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【航空】　調査の進捗状況（平成30年10月） 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 変更

1 2018/08/27 宮崎空港の東約60km、高度約9,100m JA14VA エアバス式A320-214型 バニラ・エア 機体の動揺による客室乗務員の負傷 調査中

2 2018/08/21 千歳飛行場東側滑走路(滑走路18L)上  JA395A テキストロン・アビエーション式172S型 海上保安庁 着陸時の機体損傷 調査中

3 2018/08/10 群馬県吾妻郡中之条町 JA200G ベル式412EP型 群馬県防災航空隊 墜落 調査中

4 2018/07/25 岡南飛行場の西約1km、高度約90m JA10AZ セスナ式172R型 岡山航空株式会社 飛行中の鳥衝突 調査中

5 2018/07/14 茨城県水戸市元石川町 JR1118 クイックシルバー式GT400S-R447L型 個人 墜落 調査中

6 2018/07/08 千葉県柏市内場外離着陸場 JA7980 ロビンソン式R22Beta型 個人 横転による機体損傷 調査中

7 2018/06/24 仙台空港の北約80Km、高度約9,100m JA8944 ボーイング式777-300型 日本航空株式会社 機体の動揺による客室乗務員の負傷 調査中

8 2018/06/07 那覇空港の北西約40Kmの海上 JA350D ユーロコプター式AS350B3型 エクセル航空株式会社 墜落 調査中

9 2018/04/22 広島県安芸高田市 JR1902 クイックシルバー式スポーツ2S-R582型 個人 墜落 ９月公表 ●

10 2018/04/15 広島県尾道市浦崎町境が浜沖 JA02TG クエスト式Kodiak100型 株式会社せとうちSEAPLANES 着水時の機体損傷 意見照会作業中 ○

11 2018/04/09 関西国際空港B滑走路上 HL7725 ボーイング式737-900型 株式会社大韓航空
着陸復行時のテールストライク（機体
後部接触）による損傷

調査中

12 2017/11/08 群馬県多野郡上野村大字乙母付近 JA9672 アエロスパシアル式AS332L型 東邦航空株式会社 墜落 調査中

13 2017/10/22 熊本空港の東北東約40km、高度約4,500m JA03GR ボーイング式737-800型 春秋航空日本株式会社 機体の動揺による客室乗務員の負傷 報告書案審議中 ○

14 2017/10/08 宮城県栗原市内場外離着陸場 JA3447 ビーチクラフト式E33型 個人 オーバーランによる機体の損傷 報告書案審議中

15 2017/08/14 奈良県山辺郡山添村付近 N702AV ソカタ式TBM700型 個人 墜落 調査中

16 2017/07/11 兵庫県相生市矢野町ゴルフ場内 GBYLP HALES CS式RAND KR-2型 個人 不時着時の機体損傷 意見照会作業中 ○

17 2017/07/01 福島空港の南西約64km、高度約15,600ｆｔ N29968 ボーイング式787-9型 ユナイテッド航空株式会社 機体の動揺による客室乗務員の負傷 ９月公表 ●

18 2017/05/14 山梨県北都留郡丹波山村 JA110Y ベル式412EP型 山梨県警航空隊 航空機による人の死亡 意見照会作業中

19 2017/03/14 神戸空港敷地内草地 JA500H ユーロコプター式AS350B3型 ヒラタ学園 横転による機体損傷 意見照会作業中

20 2017/03/05 長野県鉢伏山付近 JA97NA ベル式412EP型 長野県消防防災航空センター 墜落 意見照会作業中

21 2016/10/10 群馬県邑楽郡大泉町付近（妻沼滑空場付近） JA22WP ロラデン・シュナイダー式LS4-b型 早稲田大学 失速による墜落 意見照会作業中

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）　
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【航空】　調査の進捗状況（平成30年10月） 運輸安全委員会

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 変更

1 2018/10/20 高知県長岡郡大豊町 JA003W ベル式412EP型 西日本空輸株式会社 物件が意図せず落下した事態 調査中 ◎

2 2018/09/26 石川県鳳珠郡穴水町 JA2451 ヴァレンティン式タイフーン17EⅡ型 学校法人日本航空学園
航空機の脚が損傷し、当該航空機の
航行が継続できなくなった事態

調査中 ◎

3 2018/08/21 北海道松前郡福島町付近上空、高さ約130m JA9660 アエロスパシアル式AS332L型 中日本航空株式会社 物件が意図せず落下した事態 調査中

4 2018/07/09 富山空港滑走路上 JA9690 アエロスパシアル式AS332L型 朝日航洋株式会社
他の航空機が使用中の滑走路への
着陸に準ずる事態

調査中

5 2018/07/08 富山空港の南東約20km、高度約4,500m B18667 ボーイング式737-800型 中華航空公司
緊急の措置を講ずる必要が生じた燃
料の欠乏

