
月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・６か月前後の乳児　…１名 母親 駐車場巡回の際、屋外駐車場のエンジン停止中で施錠され窓が閉じられた乗用車車内に放置された

（３０歳代前半） 乳児を発見。店内放送を行ったが保護者が現れないため、約１５分後に所轄警察へ連絡し,
警察官到着後、しばらくして保護者が現れた。幼児に異常は見られなかったため、警察官から
事故の危険性を説明していただき、厳重に注意した上でお帰りいただいた。

・７歳の男児　　　　　…１名 兄 駐車場巡回の際、エンジン停止中の施錠された乗用車車内助手席に放置された児童を発見。
（２０歳前後） 児童に声を掛けたところ異常が無かったことから保護の上、直ちに車両ナンバーを控え店内へ連絡し

店内放送と併せ遊技客へ声掛けを行ったところ、約２０分後に保護者が現れたことから、
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。保護者は反省した様子であった。

・８歳の児童　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、車内に人影が見えたため近づいたところ、児童が車内から降りてきた。
（３２歳） 声を掛けたところ、１時間で戻ると言った保護者が帰ってこないとのことであった。

直ちに保護者の名前を聞き出し、店内放送で呼び出しを行ったところ、しばらくして現れたことから、
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。

・５歳の女児　　　　　…１名 　 父親 遊技客から店舗出入り口の外側に幼児が１人で座り込んでいるとの通報があった。
（不明） 直ちに幼児を保護するとともに、保護者を捜索したところ、遊技中の両親を発見した。
母親 同夫婦は南米系外国人であり、店外にて事情聴取したところ、反省の様子が見られたことから、

（不明） 連れ去られ等の危険を説諭し、厳重注意の上、お帰りいただいた。
・１歳の男児　　　　　…１名 父親 遊技客から立体駐車場の車内に幼児が寝かされている旨の通報があった。

（２６歳） 直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに保護者の捜索したところ
数分後に保護者が当該車両へ現れたことから、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歳前後の女児　　…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後部座席のチャイルドシートで
（３０歳代前半） 寝かされている幼児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送するなど保護者の捜索したところ、

しばらくして当該車両に保護者が戻ってきたことから、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。

・４歳前後の男児　　…１名 　 父親 駐車場巡回の際、施錠され窓が少し開いた乗用車車内に寝ている幼児を発見。
（３０歳代） 直ちに店内へ連絡し店内放送にて保護者を呼び出すとともに警察へ通報した。

遊技客一人一人に声掛けを行う中、警察官が到着し、しばらくして保護者が現れた。
保護者は、警察官から厳重に注意をされた後、退店した。

・６歳の女児　　　　　…１名 　 祖母 駐車場巡回の際、普通乗用車助手席に犬を抱いた幼児を発見。幼児は額に汗をかいており「母親は遊技中」
（６０歳） との発言があったことから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

母親 警察に通報した。警察官到着後、車両ナンバーから当該車両所有者が判明したことから、あらためて店内放送
（３５歳） したところ、間もなく保護者が現れたため、女児を引き渡し、厳重注意の上、お帰りいただいた。

・６歳の男児　　　　　…１名 父親 来店客からエンジン停止中で窓が開けられた乗用車車内に児童が放置されている旨の通報があり、
・５歳の男児　　　　　…１名 　 （３５歳） 現場に急行したところ、２名の児童を発見した。直ちに保護し、店内へ連絡の上、店内放送での呼び掛け

及び監視カメラの記録映像に基づき保護者を捜索したところ、間もなく保護者を発見した。
その後、事故の危険性を説明し、厳重に注意した上で、直ちに退店していただいた。

・６か月前後の女児　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓が閉じた運転席側後部座席の籠の中で寝かされている
（３０歳前後） 乳児を発見したため様子を伺おうとしたところ、乳児が目覚め泣きだしたことから直ちに店内へ連絡し

店内放送にて保護者を呼びだすとともに声掛けを行ったところ、約１０分後に遊技中の保護者が現れた。
保護者は名乗らなかったものの、反省した様子であったことから、厳重注意の上、直ちに退店していただいた。

・１歳前後の乳児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、スモークガラスで覆われた乗用車から乳児の泣き声が聞こえたことから、直ちに店内へ
（３０歳前後） 連絡し、防犯カメラから保護者を特定の上、車両のナンバーや特徴等をもとに保護者を呼びだしたところ

約１０分後、保護者が当該車両に現れ、保護者は子連れでの入場禁止を知らなかったと弁明し直ちに退店した。
同日、店長は従業員全員に同事案を周知し、更なる対策強化を図った。その後、７月１０日（水）午前１０時
２０分頃、従業員が当該保護者の来店を確認したことから、当該車両の状況を確認したところ、フロントガラスに
日よけを置き、前回以上に内部が見えにくい状態にされていた。しかし、所持していた高輝度懐中電灯にて
内部を確認したところ、後部座席に設置されたチャイルドシートが確認できたことから、乳児が車内放置されて
いると判断し、当該保護者に声を掛け子ども連れでの入場をお断りしている旨を強く申し向け直ちに退店させた。

