
平成２２年度 子供事故未然防止事案報告

月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・５歳の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が閉められ施錠されていない乗用車後部座席に

（４５歳） 幼児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、しばらくして保護者が現れたため、
事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・７歳の女児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が閉められた乗用車の後部座席に幼児を発見。
（４０歳代） 直ちに保護するとともに店内へ連絡し店内放送したところ、暫くして保護者が現れたため、

厳重に注意してお帰りいただいた。また、当該保護者は以前にも車内放置経歴を有していた
ことから、未然防止の観点から、児童相談所にもあわせて報告した。

・５歳の男児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が閉められた軽乗用車後部座席に幼児を発見。
（２３歳） 直ちに店内へ連絡し店内放送したが保護者が現れないため警察と消防に連絡し、幼児自ら

ドアを開けさせ救出した。幼児は意識はあったものの間もなく大量の鼻血を出した
ことから病院で治療を受けたところ軽い脱水症状と診断された。名乗り出なかった遊技中の
保護者は従業員の声掛けにより発見され、警察に保護責任者遺棄致傷の疑いで逮捕された。

・３歳の男児　　…１名 祖母 従業員がホール駐車場と隣接しているスーパー駐車場内のエンジン停止中の乗用車の
（４８歳） 後部座席チャイルドシートに座っている幼児を発見。車両ナンバーを控え、直ちにホール

及びスーパー双方から店内放送で保護者を呼び出したところ、約８分後に買い物中であった
保護者が現れたため、幼児を無事に保護することができた。

・１歳の男児　　…１名 父親 毎日実施している子連れでの遊技禁止及び子供車内放置の危険性について店内放送を行った直後、
（不明） 入店してきた遊技客から「駐車場の軽乗用車内にて幼児が泣いていた。」との通報があったことから、

直ちに当該車両に駆けつけたところ、エンジン停止中で窓が閉められ未施錠の車内後部座席
チャイルドシートにおいて幼児を発見した。直ちに幼児を保護するとともに店内へ連絡し店内放送を
行ったが保護者が現れないため警察へ通報した。警察官到着後、保護者が現れたことから、
警察は保護者から始末書を徴収した。

・６歳の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で窓が閉められエアコンが掛かった乗用車後部座席に
・５歳の男児　　…１名 （３０歳代） 幼児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに、本駐車場の共同区域にある
・３歳の男児　　…１名 母親 隣接家具店にも連絡し店内放送して戴いたところ、しばらくして家具店店内で買物中であった

（３０歳代） 保護者が現れたため、事故の危険性を説明し、厳重に注意した上でお帰りいただいた。
・１３歳の女子　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で窓が開きエアコンの掛かった軽乗用車助手席に

（４０歳前後） 子供を発見。子供は巡回員と目が合うと座席下に隠れるようにしゃがみ込んだ。直ちに
声掛けを行ったところ体調に異変は感じられず、保護者はすぐに戻るとのことであったが、
保護者はしばらくしても現れないため、子供とともに保護者を捜索したところ、遊技中であった
保護者を発見したことから、事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・２歳の女児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、スモークフィルムの貼られたエンジン稼働中でエアコンが掛かった
（２５歳前後） 乗用車車内に放置された幼児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送したところ

しばらくして保護者が現れたため、事故の危険性を説明し、厳重に注意して
お帰りいただいた。

・６歳の女児　　…１名 祖母 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が少し開いている施錠された乗用車車内に
（６０歳代） 幼児を発見。声を掛けたところ少し元気が無かったことから、直ちに店内へ連絡し

店内放送したところ、しばらくして保護者が現れたため、事故の危険性を説明し、
厳重に注意してお帰りいただいた。

・６歳の女児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で窓が閉じられエアコンの掛かった施錠された乗用車
（５０歳前後） 助手席に放置された女児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに

女児から保護者の名前を聞き出していたところ、暫くして保護者が現れたため、
事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・３歳の男児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が閉じられエアコンの掛かった乗用車後部座席
（２２歳） チャイルドシートに寝かされた幼児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに

従業員が遊技客に声掛けを行ったところ、暫くして保護者が現れたため
事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

