
月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・８歳の男児　　　　　…１名 祖母 駐車場巡回の際、後部座席の窓が３分の１程度開いた軽乗用車後部座席に放置された児童を発見。

（６０歳） 児童から「祖母に遊技している間、少し待っているように言われた。」との回答があったため直ちに
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が現れた。保護者から「少しなら
大丈夫と考え1時間ほど遊技していた」との弁明があったが、誘拐など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歳の女児　　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジンが稼働し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。
・６歳の女児　　　　　…１名 （３０歳代） 直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに隣接スーパー対し呼び出し放送への協力依頼を

行ったところ間もなく保護者が現れた。保護者はスーパーで買い物中であったが、
事故の危険性を説明し厳重注意の上、お帰りいただいた。

・８歳の男児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジンが稼働し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。
（３０歳代） 直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに隣接スーパーへ呼び出し放送の協力依頼を行ったところ

母親 間もなく保護者が現れた。保護者はスーパーで買い物中であったが、事故の危険性を説明し
（３０歳代） 厳重注意の上、お帰りいただいた。

・生後数か月の乳児 …１名 母親 屋外駐車場巡回の際、普通乗用車助手席に放置された乳児を発見。直ちに店内へ連絡し
（２０歳代） 店内放送を複数回実施したところ、暫くして保護者が現れた。

保護者であることを確認した上で、事故の危険性を説明し、遊技を中断させ直ちに退店させた。

・６歳の男児　　　　　…１名 父親 遊技客から車内に放置された児童がいるとの通報があり、直ちに現場へ向かったところ、窓が数センチ
（不明） 開いた車内にて汗だくの児童を発見。対応を検討していたところ約７分後に父親が車両に戻ってきた。
母親 遊技中の母親を２人で待っているとのことであり、その後、遊技中の母親にも声を掛け事故の危険性を

（不明） 説明したが耳を傾けようとしないことから、遊技を中断させ、直ちに退店させた。
・５か月前後の乳児　…１名 父親 駐車場巡回の際、スモークフィルムが貼られ施錠されたワンボックス乗用車車内運転席側後部座席

（不明） チャイルドシートに寝かされている乳児を、フィルムが貼られていない助手席側の窓ガラスから車内を
母親 確認することで発見。直ちに店内へ連絡し車両ナンバーを基に店内放送したものの、保護者は

（不明） 現れなかった。その間、職員の一人が当該車両の内部を改めて確認したところ、車内助手席側の
母親友人 後部座席にて寝ている女性を発見したため、起こして降車させ、「乳児の傍らにいても寝ていたら

（３０歳前後） 見張りにはならないし、乳児は体温が高いので締め切った車内に寝かせておくことは健康上良くない。」
と注意指導した。その際、遊技を終えて戻ってきたと思われる当該車両の所有者含む２人の男女が
現れたため、乳児の車内放置の危険性について説明したところ、「私の子供であり、友人と一緒で
あるから良いと思っていた。」と釈明したことから「乳児と一緒のときは母親として見守る責任を
果たすこと。」「今後、乳児を連れて来店しないこと。」を指導した。しかし、乳児の保護者らは、あと少し
の間、遊技を続ける旨の主張をしたことから、必ず一人は乳児の傍にて見張りを行うことについて
三人に了解させ、店舗役員は、店内責任者に対し、保護者らが戻るまでは都度巡回を続けるように
指示した。約一時間後、保護者ら三人が並んで遊技をしているところを発見したため、店舗役員が
店内責任者に対し直ちに当該車両の様子を見に行くよう指示を出した。その結果、先ほどと同じ箇所に
一人で寝かされている乳児を発見したことから、店内責任者は直ちに店内放送にて保護者を呼び出し、
乳児が車内に放置されていること、乳児に付き添う旨の約束を守られていないことから、直ちに
遊技を止め、即時退店いただだくことを注意指導した。その結果、保護者ら三人は素直に退店した。
一週間後、保護者夫婦の来店を確認したことから、直ちに当該車両へ赴き、乳児が車内放置されて
いないことを確認の上、店員が声を掛けたところ、「乳児は母親に預けてきた。」旨の回答があった。

大分 7月10日（木） 16時50分 晴れ ３０℃ １人

鳥取 6月23日（月） 16時30分 晴れ ２５℃ １人

静岡 6月27日（金） 16時50分 晴れ 不明 １人

１８℃ １人

5月10日（土） 15時45分 晴れ １８℃

概　要放置者
被害児童天候発生日時

釧路方面

全日本遊技事業協同組合連合会

　平成２６年度　子ども事故未然防止事案報告

組合名

釧路方面 6月13日（金） 20時10分

２人

高知 4月24日（木） 20時10分 晴れ １７℃ １人

晴れ

別添
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・１０歳前後の女児　…１名 父親 駐車場巡回の際、５分前に来店したエンジン停止中で窓が閉じられた車内に放置された児童を発見。

