
1

月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・６歳の男児　　　…１名 父親 立体駐車場を巡回の際、エンジン停止中で窓が開いた未施錠の助手席に座っている男児を発見。

（４０歳） 車内の温度はそれほど高くなく男児の健康状態も問題無いように思われた。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を捜した結果、遊技中の父親を特定。二度と
放置しないよう厳重注意をしたところ、素直に謝罪したことから警察へは通報せず自主的に退店
させた。（来店から発見までは１時間あまりであった。）

・１０歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（ｽﾓｰｸﾌｨﾙﾑ有り）が開かれた車内に
・６歳の男児　　　　…１名 （２８歳） おいて寝ている男児らを発見。男児らは受け答えがしっかりしているなど特に異常は認められ

なかった。直ちに店内へ連絡し、保護者を捜索したところ、約10分後に母親を発見。事故の危険性
を説明し厳重注意の上、退店させた。

・５歳の女児　　　　…１名 父親 立体駐車場１階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓（ｽﾓｰｸﾌｨﾙﾑ有り）が閉じられた未施錠の
・０歳の男児　　　　…１名 （不明） 軽乗用車内助手席及び後部座席ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄに放置された児童らを発見。女児に声をかけ、保護者の

母親 名前を聞き出し、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母親が現れた。
（３０歳） その後、父親も現れたことから、両者に対し事故の危険性を説明し、厳重注意の上、直ちに退店いた

だいた。（保護者らは反省した様子であった。母親は事案発覚5分前に父親と遊技を交代するため
来店したとのことであった。）

・１５歳の男児　　　…１名 父親 立体駐車場２階南側を巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓が閉じられた車内後部座席にて人影
（不明） を確認したためライトを向けたところ寝ている男児を発見。目を覚ましたため窓越しに声をかけたところ

「父親から少し遊んでくるので待っているように言われた。」との回答があった。直ちに携帯電話で
父親を呼び出してもらうと同時に店内放送にて呼び出しを行ったところ、数分後に父親が当該車両へ
戻ってきたため厳重注意の上、二度と子どもを放置しないことを約束させ、退店いただいた。

・１５歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で未施錠の窓（スモークフィルム有り）が開いている車内助手席にて
（４０歳） 携帯ゲームをしている男児を発見。声をかけたところ母親が遊技中である旨の回答があったことから、

名前を聞き出した上で直ちに店内放送を行ったものの現れないため、男児とともに店内を捜索した結果、
間もなく母親を発見。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。

・１歳の男児　　　　…１名 父親 来店客から「車内に子どもがいる。」旨の通報があったことから直ちに現場へ急行したところ、
（３０歳代） エンジン停止中で施錠され窓が開いている車内後部席チャイルドシートに放置された男児を発見。

男児は意識がはっきりしていたが汗をかいている様子であり、直ちに店内へ連絡し保護者を呼び出した
ところ、約10分後に父親が戻ってきた。父親は敷地内のコンビニエンスストアへ行っていた模様であった
が、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 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が閉じられた乗用車内で
（３０歳） 寝ている男児を発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内へ戻り、責任者とともに再度現場へ

母親 向かったところ母親が戻っていた。母親に対し状況を確認の上、退店を促していると父親が戻って
（３０歳） きたが、特に謝罪の言葉も無いまま無言で車に乗り込み、退店していった。前後で防犯カメラ画像を

確認したところ、発見に至るまでの約１時間半、夫婦が交互で３０分おきに様子を確認していた。
・５歳の女児　　　　…１名 父親 立体駐車場２階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中の乗用車内にて女児を発見。特に異常は

（３０歳前後） 認められなかった。直ちに店内へ連絡し防犯カメラ画像を確認しながら保護者を捜索した結果、
約50分後に母親が当該車両へ戻ってきたたため、事故の危険性を説明、厳重注意の上、直ちに
帰宅させた。

