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【航空】　調査の進捗状況（令和2年2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 2020/02/01 福島県郡山市三穂田 JA139F アグスタ式AW139型 福島県警察航空隊 不時着による機体損傷 調査中 ◎

2 2020/01/12 福岡空港の北西約30km HL8243 ボーイング式737-800型 株式会社ジンエアー 機体の動揺による客室乗務員の負傷 調査中

3 2019/12/25 宮崎空港の北北東約100km、高度約9,100m B50001 エアバス式A320-232型 タイガーエア台湾 機体の動揺による客室乗務員の負傷 調査中

4 2019/12/18 竜ヶ崎飛行場滑走路上 JA3962 セスナ式172P型 新中央航空株式会社 鳥衝突による機体損傷 調査中

5 2019/10/20 茨城県かすみがうら市新治付近 none TL-2000 STING carbon型 個人 墜落 調査中

6 2019/10/12 種子島空港の北北西約65km、高度約3,200m JA01JC ATR式42-500型 日本エアコミューター株式会社 機体の動揺による客室乗務員の負傷 調査中

7 2019/08/27 愛知県西尾市志貴野町内の矢作川河川敷 JA2529 シャイベ式SF25Cファルケ型 個人 離陸時の機体損傷 調査中

8 2019/08/15 北京の北東約140km、高度約5,500m JA808A ボーイング式787-8型 全日本空輸株式会社 機体の動揺による人の負傷 調査中

9 2019/07/29 茨城県筑西市口戸の水田 JA9252 アエロスパシアル式AS350B型 エス・ジー・シー佐賀航空株式会社 墜落 調査中

10 2019/06/02 霞ヶ浦（茨城県稲敷郡美浦村付近） JR1102 バードマン式チヌークプラスR582LS型 個人 着水時の操縦者の負傷 調査中

11 2019/05/02 成田国際空港の北約115km HL8021 ボーイング式737-800型 株式会社ティーウェイ航空 機体の動揺による客室乗務員の負傷 調査中

12 2019/05/02 長野県松本市（焼岳付近）の山中 JA505G
エラン/ディー・ジー式
DG-500エラン・オリオン型

個人 不時着による機体損傷 調査中

13 2019/04/29 石見空港滑走路付近 JA2500 グラザー・ディルクス式DG-500M型 個人 胴体着陸による機体の損傷 調査中

14 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 意見照会作業中

15 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 意見照会作業中

16 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 意見照会作業中

17 2017/09/25 三島村薩摩硫黄島飛行場滑走路上 JA4062 セスナ式172P型 新日本航空株式会社 ハードランディングによる機体損傷 調査中

　＊　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（令和2年2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 2020/02/20 沖永良部空港の南西約55km、高度約12,200m N829RA ボンバルディア式BD-700-1A10型 個人
航空機内の気圧が異常に低下した事
態

調査中 ◎

2 2020/02/16 北海道石狩市新港東付近上空、高さ約55m JA17AR アグスタ式AW139型 札幌市消防航空隊
航空機の外部につり下げた物件が意
図せず落下した事態

調査中 ◎

3 2020/01/08 奄美空港滑走路付近 JA07JC ATR式42-500型 日本エアコミューター株式会社
滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上
走行できなくなった場合）

調査中

4 2019/12/23 新千歳空港付近 B3203 エンブラエル式ERJ190-100ECJ型 個人
航空機の航行の安全に障害となる複数
の故障

調査中

5 2019/12/21 松山空港 JA36HK ダイヤモンド・エアクラフト式HK36Rスーパーディモナ型 個人
飛行中における発動機の継続的な出
力の損失

調査中

6 2019/11/30
東京国際空港A滑走路の南南東約2km以下の地点
又は同滑走路上

JA806P エアバス式A320-214型 ピーチ・アビエーション株式会社
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

7 2019/10/30 美保飛行場の南西約20km、高度約10,400m JA11RJ 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
航空機内の気圧が異常に低下した事
態

調査中

8 2019/10/3
三沢飛行場滑走路上及び三沢飛行場滑走路進入
端の西約2.8km、高度約190m

none
JA216J

F-2A
エンブラエル式ERJ170-100STD型

航空自衛隊
株式会社ジェイエア

他の航空機が使用中の滑走路への着
陸の試み

調査中

9 2019/9/16 小松飛行場付近上空、高度約150m
JA01KY
JA2471

ダイヤモンドエアクラフト式HK36TTCスーパーディモナ型

アレキサンダー・シュライハー式ASK21型
個人
個人

物件を機体の外に装備している航空機
から当該物件が意図せず落下した事態

調査中

10 2019/08/22 百里飛行場 東側滑走路付近 HL8052 ボーイング式737-800型 イースター航空株式会社
他の航空機が使用中の滑走路への着
陸の試みに準ずる事態