島根 ７月１７日（土） 14時00分

福岡 ７月１日（木） 15時20分

18時00分 曇り

１人

２８℃ １人鹿児島 ７月５日（月） 16時00分

１人

釧路

晴れ ３０℃

山口 ６月１４日（月） 14時20分 晴れ

秋田

被害児童
組合名

発生日時

１０℃10時20分 晴れ

全 日 遊 連

放置者

６月２０日（日） 16時00分 曇り

概　要

１人釧路 ４月１１日（日）

天候

愛知 ４月２４日（土）

６月２６日（土） 14時15分 晴れ

晴れ ３０℃

晴れ

18時10分 晴れ

２４℃ １人

広島 ６月１２日（土） 17時00分 晴れ

釧路 ６月１４日（月） 14時00分 晴れ

２４℃ １人青森 ７月４日（日）

1人

１人３０℃

３人２３℃

１５℃ １人

３０℃ １人

29.4℃
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平成２２年度 子供事故未然防止事案報告

月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・１歳６か月の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠された乗用車車内に幼児を発見したため、

（２５歳） 直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに従業員が遊技客に声掛けを行ったところ、
しばらくして保護者が現れた。保護者は知人に金を貰いに来ていた旨の弁明を行ったが、
事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・４歳の女児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が閉じられ施錠された乗用車車内に幼児を発見。
（２５歳） 幼児は大量の汗をかいていたため、声を掛け、自ら解錠させ車外へ連れ出した。

幼児に付き添いながら店内へ連絡し店内放送したところ、暫くして保護者が現れたため
事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・５歳前後の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中でエアコンの掛かった乗用車助手席に放置された
（３０歳前後） 幼児を発見。声を掛けたところ保護者が遊技中である旨の返事がなされたことから、

直ちに店内へ連絡し店内放送したことろ、暫くして保護者が現れたため、
事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・８歳の女子　　…１名 不明 駐車場巡回の際、ホール入口に立っている子供を発見。声を掛けたところ近隣の公園で
遊んでいたら保護者とはぐれてしまったとのことであったため、保護者の名前を聞き、
店内放送したものの、暫くしても現れず、駐車場に車もないとの話であったため、
警察へ連絡した。駆けつけた警察官と話をしていたところ、保護者から捜索願が出されて
いたことが判明したため、刑事課の担当官が改めて来店され、子供を引き取っていただいた。

・７歳の女子　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が閉じられ施錠された乗用車後部座席に
（３２歳） 子供を発見したため、直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、保護者が

名乗り出てきたため、事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・６歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、店舗入り口で幼児を発見。声を掛けたところ、保護者を探しているとの
（３０歳代） ことであったが、名前はわからないということであったため、付き添いながら遊技客に

声掛けを行いながら捜したところ、遊技中の保護者を発見したため、
事故の危険性を説明し厳重に注意してお帰りいただいた。

・１１歳の女子　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で窓が閉鎖されエアコンが掛かった乗用車後部座席に
・　３歳の女児　　…１名 （３８歳） 放置された幼児を発見。直ちに声を掛け保護者名を聞き出すとともに店内へ連絡し

店内放送にて保護者を呼び出したところ、暫くして現れたため、
事故の危険性を説明し厳重に注意してお帰りいただいた。

・１０歳の男子　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中でエアコンの掛かった乗用車車内助手席に放置された
（３５歳） 子供を発見。直ちに声を掛け、保護者の氏名特徴等を聞き出した上で店内へ連絡し

店内放送するとともに遊技客へ声掛けを行い捜したところ、遊技中の保護者を発見した
ことから、事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・３歳の男児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で窓が閉鎖されエアコンが掛かった乗用車後部座席に
・２歳の男児　　…１名 （２６歳） 寝かされている幼児を残したまま降車しようとしていた保護者を発見。声を掛けたところ、

友人との待ち合わせ時間まで遊技を行いたい旨の返答がなされたことから、
事故の危険性を説明の上、遊技をお断りし、お帰りいただいた。

・４歳の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が開いた未施錠の乗用車後部座席に
・１歳の女児　　…１名 （２０歳代） 幼児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、暫くして保護者が現れたため