・１歳前後の幼児　　…１名 父親 経営者が駐車場巡回の際、鳥のような鳴き声が聞こえることに気づき、付近を捜索した結果、エンジン
（20歳前後） 停止中で窓が少し開いた黒色ﾜﾝﾎﾞｯｸｽｶｰ（ｽﾓｰｸﾌｨﾙﾑあり）後部座席ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄで泣いている幼児を

母親 発見。その際、経営者の後ろを追いかけてきたと思われる若い女性（母親）が車の後方に回り、後部
（20歳前後） ドアを上に開き車両ﾅﾝﾊﾞｰを確認させないような行為に出るとともに「トイレに行っていた。」と弁明した。

実際には、この女性はホールの駐車場が見える場所で夫と思われる男性とともにパチスロをしている
ところを確認していたことから、両名に対し、今後の店舗への出入禁止を通告するとともに直ちに退店
するよう要求した。トラブルは発生しなかったものの、ﾅﾝﾊﾞｰを隠すなど極めて悪質であり、両名とも
反省した様子はまったく見受けられなかった。幼児に特段の異常は無かった。

　２０１８（平成30）年度　子どもの事故未然防止事案報告
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２４℃
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高知 5月5日（土） 14時20分 ２１℃

6

7

１名

静岡 5月21日（月） 14時28分 晴れ ２５℃ １名
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9 鹿児島 5月16日（水） 15時00分 １名晴れ ２９℃

別添 
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・１歳前後の幼児　　…１名 父親 前日発生した県内ホールでの放置事案を認識していたホール企業の本部社員が業務のため自店の

（20歳前後） ホールを訪問した際、当該事案を引き起こした若い夫婦の特徴によく似た２人連れが遊技をしている
母親 姿を確認。事案が発生したホールとは10数km離れた別地域ではあるものの、2人の特徴から気になり、

（20歳前後） 念のため駐車場に確認に向かったところ、前日の情報と同じ黒色ﾜﾝﾎﾞｯｸｽｶｰがエンジン停止中の
状態で駐車されていた。車内にはﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄに座った幼児が放置されており、泣くことなく、窓の開閉を
していた。車内を確認していたところ、母親らしき人物が慌てて駆けつけ、その後、すぐに父親らしき人物
も駆けつけてきた。店舗従業員とともに母親には直ちに退店させ、父親には遊技を中止の上、今後の
同ホールへの立入禁止を通告した。この間、両名ともまったく反省している様子は無く、父親は「嫁を
家に帰すからまだ遊技させて欲しい。」と言う状況であった。車両ﾅﾝﾊﾞｰを控え、組合へ報告した。
（組合では、傘下組合員へ周知するとともに県警担当部署へ通報し、対応を要請した。）

・生後数か月の乳児…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓が5cmほど開けられた車内後部座席にて乳児を発見。
（25歳前後） 発見当初、乳児は泣いていたが直ぐに寝付いたため、発見者は当該車両の傍らに留まりつつ直ちに

母親 店内へ連絡の上、店内放送及び声かけにて保護者を捜索した結果、5分ほどで母親を発見。
（25歳前後） 乳児の様子を確認させていたところ、間もなく父親も発見することができたことから、厳重注意し、

今後車内放置を行わないよう約束させた上で退店させた。
・生後数か月の乳児…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓（ｽﾓｰｸﾌｨﾙﾑ有り）が閉じられ未施錠の車内チャイルド

（２２歳） シートに寝かされていた乳児を発見。直ちに店内へ連絡し保護者の捜索を始めるとともに
車両ナンバーを控えて警察へ通報。その後、店内にて保護者を発見したため、退店をお願いした
ところ、不機嫌な様子で退店していった。

・６歳の男児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で未施錠の窓が開かれた車内で遊んでいる男児を発見。
（３５歳） 男児に特段の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捜索したところ、

間もなく発見できたことから、厳重注意の上、退店させた。
・１歳前後の男児　　…１名 母親 来店客から車内に放置された児童がいる旨通報があった。直ちに当該車両へ急行したところエンジン

