
(アメリカ)

回転式遊戯施設

公営遊園地で、回転式のアトラクション車両に乗っていた２０
代の女性（従業員）が振り落とされ、死亡した。
当該アトラクションは、照明を落とした屋内で、自動で弧を描
いて移動する車両に乗るもの。このアトラクションでは、０４年
に７歳の子供が死亡する事故があった。（報道情報）
今回の事故原因は、従業員がまだ危険領域にいるときに、他
の従業員がアトラクションをスタートさせてしまったことにあ
る。（ライドアクシデントのサイトによる）

死亡者　女性１名



発生年月日 発生場所 一般名称 状　　　　　況 被害の程度

H19/06/30
国外
(中国)

コースター

6月30日、ジェットコースターの脱線事故が発生した。脱線車
両に乗っていた中学1年生の少女が高さ10mから転落。ただ
ちに病院へと運ばれたが、死亡した。同乗者も軽傷を負った。
7月3日、安徽省内の全遊園地が営業を停止した。このジェッ
トコースター脱線事故を受け、省関係部門は全施設の緊急点
検を命じた。

死亡者：少女１名　軽傷
者：数名

H19/08/05
国外
(フランス)

ローター
パリ西のサンジェルマンにある催し施設において、ローターの
アームが折れ、かごが落下した。

乗客２名が死亡、同じかご
に乗っていた２名が病院に
運ばれた。

H19/08/10 大阪府内 マッドマウス
女性客2名を乗せたﾏｯﾄﾞﾏｳｽ(4人乗り)が 高地点へﾁｪｰﾝに
て引き上げ中、安全装置が作動し停止した。

なし

H19/08/12 茨城県内 ウォータースライド
滑降中の男性(44才)がｽﾋﾟｰﾄﾞを抑えられなくなり、ﾌﾟｰﾙの底
に両膝を強打した。

右膝を骨折

H19/08/13
国外
(韓国)

観覧車

韓国で興業中の移動式遊園地内の観覧車（高さ約６６ｍ、８
人乗りゴンドラ４２台）で、地上から約２０ｍの高さにあったゴ
ンドラ１台が何らかの理由で傾いてドアが開き、乗客７人のう
ち５人が転落した。

死亡者：５名

H19/08/15 山梨県内 コースター ホームを出発した車両が巻上入り口付近で停止した。 なし

H19/08/18 東京都内 ウォータースライド
男性客がウォータースライド着水部付近で滑走面より落下し
て、レーン右側安全マット上に右肩から着地。事故直後より
ウォータースライドの営業停止している。

右肩骨折、むち打ち症との
診断。



発生年月日 発生場所 一般名称 状　　　　　況 被害の程度

H19/08/21 長崎県内 メリーゴーラウンド
メリーゴーラウンドを始動させ２周目位で馬からガタガタと音
が鳴り同時に、乗馬(乗車)中のお客様が「止めて」と叫ばれ直
ちに非常停止を行った。

膝の筋を痛めた

H19/08/22 島根県内 ウォータースライド
ウォータースライドの着水プールで、小学校２年生（7歳、男）
の児童が仰向けの状態で沈んでいるのを子供が見つけ、近く
にいた監視員が助け上げた。

死亡

H19/08/25 茨城県内 ウォータースライド
プールサイドに設置されたウォータースライドで遊んでいた小
学校４年の児童が、スライダー内側の亀裂に左腕を挟んだ。

男児はひじの圧迫骨折、
全治６週間のけが

H19/09/15 大阪府内 コースター

コース走行を終えたコースターが降車場で停止せず、乗客10
名を乗せたままもう1周走行した。ホーム通過直前係員の放
送に従い数名がベルトを外していたため、安全バーのみの装
着で2周目を走行していた。

なし

②遊戯施設（作業者の事故）
発生年月日 発生場所 一般名称 状　　　　　況 被害の程度

H16/10/07 山梨県内 マッドマウス 男性従業員（53才）がレールを点検中に追突された。 頭や首を強く打ち重傷

H17/06/09 兵庫県内 観覧車
始業点検を行っていた男性作業員（30才）が、駆動タイヤと柱
の間に挟まれた。

死亡

H17/07/22 東京都内 お化け屋敷の施設
開業前に点検作業をしていた女性従業員（29才）が、岩風呂
に似せた遊具を点検中風呂のフタが突然閉まり、岩風呂とフ
タの間に胸部を挟まれた。

意識不明の重体

は、前回からの更新分
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