（３０歳前後） 声を掛けたところ「窓やドアを開けるなと両親から言われている。」旨の回答があった。
母親 直ちに店内へ連絡し店内放送するも保護者が現れないことから、防犯カメラの録画から両親を特定し、

（３０歳前後） 声掛けを行った結果、両親を発見した。その後、父親は当該車両に戻り退店し、母親は遊技を続けた。
約１０分後、父親が徒歩で再度来店したことから、児童のことなど不審に思い、警察に通報した。
警察官到着後、副店長とともに遊技中の両親に児童の状況を確認したが曖昧な返事のため
防犯カメラの録画から父親が退店した方向を追跡したところ、隣接するレストラン方向へ消えている
ことを確認したため、警察官が当該レストラン方面を捜索したところ先ほどの児童が再度車内放置
されていたため、警察官はホールへ戻り、両親に厳重説諭した。その後、父親は当該車両に戻り
走り去ったが、母親はその後も遊技を続けた。当該車両は他県ナンバーであった。

・７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。
（４０歳前後） 児童の意識ははっきりしており健康面に問題はないと認められた。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ところ間もなく保護者を発見。保護者は名乗らなかったが
素直に謝罪したため、事故の危険性を説明し、厳重注意の上、直ちに退店させた。

・８歳前後の女児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中でエアコンが掛かった施錠された乗用車後部座席に放置された
・５歳前後の女児　　…１名 （４０歳代前半） 児童二人を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送したものの保護者が現れないことから、遊技客

母親 一人一人に車両ナンバーを伝えながら声掛けを行い父親を発見した。父親は１１時頃に来店し、
（３０歳代前半） その後１６時前に母親が子連れで来店し父親と交代する予定であったが父親は車に戻らなかった

とのことであった。父親は名前を名乗らなかったのの、素直に謝罪したため、厳重に注意して
退店させた。警察には通報しなかった。

・３歳の女児　　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、立体駐車場２階のエンジン停止中で窓が閉じられた未施錠の乗用車内に
（３０歳） 放置された児童を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送したが１０分経過しても保護者が現れなかった

ため、警察に通報した。児童は大量に汗をかいていたのでジュースを与え事務所で保護した。その後、
遊技を終えた保護者が当該車両に戻ってきたので状況を説明していたところ警察官が到着した。
保護者は警察から事情聴取後に厳重説諭の上、20時過ぎに退店した。

・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た乗用車助手席に寝ている児童を発見。
（２０歳代） 直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに遊技客一人一人に声掛けを行ったところ、

間もなく保護者を発見。事故の危険性を説明し厳重に注意して直ちにお帰りいただいた。
後ほど防犯カメラにて確認したところ、１０分ほど前に入店していた。

・１歳の女児　　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠された軽乗用車後部座席のチャイルドシートに
（２０歳代） 放置された乳児を発見。乳児はスマートフォンの動画を見ていた。

以前にも同様の事案があり、保護者の顔を把握していたため、直ちにホール内にて保護者に
声を掛け、現場まで呼び出し、事故の危険性を説明し厳重に注意して退店させた。

・３歳の男児　　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中の車内後部座席に放置された児童を発見。直ちに車両ナンバーを
（３１歳前後） 控え店内へ連絡し店内放送及び声掛けを行ったところ、約１５分後に放送を聞いたと保護者が

現れたため、事故や犯罪被害の危険性を説明し厳重注意の上、お帰りいただいた。

・８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が掛かった乗用車車内に放置された児童を発見。
（４０歳前後） 児童に異常は認められなかった。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注意の上、お帰りいただいた。
保護者は朝から遊技をしており、14時頃、児童を迎えに一度退店の上、再来店していた。

・１３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全開の乗用車車内に放置された児童を発見。児童に異常は
・５歳の男児　　　　　…１名 （３５歳前後） 認められなかった。児童に保護者の携帯へ連絡させるも繋がらないため、防犯カメラの録画から

保護者を発見。声掛けを行おうとしたところ、従業員の存在に気付いた保護者は慌てて店外へ出た
ため、車両に戻った保護者に対し厳重注意をするも聞き耳を持たず、車を急発進させ退店した。その後
再来店した形跡は確認できなかった。なお、保護者について、録画では遊技の事実を確認できず、
理由は不明ながらトイレに長時間入っていることを確認したものであった。（滞在時間約40分）