（２５歳前後） 停止中で施錠され窓が閉じられた車内チャイルドシートにて遊んでいる男児を発見。特に異常は
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、間もなく母親が現れたため
厳重注意の上、退店させた。（放置時間は約40分。少し申し訳なさそうな表情であったが反省の弁は
無し。今後再来店の可能性も大きいことから更なる巡回強化に努めることとする。）

・１４歳の男児　　　　…１名 母親 屋外駐車場を巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が閉じられた車内後部
（45歳前後） 座席にて寝ている男児を発見。男児は汗を大量にかいていた。声をかけたところ保護者は遊技中との

ことであったため直ちに店内へ連絡し保護者を呼び出した結果、約10分後、当該車両へ母親が現れた。
母親からは、男児は現在不登校のため連れてきたとの弁明があり、立体駐車場に移動するので引き
続き遊技をさせて欲しいとの依頼があったものの、お断りし、直ちに退店させた。

・５歳の男児　　　　…１名 父親 従業員が清掃中にエンジン（エアコン）稼働中で未施錠で窓が開かれた車内チャイルドシートに放置
・３歳の女児　　　　…１名 （３５歳前後） された児童らを発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内へ連絡し、店舗責任者が店内放送

にて保護者を呼び出したところ間もなく当該車両に父親が現れた。父親からは遊技中の知人に渡す
物があり来店し、短時間であれば大丈夫だと思ったと弁明があったが、謝罪と感謝の言葉があった。
事故の危険性を説明し、厳重注意の上、退店させた。（放置時間は約15分であった。）

・４歳前後の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（ｽﾓｰｸﾌｨﾙﾑ有り）が少し開かれた車内にて
（３０歳） 母親と一緒にいる男児を発見。男児に異常は認められなかった。父親は遊技中とのことであったため

母親に呼び出しを依頼した結果、間もなく父親が現われたため、退店を依頼。父親は当初、母親が
いるので退店する必要が無いとの認識であったが、保護者と一緒であっても子連れでの来店は強く
お断りしている旨を伝え、そのまま退店いただいた。

・生後数か月の乳児…１名 父親 遊技客から「車内後部座席に子どもが居るかもしれない。声がする。猫かもしれない。スモークフィルム
（３０歳前後） があるためよくわからなかった。」との通報があったことから直ちに現場へ急行し、ライトを照らして

母親 確認した結果、エンジン停止中で施錠され窓が閉じられた車内で泣いている乳児を発見。直ちに店内へ
（２０歳前後） 連絡し、防犯カメラ画像から保護者を確認のうえ、声かけを行った。その後発見された両親に対し

口頭にて厳重注意したものの、特に悪びれる様子もなく「そうですか。わかりました。」と言って退店した。
（父親は作業員風。母親はたどたどしい日本語を話していたことから東南アジア系と思われる。）

　２０１８（平成30）年度　子どもの事故未然防止事案報告

１名17 旭川 7月１日（日） 14時55分 雨 ２４℃

18 愛媛 7月3日（火） 20時00分 曇り ２７℃

１名

１名

１名

１名

13 山口 6月3日（日） 13時00分 晴れ ２９℃

１名茨城 5月30日（水）

発生日時 天候 被害児童等

15時00分 曇り ２３℃

釧路

放置者 概　要

5月17日（木） 15時00分 晴れ ２８℃ １名

5月27日（日） 16時30分 晴れ １２℃

No.
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全日本遊技事業協同組合連合会

組合名

鹿児島

14 福島 6月23日（土） 16時24分 雨 １９℃

晴れ ３０℃

１名

15 福岡 6月25日（月） 12時30分 晴れ 不明

２名16 和歌山 6月27日（水） 16時40分
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・１歳前後の女児　　…１名 父親 来店客から車内に放置された子どもが居るとの通報があったことから捜索した結果、エンジン（エアコン）
・生後数ヶ月の女児 …１名 （不明） 稼働中で未施錠の窓が閉じられた乗用車内にて母親及び遊んでいる女児らを発見。母親に声をかけた

母親 ところ、父親と来店したとのことであった。店内へ連絡し父親を呼び出そうとしていたところ、父親が当該
（２０歳前後） 車両に現れた。父親は賞品交換目的で来店しており、母親がいて短時間であれば問題無いとの認識