愛知 5月25日（土） 17時50分 晴れ ２２℃ １人

静岡 5月6日（月） 9時50分 晴れ ２０℃ １人

埼玉 4月28日（日） 10時44分 晴れ ２２℃ １人

天候 被害児童
放置者

全日本遊技事業協同組合連合会

概　要

　平成２５年度　子ども事故未然防止事案報告

組合名
発生日時

青森 4月7日（日） 10時45分 晴れ １０℃ １人

岩手 4月30日（火） 13時00分 晴れ １４℃ １人

静岡 5月5日（日） 22時00分 晴れ １５℃ １人

千葉 5月25日（土） 17時00分 晴れ ２４℃ １人

静岡 6月29日（土） 13時50分 晴れ ２８℃ ２人

愛知 7月2日（火） 15時30分 晴れ ３０℃ １人

大阪 6月1日（土） 15時30分 曇り ２５℃ １人

兵庫 7月2日（火） 20時00分 雨 ２７℃ １人

別紙
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・６歳の男児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中でエアコンが掛かった乗用車車内に放置された児童を発見。
・４歳の男児　　　　　…１名 　 （４０歳代） 直ちに店内放送にて保護者を呼び出したところ間もく保護者が現れた。

保護者は知人に用事があっため来店した旨の弁明をしたが、
反省した様子であったことから、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。

・１歳未満の乳児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で施錠されエアコンが掛かった軽乗用車左側後部座席の
（３０歳前後） チャイルドシート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、間もなく保護者が

現れたため事故の危険性を説明し、厳重に注意した上で、直ちに退店していただいた。
保護者は来店後約２０分遊技をしてたとのことであった。

・５歳の男児　　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中でエアコンが掛かっていたと思われる施錠されたワンボックスカー
・３歳の男児　　　　　…１名 （３０歳） 後部座席に放置された乳児を発見。声を掛け健康状態を確認後、直ちに店内へ連絡し店内放送及び

遊技客への声掛けを行ったものの保護者が現れなかったため警察に連絡した。
警察官到着後、警察官臨場のもと車内の幼児にドアを開けさせた後、約２０分後に保護者が現れた。
保護者は反省の弁を述べたことから、厳重説諭のうえ退店させた。

・５歳の女児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で施錠されエアコンの掛かったワンボックスカー後部座席に放置された
・３歳の女児　　　　　…１名 （３５歳） 幼児を発見。直ちに車両ナンバーを控え店内へ連絡し店内放送したものの保護者が現れなかったため

幼児に声を掛け開錠させ保護した。その上で改めて店内放送をしたところ、約２０分後に保護者が現れた。
保護者は反省した様子であり、事故の危険性を説明し厳重注意の上、直ちに退店していただいた。

・３歳の女児　　　　　…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車内でDVDを観賞していた幼児を発見。
（３０歳） 直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、間もなく遊技中であった保護者が現れたことから、

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。

・６歳の男児　　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で施錠されエアコンの掛かった乗用車内にて放置された
（３８歳） 幼児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、まもなく保護者が現れた。

保護者は「知人を探しに来た」と弁明したが、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。（放置時間は約２０分）

・８歳の女児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エアコンの掛かった車内に放置された幼児２名を発見。
・５歳の女児　　　　　…１名 （４５歳） 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、約１０分後に現れたことから

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。

・１０歳前後の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、車内に放置された児童を発見。直ちに声を掛け無事を確認するとともに
（５０歳） 店内へ連絡し店内放送にて複数回保護者を呼び出したところ約１０分後に保護者が現れた。

事故の危険性や子どもの入場規制を説諭したところ、子どもを家に置いてくるとの回答であった。
巡回再開後、上記児童が当該車両付近にいたことや、保護者が遊技を継続していたこと
から、保護者を厳重注意の上、出入り禁止を申し向け、直ちに退店していただいた。

・１歳前後の乳児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が閉じた車内座席２列目の右側に設置された
（３０歳前後） チャイルドシートに放置された乳児を発見したため、直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに

警察へ通報した。その後、遊技客への声掛けを併せて行ったところ間もなく保護者を発見した。
発見時には無反応であった乳児はその後無事に保護され保護者と共に到着した警察官に引き渡した。

・２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少し開けられ施錠された軽乗用車助手席チャイルドシートに
（４０歳） 寝かされている幼児を発見。直ちに店内へ連絡し車両ナンバーから保護者を呼び出すとともに警察へ

通報した。約１０分後、警察官が到着すると同時期に遊技をしていた保護者が現れたことから、事故の
危険性と子連れでの来店禁止について説明し厳重に注意をしてお帰りいただいた。