調査中

11 2019/7/21
那覇空港滑走路上及び那覇空港滑走路進入端の
北約3.7km、 高度約180m

HL8256
JA01RK

エアバス式A321-231型
ボーイング式737-800型

アシアナ航空株式会社
日本トランスオーシャン航空株式会社

他の航空機が使用中の滑走路への着
陸の試み

調査中

12 2019/7/16
石川県小松市池城町付近上空、高度約120m～
150m（詳細確認中）

JA9478 富士ベル式204B-2型 中日本航空株式会社
航空機の外部につり下げた物件が意
図せず落下した事態

調査中

13 2019/6/19 神奈川県愛甲郡愛川町付近上空、高度約640m JA6697 アエロスパシアル式AS355F2型 東邦航空株式会社
発動機が破損した事態（破片が当該発
動機のケースを貫通した場合に限る。）

調査中

14 2019/6/15
東京国際空港A滑走路南東端の手前約5km、高度
約300m及び東京国際空港A滑走路上

JA73AB
JA885A

ボーイング式737-800型
ボーイング式787-9型

スカイマーク株式会社
全日本空輸株式会社

他の航空機が使用中の滑走路に着陸
を試みた事態

調査中

15 2019/06/01 成田国際空港の北東約580km、高度約13,000m JA828A ボーイング式787-8型 全日本空輸株式会社
航空機の航行の安全に障害となる複数
の故障に準ずる事態

調査中

16 2019/05/04 大島空港滑走路付近 JA121C パイパー式PA-46-350P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

17 2019/4/23 山形空港滑走路付近 JA11FJ 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
滑走路からの逸脱（航空機が自ら地上
走行できなくなった場合）

調査中

18 2019/3/29
関西国際空港の南西約90km、高度約3,600m(詳細
確認中)

VHVKJ ボーイング式787-8型 ジェットスター・エアウェイズ
飛行中における複数の発動機の継続
的な推力の損失に準ずる事態

調査中

19 2018/10/27
東京国際空港B滑走路上及び東京国際空港の
北東約2.4km、高度約120m

B3276
JA123F

ガルフストリーム・エアロスペース式G650型
セスナ式510型

個人
岡山航空株式会社

他の航空機が使用中の滑走路への着
陸の試み

調査中

20 2018/07/08 富山空港の北約15nm、高度約9,600ft B18667 ボーイング式737-800型 中華航空公司(台湾)
緊急の措置を講ずる必要が生じた燃料
の欠乏

1月公表 ●

21 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

報告書案審議中

22 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） 意見照会作業中

23 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

報告書案審議中

　＊　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（令和2年2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 2020/01/31 西日本旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中 ◎

2 2020/01/29 WILLER TRAINS株式会社 踏切障害事故 調査中 ◎

3 2019/12/24 会津鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

4 2019/12/02 天竜浜名湖鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中

5 2019/11/27 会津鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

6 2019/09/05 京浜急行電鉄株式会社 列車脱線事故 調査中

7 2019/06/28 東日本旅客鉄道株式会社 列車脱線事故 調査中

8 2019/06/19 小田急電鉄株式会社 列車脱線事故 報告書案審議中

9 2019/06/07 西日本旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 調査中

10 2019/06/06 横浜市 列車脱線事故 報告書案審議中

11 2019/06/01 株式会社横浜シーサイドライン 鉄道人身障害事故 調査中

12 2019/06/01 秋田内陸縦貫鉄道株式会社 踏切障害事故 報告書案審議中

13 2019/05/22 東日本旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 報告書案審議中

14 2019/05/04 ひたちなか海浜鉄道株式会社 踏切障害事故 報告書案審議中

15 2019/04/14 弘南鉄道株式会社 列車脱線事故 報告書案審議中

16 2019/03/21 東日本旅客鉄道株式会社 踏切障害事故 報告書案審議中

17 2019/01/16 埼玉新都市交通株式会社 列車脱線事故 調査中

線区

本線　神奈川新町駅～仲木戸駅間　［神奈川県横浜市］

上越線　渋川駅～敷島駅間　[群馬県渋川市]

小田原線　本厚木駅～愛甲石田駅間　[神奈川県厚木市]

境線　弓ヶ浜駅～和田浜駅間　[鳥取県米子市]

会津線　湯野上温泉駅～塔のへつり駅間　［福島県下郷町］

天竜浜名湖線　西鹿島駅構内　[静岡県浜松市]

会津線　塔のへつり駅～弥五島駅間　[福島県南会津郡下郷町]

宮津線　東雲駅～丹後神崎駅間　[京都府舞鶴市]

境線　中浜駅～高松町駅間　[鳥取県境港市]

大鰐線　中央弘前駅～弘高下駅間　[青森県弘前市]

横須賀線　逗子駅構内　[神奈川県逗子市]

伊奈線　加茂宮駅～鉄道博物館駅間　[埼玉県さいたま市]

１号線（ブルーライン）下飯田駅構内　[神奈川県横浜市]