であったため、子連れでの来店そのものをお断りしている旨を伝え、退店いただいた。
・３歳前後の男児　　…１名 男性 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が閉じられた

（６０歳前後） 車内で遊んでいる男児を発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内へ連絡し保護者を呼び
出したところ男性が現れた。男性に対し事故の危険性を説明し、退店を促した。男性には反省の
様子が見られなかった。今後、再来店の可能性があるので更なる巡回に努めることとした。
（放置時間は数分間であった。）

・18歳前後の男児　…１名 友人 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が閉じられた
（30歳前後） 車内で寝ている男児を発見。声をかけ年齢を確認すると18歳である旨を申し立てたが、

身分証明書などの提示が無いため正確な判断ができず、容姿から年少者であると判断。店内にて
同伴者を呼び出したところ間もなく当該車両に現れた。事故の危険性を説明し厳重注意の上、
退店いただいた。（発見から退店までは約10分。）

・10歳の男児　　　　…１名 父親 屋根付き立体駐車場を巡回の際、エンジン停止中で未施錠の窓が開いている車内にて遊んでいる
（４５歳） 男児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ、父親と来店したとのことであったため、

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間もなく当該車両に現れた。保護者は
遊技中の妻を迎えに来たとのことであり、10分程度の放置ではあったが事故の危険性を説明した
ところ反省した様子であった。直ちに退店いただいた。

・４歳の男児　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中の車内にて遊んでいる男児を発見。男児は元気な
（不明） 様子であった。直ちに店内へ連絡し店内放送にて保護者を呼び出したものの、10分程度経過後も

現れないことから警察へ通報。その後、約40分程度経過してから保護者が判明したことから
警察官から厳重注意をしていただき、直ちに退店いだだいた。

・６歳の女児　　　　…１名 父親 平面駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内助手席で遊んで
（４５歳） いる女児を発見、特に異常は認められなかった。声をかけたところ、隣接するオートバイ店に

行っているとの回答があったことから当該店へ向かい間もなく父親を発見。事故の危険性と
車両の移動（退店勧告）を行い、直ちに退店いただいた。

・13歳の女児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム無し）が閉じられた
（40歳） 車内助手席で携帯電話を操作していた女児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけた

ところ母親と来店した旨を申し立てたため、18歳未満は入場禁止であることを伝え母親に連絡を
取ってもらった。約10分後、母親が当該車両に現れたことから事故の危険性を伝え退店いただいた。
（母親は東南アジア系出身と思われる。）

・３歳の男児　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓（スモークフィルム有り）が閉じられた
・２歳の女児　　　　…１名 （３５歳） 車内チャイルドシートにて寝ている児童らを発見。窓を叩いても反応が無かったため未施錠のドアを

開け様子を確認したところ特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
間もなく父親が当該車両に現れたため事故の危険性を説明し直ちに退店するよう促した。
保護者は遊技する前であった。（来場から保護者発見までの時間は約15分であった。）

・５歳の男児　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が閉じられた車内
（３２歳） にて遊んでいる男児とその祖母を発見。声をかけたところ男児の母親が遊技中であるとのことで

あったため、母親に電話するよう依頼したものの繋がらなかった。そのため、発見者は当該車両傍ら
にて待機しつつ祖母が母親を呼びに店内へ向かい、その後、間もなく両人とも当該車両へ戻ってきた。
祖母及び母親に対し、付き添いをしていたとしても車内放置は危険である旨を説明し、退店いただいた。

・６歳の男児　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、立体駐車場３階にてエンジン停止中で施錠され窓が開かれた車内でスマートフォン
（５０歳） で遊んでいる男児を発見。男児に異常は認められなかったものの汗を大量にかいていたため水分

