
【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 2013/9/23 千葉県八千代市尾崎158 JA3492 富士重工式FA-200-160型 個人 不時着時機体損壊 調査中
2 2013/9/16 奈良県五條市西吉野町西野 JA20NA ベル式412EP型 奈良県防災航空隊 被救助者負傷 調査中

3 2013/9/14 埼玉県熊谷市妻沼滑空場、高度約300m
JA22WP-
JA22RW

ロラデン・シュナイダー式LS4-b型（滑空
機）、アレキサンダー・シュライハー式
ASK21型（滑空機）

個人、個人 空中接触 調査中

4 2013/8/18 茨城県稲敷郡阿見町　阿見飛行場付近 JA4152 ビーチクラフト式A36型 個人 着陸復行時不時着損傷 調査中

5 2013/7/21 但馬飛行場付近 JA4175
ガルフストリーム・エアロスペース式AG-
5B型

個人 オーバーラン 調査中

6 2013/6/9 栃木県宇都宮市柳田町1405-1 JR1003
ウルトラライト・エアクラフト式チャレン
ジャーⅡ-R503L型

個人 飛行中の物件衝突 調査中

7 2013/3/16 愛媛県松山市浅海原山本甲129番の1 JA23TN ロビンソン式R22Beta型 個人 不時着時横転 調査中
8 2013/3/15 北海道河西郡中札内村　札内岳南側の山中 JA2405 ホフマン式H-36ディモナ型（動力滑空機） 個人 墜落 調査中
9 2012/11/26 静岡県静岡市付近上空、高度約10,900メートル JA610J ボーイング式767-300型 日本航空株式会社 飛行中人員負傷 調査中

10 2012/9/15 千葉県山武郡九十九里町内場外離着陸場 JA120H ユーロコプター式EC120B型 個人 離陸時機体損傷 報告書案審議中
11 2012/8/21 島根県出雲空港の北西約26キロメートル、高度約12,200メートル HL8258 エアバス式A330-300型 アシアナ航空株式会社 機体動揺負傷 調査中

12 2012/8/18 茨城県稲敷郡河内町内大利根場外離着陸場 JA3814 セスナ式172Nラム型 個人
着陸後滑走路逸脱による人と
の接触

調査中

13 2012/7/5 東京都東京国際空港の北北西約160km、高度約11,300m HL7473 ボーイング式747-400型 株式会社大韓航空 飛行中人員負傷 意見照会作業中
14 2012/6/20 千葉県成田国際空港A滑走路上 JA610A ボーイング式767-300型 全日本空輸株式会社 着陸損傷 調査中
15 2012/3/31 東京都東京国際空港A滑走路上 JA701J ボーイング式777-200型 日本航空株式会社 着陸復行時機体損傷 調査中
16 2012/2/5 宮城県仙台空港の滑走路上 JA8384 エアバス・インダストリー式A320-200型 エアーニッポン株式会社 着陸復行時機体損傷 意見照会作業中
17 2011/7/28 北海道河西郡芽室町　剣山山中 JA4215 ビーチクラフト式A36型 独立行政法人航空大学校 墜落 意見照会作業中
18 2011/7/26 静岡県静岡市清水区三保の東約8キロメートルの海上 JA22DB エクストラ式EA300/200型 個人 墜落 報告書案審議中

資料１－２

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 2013/9/10
関西国際空港A滑走路の西南西約3km付近及び関西国際空港A滑走
路上

JA605A-
JA06NR

ボーイング式767-300型、ベル式430型
全日本空輸株式会社、朝日航洋株
式会社

使用中滑走路への着陸の試
み

調査中

2 2013/8/5 新潟空港B滑走路東端
HL7599

ボーイング式737-900型 株式会社大韓航空
オーバーラン（航空機が自ら
地上走行できなくなった場合）

調査中

3 2013/6/30 茨城県龍ヶ崎市半田町　竜ヶ崎飛行場 JA3919 パイパー式PA-28-161型 個人
オーバーラン（航空機が自ら
地上走行できなくなった場合）

調査中

4 2013/5/6 大阪国際空港A4誘導路上 JA206J ボンバルディア式CL-600-2B19型 株式会社ジェイエア
発動機防火区域内における
火炎の発生

調査中

5 2013/1/16 高松空港付近上空　高度約32,000ft JA804A ボーイング式787-8型 全日本空輸株式会社 緊急着陸後の非常脱出 調査中

6 2012/12/25 花巻空港滑走路上 JA202J ボンバルディア式CL-600-2B19型 株式会社ジェイエア
着陸後走行中の滑走路から
の逸脱

調査中

7 2012/12/8 山形県庄内空港滑走路東端 JA57AN ボーイング式737-800型 全日本空輸株式会社 着陸時滑走路逸脱 調査中
8 2012/11/25 鹿児島県鹿児島郡三島村薩摩硫黄島飛行場 JA3689 富士重工式FA-200-180型 個人 着陸時滑走路逸脱 調査中