金沢シーサイドライン新杉田駅構内　[神奈川県横浜市]

秋田内陸線　羽後長戸呂駅～八津駅間　[秋田県仙北市]

津軽線　蓬田駅～郷沢駅間　[青森県東津軽郡蓬田村]

湊線　金上駅～中根駅間　[茨城県ひたちなか市]

　＊　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●）　
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【鉄道】　調査の進捗状況（令和2年2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 2019/08/24 南海電気鉄道株式会社 車両障害 調査中

2 2019/03/25 とさでん交通株式会社 保安方式違反 調査中

線区

住ノ江検車庫内　[大阪府大阪市]

伊野線　朝倉停留場～朝倉駅前停留場間 [高知県高知市]

　＊　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●）　
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【船舶】　調査の進捗状況（令和2年2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 2020/02/16 衝突(単) 調査中 ◎

2 2019/12/02 死傷等 調査中

3 2019/11/16 死傷等 調査中

4 2019/11/02 乗揚 調査中

5 2019/10/24 衝突 調査中

6 2019/10/12 沈没 調査中

7 2019/09/17 転覆 調査中

8 2019/09/09 死傷等 調査中

9 2019/09/09 衝突(単) 調査中

10 2019/09/02 衝突 調査中

11 2019/07/22 乗揚 調査中

12 2019/06/26 衝突 調査中

13 2019/06/10 衝突 調査中

14 2019/05/26 衝突 調査中

15 2019/03/21 衝突 調査中

16 2019/03/11 衝突 調査中

17 2019/03/09 衝突(単) 報告書案審議中

18 2019/01/28 衝突(単) 報告書案審議中

19 2019/01/20 死傷等 報告書案審議中

鹿島港 遊漁船第２７桜井丸 衝突（防波堤）

鹿児島県南大隅町根占港港口付近 旅客船なんきゅう１０号 旅客負傷

発生場所 事故等名

明石海峡航路内 自動車専用船GLOVIS COMPANION　漁船東田丸　衝突

北海道根室市納沙布岬東方沖約610km 漁船第六十五慶栄丸 転覆

神奈川県川崎市東扇島沖 貨物船JIA DE 沈没

京浜港横浜区南本牧はま道路 貨物船BUNGO PRINCESS　衝突（橋梁）

京都府舞鶴市舞鶴港喜多ふ頭 貨物船FIRST AI　乗組員死亡

静岡県静岡市清水港 コンテナ船SITC BANGKOK　コンテナ船RESURGENCE　衝突

和歌山県和歌山市和歌山本港沖 貨物船ORANGE PHOENIX　乗組員死亡

愛媛県松山市松山港沖 遊漁船第三和丸　乗揚

愛媛県今治市中渡島西側付近の浅瀬 貨物船AZUL CHALLENGE  乗揚

広島県尾道市高根島北端から北東へ約1,500mの海上（青木瀬戸） 貨物船ジェイケイⅢ　掃海艇のとじま　衝突

滋賀県近江八幡市沖之島漁港（琵琶湖） 旅客船おきしま　衝突（港内施設） 

京浜港東京第3区 貨物船PANSTAR GENIE　引船大東丸　衝突

千葉県犬吠埼南方沖 貨物船千勝丸　貨物船すみほう丸　衝突

京浜港横浜区横浜航路南東沖
コンテナ船APL GUAM　コンテナ船MARCLIFF
コンテナ船HANSA STEINBURG　衝突

名古屋港金城ふ頭東側海域 タンカーEOS　貨物船第八愛翔　衝突

新潟県佐渡島東方沖 旅客船ぎんが　衝突

福岡県博多港香椎パークポート ロールオン・ロールオフ貨物船ちゅらしま　作業員死亡

　＊　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（令和2年2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 変更発生場所 事故等名

20 2019/01/17 死傷等 意見照会作業中 ○

21 2018/12/30 衝突(単) 報告書案審議中

22 2018/12/21 衝突 意見照会作業中

23 2018/09/29 衝突 1月公表 ●

24 2018/08/17 衝突（単） 意見照会作業中 ○

25 2018/07/26 衝突 1月公表 ●

インシデント

No. 発生年月日 事故等種類 進捗状況 変更

1 2019/04/04 座洲 調査中名古屋港ポートアイランド東方約770m海上 コンテナ船WAN HAI 316　座洲

旅客フェリー石手川　貨物船兼砂利石材等運搬船第十大栄丸　衝突

関門港若松区関門航路内 貨物船SM3　油タンカー幸徳丸　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）

広島県呉市音戸ノ瀬戸南口

発生場所 事故等名

グアム島アプラ港 旅客船にっぽん丸　衝突（港内施設） 

和歌山県和歌山市友ヶ島北約6km沖合い 貨物船CAPE VERDE　漁船宗良丸　衝突

愛媛県新居浜港菊本6号岸壁 石炭船ISHIZUCHI　荷役作業員死亡

　＊　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●）　