静岡 8月13日（水） 10時00分 晴れ ３０℃ ２人

佐賀 8月7日（木） 20時30分 晴れ 不明 １人

組合名
発生日時 天候 被害児童

放置者 概　要

熊本 8月7日（木） 19時21分 雨 ２７℃ １人

愛知 7月29日（火） 16時00分 晴れ 不明 ２人

　平成２６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

静岡 7月18日（金） 13時05分 曇り ２８℃ １人

愛知 7月27日（日） 16時40分 晴れ ３４℃ １人

埼玉 8月10日（日） 13時25分 曇り ２８℃ １人

岐阜 8月11日（月） 15時00分 晴れ ３０℃ １人

三重 8月8日（金） 20時20分 雨 ２５℃ １人
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・８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が掛かった乗用車車内に放置された二人の児童を発見。
・５歳前後の男児　　…１名 （３０歳代） 声を掛けたところ「保護者はトイレに行っている。」旨の回答であったことから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、厳重注意の上、退店していただいた。なお、
防犯カメラの録画で確認するも、遊技への関与は無く、トイレの利用のみであった。（滞在時間約３分）

・７歳の女児　　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、店内で遊技を終えた保護者が車に戻ったのを認め、改めて確認したところ車内に
（３０歳前後） 児童を発見。事情を聞いたところ「児童を放置して遊技を続けていた。遊技に夢中になり

子どもを迎えに行く時間が過ぎたため約３０分前に休息を取って様子を見に来たが、その１０分後には
子どもを車内に残し再度遊技を継続した。」旨の弁明であった。保護者には厳重注意の上、直ちに
退店していただいた。なお、当該車両はエンジンが稼働しエアコンが掛かっていた。

・８歳の女児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、ワゴン車車内に放置された児童を発見。声を掛けたところ、保護者が遊技中である
（４０歳前後） 旨の回答であったことから、店内へ連絡し店内放送にて保護者を呼び出した。保護者に対し事故の

危険性等の説明をしたところ「何で車から出てきたんだ」「俺がパチンコしているのがバレてしまう
ではないか」等と児童を叱っていたが、足早に退店した。

・６歳前後の女児　 …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が掛かった車内後部座席に放置された児童を
（３０歳代） 発見。直ちに店内へ連絡し店内放送したものの保護者が現れないため警察に通報した。従業員は

車外から児童の様子を見守っていた。約１時間後、保護者を発見したことから、警察官から
厳重注意の後、退店していただいた。

・５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。
・３歳の男児　　　　　…１名 （３９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、間もなく現れた。保護者は

反省した様子を見せたことから、事故の危険性を説明し、厳重に注意して退店していただいた。
保護者がすぐに現れたことから、警察には通報しなかった。

・１２歳前後の男児　…１名 父親 駐車場巡回の際、乗用車車内に放置された児童二人を発見。声を掛けたところ「父親とともに母親を
・８歳前後の女児　　…１名 （３０歳代） 迎えに来た」旨の回答があった。健康状態に異常は認められなかった。

その後、店内放送の準備中に保護者が車に戻ってきたことから、保護者に厳重注意の上、
直ちに退店していただいた。（放置された時間は約６分間であった。）

・１歳前後の幼児　　…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た乗用車車内に放置された児童を発見。
（３０歳代） 直ちに店内へ連絡し店内放送したと同時に保護者が車両に戻ってきたことから事情聴取した。

保護者の入店目的は友人捜しであり店内滞在時間は２分程度（防犯カメラにて確認。）であった。
事故の危険性を説明し厳重注意の上、退店していただいた。

・５歳の男児　　　　　…１名 父親 清掃作業を終え駐車場巡回の際、エンジン稼働中でエアコンが掛かった無施錠の乗用車助手席に
（３０歳代） 腹這いになってうずくまっている児童を発見。児童には異常は見られず通常の会話ができる

状態であった。店内放送を複数回繰り返し約１５分後、保護者を発見し、児童を引き渡した。
保護者は知人に呼ばれて来店した旨の弁明であった。他県の死亡事故事例等を説明し厳重に
注意して退店していただいた。（保護者が車内放置し始めた時刻は１５時４０分頃と思われる。）

・７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が掛かっていたと思われる乗用車後部座席に
（３５歳前後） 放置された児童を発見。声を掛けたところ保護者は店内へ向かった旨の仕草を行ったので

直ちに店内へ連絡した。店内放送の約１０後、保護者が現れたことから、事故の危険性を説明し、
厳重に注意して退店していただいた。

・10歳の男児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中の乗用車後助手席に座っている児童を発見。声を掛けたところ
（３５歳前後） 自ら窓を開け、保護者の名前を言うなど、異常は認められなかった。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３分後に現れたことから、車内放置は厳禁であること、
敷地内に子供が立ち入ることをお断りしていることを説明し、直ちにお帰りいただいた。