9 2012/10/31 鹿児島県屋久島空港滑走路上
JA35BB-
JA849C

ユーロコプター式AS350B3型、ボンバル
ディア式DHC-8-402型

個人、日本エアコミューター株式会
社

他の航空機が使用中の滑走
路からの離陸

意見照会作業中

10 2012/10/20 東京都東京国際空港の西約25km、高度約4,050m JA342J ボーイング式737-800型 株式会社ジャルエクスプレス 発動機破損 調査中
11 2012/10/10 名古屋VORTACの南西8.5マイル付近上空 JA9745 ベル式206B型 中日本航空株式会社 異常接近報告に基づき調査 調査中
12 2012/7/8 北海道旭川赤十字病院場外離着陸場離陸直後 JA6911 マクドネル・ダグラス式MD900型 朝日航洋株式会社 発動機破損 調査中

13 2012/7/5 沖縄県那覇空港の北約5.6km付近
B2332-
JA01AJ

エアバス式A319-112型、エアバス式
A320-214型

中国東方航空、エアアジア・ジャパン
株式会社

使用中滑走路誤進入 調査中

14 2012/4/7 静岡県静岡市清水区富士川滑空場 JA109B グローブ式グローブG109B型（動力滑空 個人 滑走路逸脱 意見照会作業中

15 2011/10/12
大阪府関西国際空港A滑走路上及び関西国際空港の南西約6.5km付
近

N588HA-
JA8356

ボーイング式767-300型、ボーイング式
767-300型

ハワイアン航空、全日本空輸株式会
社

使用中滑走路誤進入 報告書案審議中

16 2011/9/6 串本の東約69nm、高度約41,000ft JA16AN ボーイング式737-700型 エアーニッポン株式会社 操縦障害 調査中
17 2011/7/8 東京都東京国際空港の北西約120キロメートル、高度約9,200メートル JA8674 ボーイング式767-300型 全日本空輸株式会社 発動機破損 意見照会作業中
18 2011/6/4 北海道奥尻空港上空 JA03HC サーブ式　SAAB340B型 株式会社北海道エアシステム 緊急操作（地上接近） 調査中
19 2009/3/28 沖縄県慶良間列島の北西約６nm（約１１km）の海上 JA135E ﾕｰﾛｺﾌﾟﾀｰ式EC135T2型 ヒラタ学園 発動機破損 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。



【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 2013/9/19 日本貨物鉄道株式会社 函館線　大沼駅構内　［北海道亀田郡七飯町］ 列車脱線事故 調査中
2 2013/9/17 東日本旅客鉄道株式会社 中央線　相模湖駅構内　［神奈川県相模原市］ 列車脱線事故 調査中
3 2013/8/17 日本貨物鉄道株式会社 函館線　八雲駅～山越駅間　［北海道二海郡八雲町］ 列車脱線事故 調査中
4 2013/7/31 長崎電気軌道株式会社 大浦支線　築町停留場～市民病院前停留場間　［長崎県長崎市］ 車両脱線事故 調査中
5 2013/5/28 神戸電鉄株式会社 有馬線　有馬口駅構内［兵庫県神戸市］ 列車脱線事故 調査中
6 2013/4/7 東日本旅客鉄道株式会社 東海道線　茅ヶ崎駅構内　［神奈川県茅ヶ崎市］ 列車脱線事故（踏切障害に伴うもの） 調査中
7 2013/4/6 東日本旅客鉄道株式会社 信越線　妙高高原駅～関山駅間　［新潟県妙高市］ 列車脱線事故 調査中
8 2013/3/2 東日本旅客鉄道株式会社 奥羽線　神宮寺駅～刈和野駅間　［秋田県大仙市］ 列車脱線事故 調査中
9 2013/2/13 京王電鉄株式会社 京王線　武蔵野台駅～飛田給駅間　［東京都府中市］ 鉄道人身障害事故 調査中