神奈川 9月12日（木） 13時05分 晴れ ３０℃ １人

静岡 8月27日（火） 20時30分 晴れ ２６℃ １人

埼玉 7月30日（火） 14時30分 晴れ ３３℃ ２人

静岡 8月18日（日） 11時30分 晴れ ３２℃ ２人

埼玉 8月4日（日） 18時17分 晴れ ３０℃ ２人

概　要

　平成２５年度　子ども事故未然防止事案報告

全日本遊技事業協同組合連合会

組合名
発生日時 天候 被害児童

放置者

釧路方面 7月7日（日） 10時00分 晴れ ３０℃ ２人

宮城 7月16日（火） 12時00分 晴れ ２５℃ １人

秋田 8月11日（日） 15時00分 晴れ ３０℃ １人

岐阜 8月28日（水） 22時00分 晴れ ２８℃ １人

大阪 8月9日（金） 11時00分 晴れ ３２℃ １人
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・３歳の男児　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、子どもの泣き声が聞こえたことから付近を捜索したところ無施錠の乗用車車内に
・数か月の乳児　　…１名 （３０歳） 放置された幼児と乳児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに2人を保護したところ、

間もなく遊技中であった保護者が現れた。「夫を呼びに来たついでに遊技をしていた」とのことであり、
その後、事故の危険性を説明し厳重に注意を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、エンジン稼働中で施錠されたﾜﾝﾎﾞｯｸｽ車内において幼児を発見。兄は後部座席で
・２歳の男児　　　…１名 （３０歳） テレビを見ており、弟は助手席ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄに寝かされていた。直ちに店内へ連絡し店内放送したところ

間もなく遊技中であった母親が現れた。母親からは「父親が迎えに来ることになっていた」と
弁明があったものの事故の危険性を説明し厳重に注意をしてお帰りいただいた。

・４歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、乗用車車内の母親と女児を発見。父親が遊技中とのことであったが、１８未満の
（５５歳） 営業所内入場を禁止する旨をお伝えした。その後、母親の入店を確認したことから再度当該車両を

母親 捜索したところ、施錠され窓が少し開いた車内で泣いている女児を発見。母親には再度注意を促したが
（４５歳） 聞き入れてもらえなかったことから警察に通報した。警察官到着後、両親はその場で事情聴取を受けた。

・17歳前後の女子高校生 父親 駐車場巡回の際、立体駐車場３階に駐車された乗用車車内にて女子学生を発見。話をしたところ
　　　　　　　　　　　　　　　…１ （５５歳） 食料を携帯しており長時間の滞在が予想されたため、直ちに店内に連絡し店内放送にて保護者を

呼び出した。間もなく保護者が現れたため注意を促したが、保護者は聞き流すような態度で退店した
ことから、事件性を考慮し、本件の状況及び当該人物の特徴、車両番号等を警察に通報した。

・１２歳の男児　　…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後部座席に放置された児童を発見。（健康状態に
（４０歳前後） 異常無し）直ちに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ったが保護者は現れないことから、

兄 児童に声を掛けドアを開錠させた上で保護した。その後、再度店内放送を行ったところ、約30分後に
（年齢不詳） 保護者が現れたことから、事故の危険性と子連れでの来店禁止の防犯指導について説明し、厳重説諭の上、

退店させた。保護者は本指導に対し反省している様子が認められた。
・９歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中でエアコンが使用されているワンボックスカー後部座席に放置された
・７歳の男児　　　…１名 （３５歳） ３人の児童を発見。（健康状態に異常無し）直ちに店内へ連絡し車両ナンバーから店内放送及び声掛け
・６歳の女児　　　…１名 を行ったが保護者が現れないことから、児童に声を掛け、ドアを開錠させた上で保護した。その後、再度

店内放送を行ったところ、約30分後に保護者が現れたことから、事故の危険性と子連れでの来店禁止の
防犯指導について説明し、厳重説諭の上、退店させた。保護者には反省している様子が認められた。

・１歳の乳児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で施錠された乗用車後部座席に放置された乳児を発見。
（４０歳） 直ちに店内へ連絡し店内放送したところ間もなく保護者が現れたため、事故の危険性等を説明し

厳重に注意してお帰りいただいた。なお、当該保護者は一元客であり、従業員との面識は無かった。

埼玉 3月8日（土） 20時30分 晴れ ４℃ 3人

埼玉 3月8日（土） 15時00分 晴れ ７℃ １人

静岡 12月10日（火） 10時40分 曇り １５℃ １人

山梨 10月23日（水） 19時25分 曇り １８℃ ２人

　平成２５年度　子ども事故未然防止事案報告

全日本遊技事業協同組合連合会

組合名
発生日時 天候 被害児童

放置者 概　要

計　３７　名報告数　２８　件　（ １６ 方面遊協　）

札幌 10月19日（土） 21時30分 曇り ２０℃ ２人

岐阜 11月10日（日） 19時00分 曇り １０℃ １人

山口 3月13日（木） 15時20分 曇り ９℃ １人

3