母親 補給を行うとともに、店内へ連絡し店内放送を行ったところ、間もなく両親が当該車両に現れた。
（４５歳） 事故の危険性を説明し厳重注意の上、退店させた。

　２０１８（平成30）年度　子どもの事故未然防止事案報告

１名24 福岡 7月16日（月）

１名

27 茨城 7月17日（火） 18時20分 晴れ ３０℃ １名

28 静岡 ７月18日（水） 19時25分 晴れ ２７℃

福島 7月16日（月） 16時30分 晴れ ２７℃ １名

３１℃ １名

14時20分 晴れ ３５℃

３４℃

25

7月15日（日） 15時55分 晴れ ３４℃ １名

22

茨城

山梨 7月15日（日） 晴れ

１名

23 神奈川 7月16日（月） 12時30分 晴れ １名

21

18時05分

20 福島 7月15日（日） 15時46分 晴れ

晴れ東京 7月10日（火）

３４℃

全日本遊技事業協同組合連合会

No. 組合名
発生日時 天候 被害児童等

19

放置者

15時58分 ３１℃

概　要

２名

２名26 埼玉 7月17日（火） 17時00分 晴れ ３７℃
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・７歳前後の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が開かれた
・５歳前後の男児　　…１名 （３０歳） 車内にて運転席の男性及び遊んでいる男児2人を発見。男児らには特に異常は認められなかった。

男性に声をかけたところ、連れを迎えに来たとのことであったが、１８歳未満立入禁止について説明の
うえ、退店を促した。（数分後、退店いただくまで確認した。）

・４歳前後の女児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓（スモークフィルム有り）が閉じられた車内
・４歳前後の女児　　…１名 （30歳前後） 助手席にて座っている女児を発見。車内を覗き込むと女性２名と更にもう一人の女児を発見。

祖母 声をかけたところ「人を待っている」との回答があったため、子連れでの駐車場入場をお断りしている
（60歳前後） 旨を伝え、速やかに移動するよう依頼したところ、ご理解いただき、直ちに退店いただいた。

・10歳前後の男児　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内にてぐったりした様子で
（４５歳） 寝ている男児を発見。声をかけたところ自身は体調が悪いため休んでおり、両親と他の兄弟は

母親 サーカス見学に向かったものと判明したことから男児を保護し店舗併設スペースにて水分補給を実施。
（４０歳） 約30分後、家族が戻ってきたため状況を説明。両親とも反省し、謝罪と感謝の弁を述べて退店した。

・７歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓（スモークフィルム有り）が閉じられた車内
（45歳） 後部座席でゲームをしている男児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ、母親が

遊技中であるとの回答があったことから、直ちに店内へ連絡し店内放送にて呼び出したところ、
間もなく母親が現れた。母親は笑いながら当該車両へ戻ってくるなど反省の色が見えなかったこと
から、厳重注意の上、直ちに退店いただいた。

・10歳前後の男児　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓（スモークフィルム無し）が閉じられた車内
（60歳） にて母親及び遊んでいる男児を発見。声をかけたところ、遊技をしている父親を迎えに来たとの
母親 ことであったため、父親に連絡を取るよう依頼するとともに店舗責任者が遊技客へ声かけを実施。

（40歳） 数分後、父親が当該車両に現れたため、事故の危険性とホールの取組について説明したところ
ご理解いただき、直ちに退店された。

・16歳の女児　　　　…１名 母親 立体駐車場１階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム無し）が閉じ
（35歳） られた車内にて遊んでいる女児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ遊技中の

母親を待っているとの回答があったことから直ちに店内へ連絡し店内放送及び声かけにて保護者を
捜索したところ約20分後に母親が当該車両に現れた。事故の危険性と自社の取組について説明し
直ちに退店いただいた。

・９歳前後の女児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠された車内で遊んでいる女児らを発見。
・６歳前後の女児　　…１名 （40歳） 特に異常は認められず、声をかけたところ、両親が遊技中であるとの回答があったことから

母親 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母親が当該車両に
（40歳） 現れた。事故の危険性を説明し直ちに退店いただいた。

・４歳前後の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム無し）が閉じられた
・３歳前後の女児　　…１名 （30歳） 車内後部座席にて児童らを発見。助手席にいた母親に声をかけたところ、旦那を待っているとの