調査中

6 2018/06/29 成田国際空港誘導路上 HL7573 ボーイング式777-300型 株式会社大韓航空
航空機の脚が損傷し、当該航空機の
航行が継続できなくなった事態

調査中

7 2018/06/14
那覇空港滑走路上及び那覇空港滑走路
進入端から南約5km、高度約300m

none
JA84RC

F-15
ボンバルディア式DHC-8-402型

航空自衛隊
琉球エアーコミユーター株式会社

他の航空機が使用中の滑走路への
着陸の試み

調査中

8 2018/05/24 熊本空港の西約10km、高度約1,800m JA8980 ボーイング式767-300型 日本航空株式会社
「発動機の破損（破片が当該発動機
のケースを貫通した場合に限る。）」に
準ずる事態

調査中

9 2018/04/11 東京国際空港の北東約8km、高度約170m HSTGX ボーイング式747-400型 タイ国際航空 緊急操作（地上接近） 調査中

10 2018/03/24 福岡空港滑走路上 JA805P エアバス式A320-214型 ピーチ・アビエーション株式会社
航空機の脚が損傷し、当該航空機の
航行が継続できなくなった事態

調査中

11 2018/03/18 那覇空港滑走路上
B8236
JA8570

エアバス式A320-214型
ﾀﾞｯｿｰ・ﾌﾞﾚｹﾞｰ式ﾐｽﾃｰﾙ・ﾌｧﾙｺﾝ900型

上海吉祥航空
海上保安庁

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

12 2017/11/11 兵庫県明石市魚住町上空　高度約300～330m
JA274J
JA831H

ロビンソン式R44Ⅱ型
ユーロコプター式EC135P2+型

個人
学校法人ヒラタ学園

航空機同士の接近 報告書案審議中 ○

13 2017/10/06 北海道石狩市付近上空、高度約500m JA3500 セスナ式172K型 個人
飛行中における発動機の継続的な
出力の損失

報告書案審議中 ○

14 2017/09/23 大阪府大阪市付近上空 PHBQC ボーイング式777-200型 KLMオランダ航空
「航空機から脱落した部品が人と衝突
した事態」に準ずる事態

意見照会作業中

15 2017/09/23 高知県安芸郡北川村 JA6717 アエロスパシアル式AS332L型 中日本航空株式会社 物件が意図せず落下した事態 ９月公表 ●

16 2017/09/05 東京国際空港C滑走路上 JA743J ボーイング式777-300ER型 日本航空株式会社
「発動機の破損（破片が当該発動機
のケースを貫通した場合に限る。）」に
準ずる事態

報告書案審議中

17 2017/08/27 京都府京都市山科区付近上空、高度約2,300m JA7981 ロビンソン式R44型 匠航空株式会社
緊急の措置を講ずる必要が生じた
燃料の欠乏

意見照会作業中 ○

18 2017/07/15 成田国際空港B滑走路付近 N852GT ボーイング式747-8F型
ポーラーエアカーゴ・ワールドワイド・
インク

オーバーランに準ずる事態 報告書案審議中 ○

19 2016/10/07 新潟県三条市の上空、高さ約150m JA6620 川崎式BK117B-2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 ９月公表 ●

20 2016/05/27 東京国際空港 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 ９月公表 ●

21 2015/07/07 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 意見照会作業中

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　意見照会作業中　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）　
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【鉄道】　調査の進捗状況（平成30年10月） 運輸安全委員会

事故

No. 発生年月日 事業者 種類 進捗状況 変更

1 2018/10/03 飯田線　元善光寺駅～伊那上郷駅間 ［長野県飯田市］ 東海旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中 ◎

2 2018/09/27 福塩線　 道上駅～万能倉駅間　［広島県福山市］ 西日本旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中 ◎

3 2018/07/30 両毛線　足利駅～山前駅間　［栃木県足利市］　 東日本旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中

4 2018/06/16 臨海本線　蘇我駅構内　［千葉県千葉市］ 京葉臨海鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

5 2018/06/16 長崎線　久保田駅構内　［佐賀県小城市］ 九州旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中

6 2018/04/11 予讃線　伊予桜井駅～伊予三芳駅間　［愛媛県西条市］ 四国旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 ９月公表 ●

7 2018/02/27 内房線　館山駅～九重駅間　［千葉県館山市］ 東日本旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中

8 2018/02/24 石勝線　トマム駅構内　［北海道占冠村］ 日本貨物鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

9 2018/01/16 関西線　井田川駅～加佐登駅間　［三重県鈴鹿市］ 東海旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 ９月公表 ●

10 2017/12/16 鹿児島線　千早操車場構内　［福岡県福岡市］ 日本貨物鉄道株式会社 鉄道人身障害事故 報告書案審議中

11 2017/12/06 函館線　銭函駅構内　［北海道小樽市］ 北海道旅客鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

12 2017/10/22 南海本線　樽井駅～尾崎駅間　［大阪府泉南市］ 南海電気鉄道株式会社 列車脱線事故 報告書案審議中 ○

線区

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）　
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【鉄道】　調査の進捗状況（平成30年10月） 運輸安全委員会