事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・１歳の男児　　…１名 父親 入店してきた遊技客から「車内で幼児が泣いている」との通報があったことから従業員が捜索した
（２４歳） ところ、ｴﾝｼﾞﾝ停止中で窓が少し開き施錠されたｽﾓｰｸﾌｨﾙﾑが貼られた乗用車助手席側後部座席に

母親 寝かされた幼児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送にて保護者を呼び出したところ暫くして保護者
（２１歳） が現れた。保護者は「これまでに子供車内放置禁止の放送を聞いていたが今日は暑くないので

大丈夫と思った。」と弁解したが、事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

２８℃ １人鹿児島 ８月６日（金） 20時10分

１人

晴れ

３１℃

17時00分 曇り 26℃ １人

天候
概　要

被害児童
組合名

発生日時

15時30分 晴れ

秋田

香川 ７月１９日（月） 11時25分 晴れ

釧路 ８月３１日（火） 13時00分

鹿児島 ８月９日（月） 18時05分

釧路

８月２３日（月）東京

８月１４日（土）

山口

７月２７日（火）

晴れ

３０℃ １人８月１３日（金）

２８℃ ２人

２８℃ ２人

３３℃ １人

全 日 遊 連

放置者

14時00分 晴れ

１０月１日（金） 11時30分 晴れ

18時30分

２８℃ １人晴れ

２５℃ ２人

晴れ

栃木 ７月２８日（水）

16時30分 ３０℃ １人

鹿児島 晴れ

釧路 ９月２日（木） 18時30分 曇り

３０℃ １人
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平成２２年度 子供事故未然防止事案報告

月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・２歳の男児　　…１名 母親 入店してきた遊技客から「車内で幼児が泣いている」との通報があったことから従業員が

（２８歳） 捜索したところ、エンジン停止中で窓が閉鎖され施錠された乗用車後部座席に幼児を発見。
直ちに店内へ連絡し店内放送にて保護者を呼び出したが現れないため警察に通報した直後、
保護者が現れたため、事故の危険性を説明し厳重に注意してお帰りいただいた。

・７歳の女子　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中の乗用車車内に放置された子供を発見。
（４５歳） 直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、暫くして保護者が現れた。

遊技中の夫を迎えに３０分ほど前に来店したとのことであるが、事故の危険性を説明し、
厳重に注意してお帰りいただいた。（母親は遊技はしていなかった模様。）

・５歳の女子　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が開き未施錠の乗用車助手席に子供を発見。
（不明） 直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、遊技中であった保護者が現れたため、

事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・１３歳の男子　…１名 父親 従業員が退店するため駐車場を歩いていた際、エンジン稼働中でエアコンが掛かり施錠された
（４０歳代） 軽乗用車助手席に子供を発見。声を掛けたところ元気な様子であった。

車両ナンバーを控え直ちに店内へ連絡し店内放送したところ暫くして保護者が現れた。
反省の様子は伺えなかったが、事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・７歳の女子　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠された乗用車車内に子供を発見。直ちに店内へ
（３５歳） 連絡し店内放送したものの保護者が現れないため、遊技客に１人ずつ声掛けを行ったところ

遊技中の保護者を発見した。買い物ついでに少し立ち寄ったとのことであったが
事故の危険性を説明し、厳重に注意してお帰りいただいた。

・０歳の幼児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中の軽乗用車後部座席のチャイルドシートに
（３３歳） ブランケットを掛けられた幼児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、

暫くして遊技中であった保護者が現れたため、事故の危険性を説明し、
厳重に注意してお帰りいただいた。

宮城 １０月１５日（金） 16時20分 曇り

13時20分 晴れ青森 １１月６日（土）

１７℃ １人

計　３３　名報告数　２８　件　（　１４ 方面遊協　）

19時40分 曇り

放置者 概　要組合名
発生日時 天候 被害児童

全 日 遊 連

鹿児島 １１月２３（火） 11時20分 晴れ

秋田 １２月１９日（日）

青森 １２月２５日（土） 13時50分 曇り

－３℃ １人

－２℃ 1人

１７℃ １人

１５℃ １人

高知
平成２３年

１月１２日（水）
13時40分 曇り ７℃ 1人
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