母親 回答があった。子連れでの駐車場入場をお断りしている旨を伝え、速やかに移動するよう
（30歳） 依頼したところ、直ちに旦那に連絡をとっていただいた。間もなく現れた旦那に対し改めて

自社の取組等について説明したところ、ご理解いただき、直ちに退店いただいた。
・10歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が閉じられた車内

（45歳） において遊んでいる男児を発見。特に異常は認められず、声をかけたところ母親を迎えに父親と来店
母親 したとの回答があった。父親に連絡を取るよう依頼し、電話をしてもらっている最中に両親が当該

（43歳） 車両へ戻ってきたため短時間であっても車内放置が危険である旨を説明し、直ちに退店いただいた。
（発見から退店までは約10分であった。）

　２０１８（平成30）年度　子どもの事故未然防止事案報告

２名

岡山

２８℃

３２℃ ２名

17時10分

１名

１名

18時00分 晴れ

36 岡山 7月29日（日）

37 茨城 7月29日（日）

32 青森 7月26日（木） 11時15分

曇り

東京 7月26日（木）

33 7月26日（木）

29 熊本 7月21日（土） 14時40分 曇り ３０℃

全日本遊技事業協同組合連合会

No. 組合名
発生日時

概　要

１名

35 静岡 7月29日（日） 12時15分 晴れ

晴れ

34

群馬

３０℃

天候 被害児童等
放置者

7月21日（土） 晴れ ３６℃ ２名

２名

30

17時00分

１名

31 山口 7月25日（水） 14時00分 晴れ

12時20分 ３１℃

２７℃

12時25分 ２８℃

曇り

晴れ

１名３５℃
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・９歳の男児　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓が閉じられた車内に座っている男児を発見。

（50代半ば） 声をかけたところ父親と来店した旨の回答があったことから店内放送にて父親を呼び出すとともに
男児とともに父親を捜索したものの発見できなかった。改めて男児に話を聞いたところ、近隣ホテルに
叔母が宿泊していることが判明したことから叔母に電話してもらうとともに事情を説明し、来店していた
だいた。今度は叔母とともに改めて店内を捜索したもののやはり父親は見つからないため、一旦、男児を
叔母に引き取ってもらい、車両の鍵については父親への注意喚起のため叔母の了承の下、店舗預かり
とした。約２時間後、父親が店舗カウンターに現れたため事情を聴いたところ、店舗向かいの飲食店にて
友人と会っていたが男児は寝ていたため放置していた。友人と会った後は飲食店内で寝てしまい、
このような事態になった、との弁明があった。事故の危険性と今回の店舗の対応について説明した
ところ恐縮し、お礼を述べた上で退店した。

・１０歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられた軽乗用車内後部座席で寝ている男児
（50代前半） を発見。直ちに店内へ連絡するとともに窓ガラス越しに男児を起こし、体調等に異常は無いことを確認。

母親 男児は父母と共に来店した旨を申し立てたことから店舗内食堂にて保護するとともに警察へ通報。
（50代前半） その後、防犯カメラ等を利用して遊技中の父母を発見し確保のうえ、駆けつけた警察官へ身柄を引き

渡した。父母からはエアコンを稼働させ飲み物も置いていたので大丈夫と思った、との弁明があった。
・２歳の女児　　　　…１名 父親 立体駐車場１階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓が閉じられた車内チャイルド

（３５歳） シートに寝ている女児を発見。車内には母親も同乗していたため声をかけたところ、父親を迎えに
母親 きたとのことであった。引き続き事情を聴いていたところ、父親が現れたため、改めて事情を伺った。

（３３歳） 最後は、事故の危険性と自店の取組を説明し、ご納得いただいた上、直ちに退店いただいた。
・１０歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内後部座席にて女児らを
・５歳の女児　　　　…１名 （４０歳） 発見。声をかけたところ「父親は店内に入っていった。」と申し述べたことから直ちに店内放送を行う