10 2013/2/12 山陽電気鉄道株式会社 本線　伊保駅～荒井駅間　［兵庫県高砂市］ 列車脱線事故（踏切障害に伴うもの） 調査中
11 2013/2/8 東日本旅客鉄道株式会社 大湊線　下北駅～大湊駅間　［青森県むつ市］ 列車脱線事故 調査中
12 2013/2/4 東日本旅客鉄道株式会社 上越線　津久田駅～岩本駅間　［群馬県渋川市］ 列車火災事故 調査中
13 2012/12/15 九州旅客鉄道株式会社 肥薩線　瀬戸石駅～海路駅間　［熊本県葦北郡芦北町］ 列車脱線事故 報告書案審議中
14 2012/11/8 三岐鉄道株式会社 三岐線　三里駅構内　［三重県いなべ市］ 列車脱線事故 調査中
15 2012/10/14 九州旅客鉄道株式会社 鹿児島線　鹿児島中央駅構内　［鹿児島県鹿児島市］ 列車脱線事故 調査中
16 2012/9/24 京浜急行電鉄株式会社 本線　追浜駅～京急田浦駅間　［神奈川県横須賀市］ 列車脱線事故 報告書案審議中
17 2012/9/15 土佐電気鉄道株式会社 後免線　長崎停留場～小篭通停留場間　［高知県高知市］ 車両脱線事故 報告書案審議中
18 2012/9/11 日本貨物鉄道株式会社 江差線　釜谷駅～泉沢駅間　［北海道上磯郡木古内町］ 列車脱線事故 調査中
19 2012/6/11 岡山電気軌道株式会社 東山本線　県庁通り停留場～西大寺町停留場間　［岡山県岡山市］ 車両脱線事故 報告書案審議中
20 2012/4/26 日本貨物鉄道株式会社 江差線　泉沢駅～釜谷駅構内　［北海道上磯郡木古内町］ 列車脱線事故 調査中
21 2012/3/30 富山地方鉄道株式会社 本線　内山駅構内　［富山県黒部市］ 列車脱線事故 調査中
22 2012/2/29 北海道旅客鉄道株式会社 函館線　八雲駅構内　［北海道二海郡八雲町］ 列車脱線事故 調査中

重大インシデント
No. 発生年月日 事業者 線区 種類 進捗状況

1 2013/7/6 北海道旅客鉄道株式会社 函館線　山崎駅構内　［北海道二海郡八雲町］ 車両障害 調査中
2 2013/1/7 北海道旅客鉄道株式会社 根室線　常豊信号場～上厚内駅間　［北海道十勝郡浦幌町］ 車両障害 調査中
3 2012/11/26 九州旅客鉄道株式会社 香椎線　須恵駅～須恵中央駅間　［福岡県糟屋郡須恵町］ 車両障害 調査中
4 2012/7/13 東日本旅客鉄道株式会社 信越線　高崎駅構内　［群馬県高崎市］ 工事違反 調査中
5 2012/6/27 三岐鉄道株式会社 三岐線　東藤原駅構内　［三重県いなべ市］ 車両脱線 報告書案審議中
6 2012/6/19 福井鉄道株式会社 福武線　三十八社駅構内　［福井県福井市］ 車両障害 調査中
7 2012/6/4 東日本旅客鉄道株式会社 磐越東線　郡山駅～舞木駅間　［福島県郡山市］ 車両障害 調査中
8 2011/8/9 天竜浜名湖鉄道株式会社 天竜浜名湖線　浜松大学前駅～都田駅間　掛川駅起点37k800m付近　［静岡県浜松市］ 車両障害 報告書案審議中



【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 乗揚 2013/9/22 遊漁船第七佐藤丸乗揚 福井県小浜市矢代湾沖 調査中
2 死傷等 2013/9/11 貨物船GREEN HOPE作業員負傷 兵庫県姫路港中島3号岸壁 調査中
3 乗揚 2013/8/14 遊漁船第五芳伸丸乗揚 福井県坂井市三国町所在の雄島北東端岩場 調査中
4 死傷等 2013/8/13 貨物船WELLINGTON STAR作業員死亡 千葉県船橋市船橋中央ふ頭南B岸壁 調査中
5 衝突 2013/8/12 ロールオン・ロールオフ貨物船うりずん２１貨物フェリーフェリーたいしゅう衝突 福岡県福岡市能古島北方沖 調査中
6 衝突 2013/6/23 貨物船NOCC OCEANIC漁船第七勇仁丸衝突 千葉県銚子市所在の犬吠埼灯台から074°161海里付近 調査中
7 衝突 2013/6/15 貨物船FUKUKAWA漁船津の峯丸衝突 福岡県福岡市玄界島北北東沖 調査中
8 転覆 2013/5/27 押船第３８三協丸転覆 兵庫県洲本市生石鼻南東方沖 調査中
9 火災 2013/5/16 貨物船TAIGAN火災 北海道稚内市稚内港天北2号ふ頭 調査中