重大インシデント

No. 発生年月日 事業者 種類 進捗状況 変更

1 2018/05/15 西日本鉄道株式会社 車両障害 調査中

2 2017/12/11 西日本旅客鉄道株式会社 車両障害 調査中

線区

天神大牟田線　春日原駅～雑餉隈駅間　［福岡県福岡市］

東海道新幹線　名古屋駅構内　［愛知県名古屋市］

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）　



資料１　5/6

【船舶】　調査の進捗状況（平成30年10月） 運輸安全委員会

事故

No. 発生年月日 事故等種類 進捗状況 変更

1 2018/10/22 橋梁損傷 調査中 ◎

2 2018/10/04 死傷等 調査中 ◎

3 2018/10/01 衝突（単） 調査中 ◎

4 2018/09/29 衝突 調査中 ◎

5 2018/09/18 死傷等 調査中

6 2018/09/04 衝突（単） 調査中

7 2018/08/17 衝突（単） 調査中

8 2018/07/28 衝突（単） 調査中

9 2018/07/26 広島県呉市音戸ノ瀬戸南側海域 衝突 調査中

10 2018/06/20 浸水 調査中

11 2018/05/08 鹿児島県甑島西方沖 沈没 調査中

12 2018/05/04 兵庫県神戸市六甲アイランド沖 衝突 調査中

13 2018/04/05 新潟県新潟港西区 旅客フェリーゆうかり乗組員負傷 死傷等 報告書案審議中 ◎

14 2018/04/02 練習船日本丸実習生死亡 死傷等 調査中

15 2018/03/24 高知県土佐清水市足摺岬南南西方沖 衝突 報告書案審議中 ◎

16 2018/03/18 旅客フェリーフェリーふくおかⅡ衝突（灯浮標） 衝突（単） 調査中

17 2017/10/23 貨物船REAL乗揚 乗揚 報告書案審議中

18 2017/08/22 押船第六あおい丸 台船第八あをい丸沈没 沈没 調査中

19 2017/07/31 北海道礼文町礼文島東北東方沖 漁船栄福丸乗組員負傷 死傷等 報告書案審議中

20 2017/07/26 旅客船そら衝突（灯台） 衝突（単） 報告書案審議中

21 2017/06/17 衝突 報告書案審議中

22 2017/04/24 博多港　福岡市東区所在の箱崎16号岸壁 火災 報告書案審議中

23 2017/02/11 乗揚 報告書案審議中

24 2015/07/31 火災 ９月公表 ●旅客フェリーさんふらわあだいせつ火災北海道苫小牧市苫小牧港南方沖

伏木富山港富山区

鹿児島県諏訪之瀬島南西岸

長崎県平戸島北東沖

神戸空港東進入灯台E2施設灯台

静岡県石廊崎南東方沖

油タンカーSAGAN乗揚

貨物船TAI YUAN火災

コンテナ船ACX CRYSTAL 米艦船FITZGERALD衝突

兵庫県明石市江井ヶ島港沖約6km付近（カンタマ南灯浮標）

京浜港東京第3区鉄鋼ふ頭MP岸壁

漁船第六十八廣漁丸浸水

コンテナ船NYK VENUS コンテナ船SITC OSAKA衝突

香川県直島町

関西国際空港連絡橋

漁船第八十七昭徳丸沈没

貨物船GENIUS STAR Ⅷ 貨物船第十一徳豊丸衝突

フェリー石手川貨物船 第十大栄丸衝突

三重県四日市市四日市港霞ヶ浦南ふ頭26号岸壁 コンテナ船OOCL NAGOYA衝突（岸壁）

事故等名発生場所

宮城県金華山東南東方沖約460海里

鹿児島県鹿児島市桜島横山町桜島フェリー乗り場岸壁

油タンカー宝運丸衝突（橋梁）

福岡県宗像市筑前大島付近海域 遊漁船生漁丸釣り客死亡

神奈川県川崎市扇島 貨物船MARINA衝突（護岸）

関門航路

貨物船ERIK乗組員死亡

フェリー第十八櫻島丸衝突（岸壁）

貨物船SM3 油タンカー幸徳丸衝突

山口県　大島大橋 貨物船ERNA OLDENDORFF橋梁損傷

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　（意見照会作業中）　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）　
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【船舶】　調査の進捗状況（平成30年10月） 運輸安全委員会

インシデント

No. 発生年月日 事故等種類 進捗状況 変更

1 2018/07/12 運航不能（航行設備故障） 調査中

　

発生場所 事故等名

香川県高松市高松港沖 フェリーこんぴら2運航不能

　＊　進捗状況 ： （事故等発生）　→　調査中　→　報告書案審議中　→　（意見照会作業中）　→　（報告書公表）　　　　＊　変更 ： 前月資料から進捗状況に変更のあった案件（新規◎、変更○、公表●）　