とともに防犯カメラ画像にて父親を捜索したところ、間もなく発見。父親からは「店内にいた親族に話を
するため一時的に車を離れた。」と説明があった。子連れでの来店をお断りしている旨を伝えたところ
男性は素直に従い、トラブル無く退店していった。

・１０歳の女児　　　…１名 父親 立体駐車場１階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内にて遊んでいた
（４０歳） 女児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけ、話をしていたところ、父親が現れたため事情を

聴いたところ母親を迎えにきたとのことであった。短時間でも車内放置は危険である旨を説明していた
ところ、今度は母親が現れたため再度危険性について説明。直ちに退店いただいた。

・８歳前後の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で未施錠の窓が開かれた車内にて遊んでいる男児とチャイルド
・５歳前後の男児　　…１名 （３５歳） シートで寝ている男児を発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内へ連絡するとともに

母親 助手席にいる母親に声をかけたところ父親とともに賞品交換のため来店し、父親は店内にいるとの
（３５歳） 回答があった。その間に父親が当該車両に現れたことから事故の危険性と自店の取組について説明。

ご理解いただき、その後、間もなく退店するまで現場で確認した。
・３歳の女児　　　　…１名 祖母 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が少し開かれた車内にて

（65歳） 遊んでいる女児を発見。直ちに店内へ連絡するとともに同乗している祖母に声をかけたところ母親を
母親 待っており、間もなく戻ってくる旨の回答があった。しかし暫く待っても母親は現れないことから同店

（40歳） マネージャーが同車両傍らにて待機するとともに発見者が祖母とともに店内へ母親を捜索しに行き、
間もなく発見。自店の取組について祖母と母親に説明し、両者は納得した上で礼を述べ退店した。

・６歳の男児　　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内にて児童らを発見。
・３歳の女児　　　　…１名 （３０歳） 声をかけたところ母親はトイレに行っているとの回答があったため車両傍らにて数分間待機したが

母親は現れなかった。そのため店内放送するとともに児童に携帯電話にて母親を呼び出させた
ところ間もなく母親が当該車両に現れた。厳しく注意したところ母親は何が悪いのかという態度で
謝罪どころか詳細を語らず直ちに退店していっった。（後に約１時間遊技していたことが判明。）

・17歳の女児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が閉じられた車内
（40歳） にて寝ている女児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ母親がホール内にいるとの

回答があったため直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに女児に対し母親を電話で呼び出すよう
依頼。数分後、母親が当該車両へ現れたため事故の危険性と18歳未満のホール営業所内立入禁止
について説明し、厳重注意をしたところ深く反省した様子で直ちに退店した。

　２０１８（平成30）年度　子どもの事故未然防止事案報告

8月6日（月） 13時40分 晴れ ３３℃ １名46 福岡

２名

44 長野 8月4日（土） 20時40分 曇り １名

43 秋田 8月3日（金） 16時30分 晴れ ２９℃

１名

１名

No.

42 大分 8月2日（木） 14時15分

２名45 愛知 8月5日（日） 20時30分 晴れ ３０℃

晴れ ３４℃

40 群馬 7月31日（火） 17時55分 曇り

晴れ38 沖縄

全日本遊技事業協同組合連合会

放置者

３０℃

組合名
発生日時

概　要
被害児童等

１名7月30日（月） 20時20分

天候

２６℃

３０℃

7月31日（火） 14時40分 晴れ ３５℃ １名

41 兵庫 8月1日（水） 16時50分 晴れ ３３℃ ２名

39 兵庫
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・１０歳の男児　　　…１名 男性 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓（スモークフィルム有り）が閉じられた車内

（50歳） 後部座席でゲームをしている男児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ母親と
母親 男性が遊技をしているとの回答があった。直ちに店内放送したところ間もなく母親が当該車両に

（40歳） 現れた。事故の危険性や年少者の立入禁止について説明し、直ちに退店いただいた。
（連れの男性は、その後、約１時間遊技の後、退店した。）

・14歳の男児　　　…１名 祖父 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内助手席で遊んでいる
（６０歳） 男児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ祖父が遊技中である旨の回答が