・１２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た乗用車後部座席に放置された児童を発見。
・１２歳の男児　　　　　…１名 （３５歳前後） 児童の健康状態に異常は認められなかった。直ちに店内へ連絡し車両ナンバーを基に店内放送

（双子）　 及び遊技客へ声掛けを行ったが保護者は現れなかったため、児童に対し、所持していた携帯電話で
保護者を呼び出すよう指導した。その後、間もなく保護者が現れたことから、子ども事故未然防止
活動の趣旨と防犯指導について厳重説諭した上で退店させた。保護者は反省した様子であった。

埼玉 10月25日（日） 15時20分 晴れ ２０℃ ２人

東京 9月13日（土） 11時55分 晴れ ２５℃ １人

鹿児島 8月28日（木） 14時00分 晴れ ２７℃ １人

鹿児島 8月27日（水） 16時00分 晴れ ２９℃ １人
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静岡 8月16日（土） 11時00分 晴れ ３０℃ ２人

愛知 8月16日（土） 19時00分 曇り ２７℃ １人

青森 8月18日（月） 19時00分 曇り ２３℃ １人

愛媛 8月21日（木） 11時28分 晴れ ３３℃ １人

静岡 8月25日（月） 18時20分 雨 ２８℃ ２人

愛知 8月24日（日） 13時30分 曇り ２９℃ ２人

静岡 8月24日（日） 19時38分 曇り ２７℃ １人
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・11歳の女児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中の軽乗用車車内に放置された児童を発見。

（５０歳前後） 直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに防犯カメラで保護者の確認を実施した。約１０分後、
母親 当該車両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て退店させた。

（４０歳前後） 保護者は従業員の説明を聞き「分かった」と答え反省した様子であった。
・1１歳前後の女児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中の軽トラック（白色）助手席に放置された児童を発見。

（５０歳代） 声を掛けたところ「父親から近くで仕事に行ってくる。」と言われたとの回答であった。
父親の携帯電話に電話をしたところ、遊技中であったことが判明したことから、
注意、指導の上、直ちに退店させた。

・９歳の女児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、野外駐車場においてエンジン稼働中で施錠された乗用車助手席に放置された
（４０歳前後） 児童を発見。児童に異常は認められなかった。直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに

遊技客へ直接声掛けを行ったところ、間もなく保護者が当該車両に現れた。保護者に対し、
事故防止活動の趣旨及び犯罪被害に巻き込まれる恐れの防犯指導について厳重説諭
したうえ退店させた。保護者には反省の様子が認められた。（遊技時間は約１時間であった。）

・５歳の男児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で未施錠の乗用車車内に放置された児童三人を発見。
・４歳の男児　　　　　…１名 （３０歳前後） 児童に異常は認められなかったため、直ちに店内へ連絡し店舗責任者が防犯カメラで確認したところ
・３歳の女児　　　　　…１名 母親 遊技中（パチスロ）の両親（外国人）を発見。保護者に声を掛け、母親に当該車両へ戻るよう依頼し、

（３０歳前後） 戻ってきた母親に対し車内放置の危険性を説明し厳重注意した。その後、母親は車内に児童らと残り、
約１時間後、両親とともに退店した。（その間、従業員が定期的にチェックしていた。）

・７歳の女児　　　　　…１名 父親 当該店舗では従業員が平素から駐車場の他、周辺道路まで警戒しているところ 、店舗脇の道路に
・５歳の男児　　　　　…１名 （３０歳代） 路上駐車されていた窓が閉じられ施錠された乗用車車内に放置された児童を発見。児童らは

車内でテレビを見ており、呼び掛けにすぐに応じ、保護者は遊技中であるとの回答があった。
直ちに店内へ連絡し店内放送するも保護者は現れなかったため、防犯ビデオを確認し、約15分前に
入店した保護者を特定した。保護者は、当該店舗が18歳未満の立入りを禁止し、且つ従業員が巡回
しているなど車内放置への警戒が厳しいことを認識しており「敷地外なら大丈夫だと思った。」と
弁明した。保護者は児童の車内放置についての認識が低かったことから、熱中症や事故等の
危険性を説明し、理解させた上で退店させた。

神奈川 3月27日（金） 18時45分 晴れ １２℃ ２人

愛知 3月12日（木） 18時35分 晴れ 不明 ３人

埼玉 3月7日（土） 12時10分 晴れ １０℃ １人

岩手 2月7日（土） 17時00分 曇り
３℃
前後

１人

計　４１　名報告数　３１　件　（ １７ 方面遊協　）

愛知 12月14日（日） 15時35分 曇り ５℃ １人
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