
月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・３歳前後の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中の乗用車内後部座席チャイルドシートに放置された幼児を発見。

（30歳前後） 幼児に異常等は認められず、会話ができる状態であった。直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、
数分後に保護者が現れたため、事故の危険性を説明し、退店させた。

・３歳の女児　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、２階駐車場内においてエンジン停止中の施錠された乗用車内後部座席において
（７０歳の老婆　　　…１名） （３８歳） 寝ている幼児及び高齢の女性を発見。２人に異常は認められなかった。直ちに店内へ連絡し店内

放送並びに声かけを実施したところ、間もなく保護者が当該車両に戻ってきた。保護者からは反省の
言葉があった。その後、事故の危険性を説明し、厳重に注意の上、退店させた。

・１歳前後の乳児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン及びエアコンが稼働中で窓が少し開いた無施錠の乗用車内にて寝ている
（３０歳後半） 乳児を発見。防犯カメラ画像を確認したところ、当該車両は約30分前に来店していた。

直ちに店内へ連絡し、責任者が警察に通報するとともに、発見者は店内放送にて保護者を呼び出した。
警察官が到着してから間もなく保護者が現れたことから、警察官による身元確認と厳重注意がなされ
た後、遊技を中断させ、直ちに退店させた。

・４歳前後の幼児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン及びエアコンが稼働中で窓が閉じられた軽乗用車後部座席チャイルド
（３０歳前後） シートに放置された幼児を発見。直ちに店内へ連絡し役職者が現状を確認の上、防犯カメラにて

捜索したところ、スロットを遊技中の保護者を発見。声をかけ、事故の危険性を説明し、厳重注意
の上、退店させた。

・４歳前後の幼児　　…１名 男性 遊技客から、施錠され窓が開いている乗用車後部座席に放置された幼児がいるとの通報があった。
（４０歳代） 通報を受けた従業員が当該車両へ急行し、放置された幼児を確認。差し迫った危険は無い様子で

あった。また、店長が防犯カメラを確認したところ、放置者を特定できたことから、従業員が手分けを
して保護者を捜索した結果、スロットを遊技中の保護者を発見。声をかけ、事故の危険性を説明し、
直ちに退店させた

20℃ １人山梨 4月27日（水） 11時20分 曇り

4月10日（日） 11時10分 晴れ 20.7℃

全日本遊技事業協同組合連合会

　平成２８年度  子どもの事故未然防止事案報告

１人

発生日時

千葉

２人

組合名 概　要放置者
被害児童等天候

山梨 4月27日（水） 15時55分

埼玉 4月23日（土） 15時00分 晴れ 21℃

不明 不明 １人

兵庫 5月8日（日） 9時52分 晴れ 不明 １人

別添

1

直ちに退店させた。
・１０歳の男児　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、屋外駐車場にてエンジン稼働中の軽乗用車内に放置された児童を発見。声をかけた
・８歳の男児　　　　　…１名 （３６歳） ところ、保護者は店内へ友人を捜しに行ったとの回答があった。直ちに店内放送した結果、間もなく

保護者が当該車両に戻ってきたため、事故の危険性を説明し、厳重注意の上、直ちに退店させた。
（防犯カメラ画像を確認した結果、保護者は友人らしき者の隣で約４０分間パチスロ遊技を行っていた。）

・３歳前後の幼児　　…１名 祖母 店内で遊技客から「外で幼児が泣いている。」との通報があり、確認したところ、乗用車内で泣いている
（７０歳前後） 幼児を発見。直ちに店内へ連絡し、店内放送した結果、間もなく保護者が現れた。

保護者は「家に誰もいなかったので連れてきた。」と申し立てたことから、事故の危険性を説明し、
厳重に注意の上、直ちに退店させた。幼児に異常は認められなかった。

・１歳前後の乳児　　…１名 母親 遊技客から「駐車場の乗用車内に放置された乳児がいる。」との通報があった。従業員２名が現場へ
（２０歳代） 急行したところエンジン停止中の当該車両の窓越しからチャイルドシートに寝かされている乳児を発見

できた。直ちに従業員１名が店内へ戻り店内放送したが、保護者が現れなかった。そのため、車両
ナンバーに基づき警察へ通報することを検討し始めた矢先に保護者が当該車両に現れ、従業員の
問いかけをして車両に乗り込み、直ちに退店していった。

・１０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未施錠の乗用車内に放置された児童２名を発見。
・７歳の男児　　　　　…１名 （３０歳代） 児童らの健康状態に異常は認められなかった。直ちに保護者を捜索した結果、間もなく遊技中の

保護者を発見。保護者は外国籍であるため子どもの事故防止に関するルール等の理解に乏しい者
であったが、車内放置の事故事例、危険性等を説明し、厳重注意の上、直ちに退店させた。