10 沈没 2013/4/30 貨物船FAVOR SAILING沈没 阪神港堺泉北区汐見第4岸壁 調査中
11 転覆 2013/4/9 引船第５８港運丸転覆 島根県浜田市浜田港 調査中
12 死傷等 2013/3/26 貨物船JURONG 作業員死傷 阪神港神戸区 調査中
13 衝突 2013/2/25 コンテナ船WAN HAI 162 漁船第七盛南丸 漁船第八盛南丸衝突 関西空港西側3海里付近 調査中
14 死傷等 2013/2/7 コンテナ船PANCON SUCCESS乗組員死亡 福井県敦賀港　鞠山南多目的国際ターミナル 調査中
15 衝突 2013/1/23 コンテナ船BAI CHAY BRIDGE 漁船第十八盛豊丸衝突 千葉県勝浦市南東方沖10海里付近 調査中
16 衝突 2013/1/10 ＬＮＧ船PUTERI NILAM SATU　ＬＰＧ船SAKURA HARMONY 衝突 東京湾中ノ瀬Ｄ灯浮標の北東約１.２海里付近 調査中
17 転覆 2012/12/26 競そう用ボート（船名なし）転覆 千葉県東庄町の黒部川 調査中
18 爆発 2012/12/11 砂利運搬船成和丸爆発 大阪市北区長柄東3丁目2番　大川右岸船舶係留施設に係留中の本船船内 調査中
19 衝突（単） 2012/12/11 油タンカー第十二松丸衝突（かき養殖施設） 広島県坂町西方沖 報告書案審議中
20 運航不能（機関損傷） 2012/12/3 ＬＮＧタンカーLNG ARIES運航不能（機関損傷） 京浜港川崎第2区　東電扇島ＬＮＧバース南東方沖 意見照会作業中
21 乗揚 2012/11/14 旅客船銀河乗揚 山口県周防大島町諸島南東方沖の根ナシ礁 調査中
22 乗揚 2012/10/12 瀬渡船第十八昇栄丸乗揚 長崎県平戸瀬戸広瀬西方の陸岸 調査中
23 火災 2012/10/10 旅客船フェニックス火災 三重県津市河芸東方沖２.５海里付近 調査中
24 死傷等 2012/10/6 貨物船SAGE SAGITTARIUS乗船者死亡 山口県徳山下松港 意見照会作業中
25 衝突 2012/9/24 貨物船NIKKEI TIGER漁船堀栄丸衝突 宮城県金華山東方沖900km付近 調査中
26 衝突 2012/7/3 コンテナ船TIAN FU ケミカルタンカー扇泰丸衝突 岡山県倉敷市水島港内 意見照会作業中
27 死傷等 2012/7/3 ケミカルタンカーCHEM HANA（韓国）乗組員死亡 山口県柳井市平郡島北方沖合い 調査中
28 死傷等 2012/5/15 旅客フェリーおおさど丸旅客死亡 新潟県新潟市新潟港西港万代島ふ頭 調査中
29 衝突（単） 2012/4/22 旅客船トッピー１衝突（鯨） 鹿児島県南大隅町佐多岬西方沖 報告書案審議中
30 衝突 2012/4/15 コンテナ船YONG CAI漁船第二新洋丸衝突 石川県珠洲市所在の禄剛崎灯台から真方位031.5°3.5海里付近 意見照会作業中
31 死傷等 2012/3/27 コンテナ船ANNA MAERSK乗組員死傷 阪神港神戸区六甲アイランドRC-5岸壁 調査中
32 衝突（単） 2012/3/8 貨物船JNS-2漁船長宝丸衝突（漁具） 山口県上関町祝島沖　伊予灘航路１号灯標付近 調査中
33 衝突 2012/3/4 漁船大浦丸遊漁船第五育丸衝突 千葉県館山市沖　洲崎から北西４km付近 調査中
34 衝突 2012/2/7 コンテナ船KOTA DUTA貨物船TANYA KARPINSKAYA衝突 新潟県新潟市新潟港東区 報告書案審議中
35 死傷等 2012/1/11 貨物船GUANG DA乗組員死亡 千葉県船橋市　京葉食品コンビナート南側岸壁 報告書案審議中

36 衝突（単） 2011/8/19 コンテナ船FLEVODIJK衝突（護岸）
兵庫県神戸市明石海峡大橋北側護岸
神戸市所在の播磨垂水港南防波堤西灯台から真方位３０２°１,３８０ｍ付近

報告書案審議中

37 死傷等 2011/7/17 貨物船YUSHO SEVEN作業員死亡 神戸市中央区ポートアイランドＲ岸壁 調査中
38 死傷等 2011/5/10 貨物船SCSC WEALTH作業員死亡 岡山県玉野市日比公共岸壁 報告書案審議中

インシデント
No. 事故等種類 発生年月日 事故等名 発生場所 報告書

1 安全阻害 2013/6/11 自動車運搬船AUTO BANNER練習艦しまゆき安全阻害 関門航路（山口県下関市六連島東方沖） 調査中

　※　「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。