・６歳の男児　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、車両内部にてテレビを見ている幼児を発見。幼児は元気な様子であった。
（３５歳前後） 声をかけ、保護者の名前を聞き出し、直ちに店内放送をしたところ、間もなく保護者が現れた。

事故の危険性を説明するも、保護者には反省した様子が見受けられなかったため、次回以降は
警察に通報することを伝え、直ちに退店させた。

・５歳の女児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、施錠されエアコン稼働中の車両後部座席にて遊んでいる幼児を発見。
（２６歳） 直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに、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ことから、事故の危険性を説明し、厳重に注意の上、退店させた。
13時30分 雨 25℃

13時25分 晴れ 28℃ ２人

6月12日（日） 18時00分

沖縄 6月5日（日） 15時15分 晴れ 33℃ ２人

千葉

晴れ 28℃ １人

曇り 20℃ １人

6月15日（水） 10時30分

静岡 6月22日（水）

高知

山口 7月8日（金）

福島 7月6日（水） 21時00分 雨 26℃ １人

１人
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・１２歳の女児　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、施錠されエアコン稼働中の車両内部に放置された児童を発見。ドアを開錠させ、

（４０歳） 声をかけたところ保護者とともに来店したとの回答であった。その場で児童に携帯電話から保護者に
連絡させ、当該車両まで戻るよう指示をしたところ、間もなく保護者が現れたため、事故の危険性を
説明し、厳重に注意の上、直ちに退店させた。

・５歳の男児　　　　　…１名 母親 従業員が遊技客から「車内に子どもが放置されている。」との通報を受け、当該車両へ急行したところ、
（３０歳代） 放置された幼児を発見。幼児に異常は認められなかった。直ちに店内放送にて保護者を呼び出した

結果、６分後、保護者が当該車両に現れたため、事故の危険性を説明し、厳重に注意の上、退店
させた。（放置時間は約３０分であった。）

・２歳の男児　　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、立体駐車場４階に停車中のエアコン稼働中の軽乗用車内助手席に寝かされている
（３０歳代） 幼児を発見。直ちに店内放送にて保護者を呼び出したところ、間もなく保護者が当該車両に現れた。

保護者は周囲に謝罪しながら立ち去ろうとしたため、制止し、事情を聞いたところ「トイレに行っていた。」
との弁明があったことから、事故の危険性を説明し厳重に注意して退店させた。後ほど防犯カメラ画像
を確認した結果、１４時頃から約２５分間、ぱちんこ台にて遊技をしていたことが確認された。

・２歳の女児　　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中の車内にて放置された幼児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送
（２０歳代） にて保護者を呼び出したところ、約９分後に保護者が当該車両に現れた。

保護者は「店にいる主人に連絡があった。」旨を申し立てたが、自らも遊技をする目的であった様子が
うかがえたことから、事故の危険性を説明し、厳重注意の上、退店させた。

・１歳前後の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、軽乗用車内の毛布が掛けられたチャイルドシートから出ている子どもの手を確認。
（３０歳前後） 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、まもなく保護者が現れた。保護者は

「毛布の下は品物である。」旨を申し立てたことから、ドアを開けてもらい確認した結果、乳児が寝かされ
ていたことが発覚したことから、二度とこのような行為を行わないよう、厳重に注意の上、退店させた。

・４歳前後の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、無施錠の乗用車内に放置された幼児を発見。
・４歳前後の女児 …１名 （40～50歳代） 直ちに店内へ連絡し店内放送にて保護者を呼び出した結果

静岡 9月24日（土） 20時37分 曇り 22℃ １人

静岡 9月7日（水） 9時30分 曇り 24℃ １人

概　要

　平成２８年度　子どもの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

16時30分 晴れ 31℃ １人香川 7月10日（日）

沖縄 9月22日（木） 14時20分 曇り 28℃ １人

高知 11月8日（火） 12時30分 雨 17℃ １人
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・４歳前後の女児　　　…１名 （40～50歳代） 直ちに店内へ連絡し店内放送にて保護者を呼び出した結果、
母親 約２０分後、遊技中であった保護者が当該車両に戻ってきた。

（40～50歳代） 事故の危険性を説明し、厳重に注意の上、退店させた。
・４歳の男児　　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、２階駐車場に停車中のワゴン車内で遊んでいる幼児を発見。声をかけたところ、
・２歳の男児　　　　　　…１名 （25歳） 元気な様子で、異常は認められなかった。直ちに店内放送にて保護者を呼び出したところ、

まもなく保護者が現れたため、事故の危険性を説明し、厳重に注意の上、退店させた。
保護者は反省した様子であった。

・５歳前後の男児　　　…１名 母親 遊技客から「駐車場に子どもが乗った車が停車されている。」との連絡があった。直ちに現場に
（30歳前後） 急行したところエンジン停止中で未施錠の乗用車後部座席に放置された幼児を発見。特に異常は

認められなかった。直ちに店内放送を行うとともに防犯カメラ画像にて保護者を捜索した結果、
間もなく特定できた。保護者（外国人風）に声かけを行った結果、約40分ほど前に来店し遊技をして
いたとの弁明があった。事故の危険性を説明し、厳重に注意の上、直ちに退店させた。

・１０歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、無施錠の乗用車内に放置された児童２名を発見。声をかけたところ「母親はトイレに
・５歳の女児　　　　…１名 （30～40歳代） 行っている。」とのことであったが、しばらくしても戻らないことから店内放送にて保護者を呼び出した。

間もなく当該車両に母親が戻ってきたため事故の危険性を説明し、厳重注意の上、退店させた。
（防犯カメラ画像を確認したところ、保護者は来店後約３０分間遊技をしていた。）

・生後数か月の乳児　…１名 父親 従業員が帰宅時に駐車場で子どもの泣き声を聞いたことから、泣き声のする車両を確認したところ
（35歳前後） ワゴン車（県外ナンバー）後部座席チャイルドシートに放置された乳児を発見。直ちに店長へ報告し、

母親 店内放送にて保護者を呼び出したが現れなかったため警察及び消防へ通報。その後、約40分後に
（38歳前後） 保護者が現れたことから車内から乳児を救出させた。乳児に異常は認められなかった。

保護者からは「遊技中に都度様子を確認していた。」との弁明があったが、警察が捜査している。
・２歳前後の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、立体駐車場１階に駐車されたエンジン停止中で施錠された軽乗用車助手席において

（29歳） 眠っている幼児を発見。幼児の様子を見守りつつ直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに防犯カメラ
画像にて保護者の特定を行った結果、約15分後に遊技中の保護者を特定。厳重注意の上、直ちに
退店させた。保護者は反省した様子であった。

千葉 2月5日（日） 18時45分 雨 8℃ １人

静岡 1月25日（水） 13時00分 晴れ 8℃ ２人

沖縄 12月14日（水） 21時30分 晴れ 23℃ ２人

静岡 11月28日（月） 18時30分 晴れ 13℃ ２人

愛知 12月21日（水） 16時45分 曇り 13℃ １人

沖縄 2月10日（金） 19時30分 晴れ 17℃ １人
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・１０歳前後の男児　　…１名 父親 駐車場巡の際、エンジン稼働中の軽乗用車後部座席でゲームをしている幼児を発見。

（50歳前後） 直ちに店内へ連絡し、防犯カメラ画像にて保護者を捜索したところ、間もなく遊技中の保護者を発見。
子連れでの駐車場入場禁止及び事故の危険性を説明したところ、保護者は非を認め、退店した。
（施錠の有無や氏名の確認は行っていない。）

・３歳前後の女児　　…１名 母親 駐車場巡の際、施錠された乗用車内チャイルドシートに黙って座っている幼児を発見。
（30歳前後） 幼児の様子を確認しつつ直ちに店内へ連絡し店内放送を行なった結果、遊技中の保護者を特定。

事情聴取をしたところ、保護者（非常連客）からは「約３０分間放置していた。」との弁明があった。
厳重注意をした結果、保護者は逃げるように退店していった。

・４歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、窓が10㎝程開いたワゴン車内に放置された３人の幼児(２人は睡眠中。)を発見。
・３歳の女児　　　…１名 （30歳） 声をかけたところ、保護者はトイレに行ったとのことであったが、しばらくしても戻ってこないことから
・２歳の女児　　　…１名 母親 店内放送にて保護者を呼び出しを行なっていたところ、保護者は隣接するゲームセンターから現れた。

（27歳） 事故の危険性を説明し、厳重注意の上、直ちに退店させた。（放置時間約３０分）
・５歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、立体駐車場４階においてエンジン稼働中で施錠された車両助手席に座っている

（40歳） 幼児を発見。直ちに副店長以下各自の役割に沿って幼児の状態や防犯カメラ画像の確認、店内放送
による保護者の呼び出しなどを行なった結果、約５分後に保護者が現れた。事情聴取後、事故の
危険性を説明し、厳重注意のうえ、直ちに退店させた。（保護者からは謝罪の言葉があった。）

静岡 ３人3月19日（日） 16時30分 曇り １５℃

青森 2月20日（月） 20時45分 曇り ０℃ １人

　平成２８年度　子どもの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　　３４　　名報告数　　２６　件　（ 　　１２ 　都府県方面組合　）

愛知 2月23日（木） 14時40分 曇り １３℃ １人

沖縄 3月25日（土） 21時45分 曇り １７℃ １人

33