あったことから、携帯電話にて車両に戻るよう連絡を依頼した。
その後、間もなく祖父が当該車両に戻ってきたため車内放置の危険性と自店の取組について
説明したところ、ご理解いただき、直ちに退店いただいた。

・10歳の男児　　　…１名 父親 立体駐車場巡回の際、屋根のある場所において停車中のエンジン（エアコン）稼働中で未施錠の
（50歳） 窓が閉じられた車内にて遊んでいる男児を発見。特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防犯カメラ画像を確認したところ保護者が入店していることが判明。引き続き店内
捜索を行おうとしていた矢先に保護者が当該車両に現れたため事情を聴いたところ、遊技中の妻を
迎えにきた旨の回答があった。しかし、再度防犯カメラ画像を確認した結果、父親は妻と接触後、遊技を
始めていたことが判明。事故の危険性等を説明し、厳重注意の上、直ちに退店いただいた。

・15歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓が閉じられた車内助手席で座っている
（４５歳前後） 男児を発見。特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ともに

手分けをして保護者を捜索した結果、約20分後に保護者を発見。保護者は「トイレに行っていた。」
と抗弁していたが、車内放置の危険性及び年少者の立入禁止措置について説明するとともに
厳重注意の上、直ちに退店いただいた。

・15歳の男児　　　･･･１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内助手席で本を読んでいる
（４５歳） 男児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ父親を待っているとの回答があった。

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を確認していたところ、間もなく遊技中であった
父親が当該車両に現れた。事故の危険性等を説明したところ納得いただいた様子であり、間もなく
退店いただいた。（発見から退店までは約15分。）

・10歳の男児　　　…１名 知人男性 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓が少し開いていた車内にて男児を発見。
（３８歳） 声をかけたところ特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にて保護者を呼び

出したところ、間もなく知人男性が当該車両に現れたため、18歳未満の立入禁止と車内放置の
お断りを伝え、直ちに退店いただいた。知人男性は外国人であったが日本語を話すことができ、
謝罪を述べ、反省している様子であった。

・５歳の男児　　　　…１名 祖父 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内にて遊んでいる男児を
（６０歳） 発見。特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手分けをして保護者を

祖母 捜索していたところ、間もなく当該車両に祖父母が現れた。わずかな時間であれば大丈夫との認識で
（６０歳） あったことから、事故の危険性等を説明し、ご理解いただいた様子で、謝罪の言葉があった。直ちに

退店いただいた。
・８歳の男児　　　　…１名 祖父 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が少し開いていた車内にて遊んでいる

（７０歳） 男児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ、祖父母が同一敷地内のボーリング場に
祖母 いるとのことであったため、直ちに捜索したところ間もなく発見。遊技中であったわけではないが

（６８歳） 自社の取組について説明し、ご理解いただいた上で男児をボーリング場へ連れて行っていただいた。
祖父母は謝罪を述べ、反省した様子であった。

・10歳の女児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、後部座席にてタブレットのゲームをしている女児を発見。特に異常は認められ
（４０歳） なかった。直ちに店内へ連絡し、保護者を捜索したところ、間もなく保護者を特定できたことから

直ちに退店いただいた。

　２０１８（平成30）年度　子どもの事故未然防止事案報告

55 東京 8月24日（金） 10時05分 曇り 不明 １名

50 埼玉 8月13日（月） 11時05分 晴れ 32℃ １名

8月12日（日） 15時46分 晴れ 31℃ １名

8月15日（水） 13時07分 雨

１名

15時55分 曇り ２６℃ １名

３３℃ １名

２４℃

8月17日（金）

48 岡山 8月10日（金） 19時25分 晴れ 28℃

51 愛媛

放置者 概　要

１名

49 山梨

53 茨城 8月18日（土） 16時30分 晴れ

全日本遊技事業協同組合連合会

No. 組合名
発生日時 天候 被害児童等

47 富山 8月7日（火） 20時47分 晴れ ２７℃ １名

晴れ ２５℃10時30分

52 福島

54 福島 8月19日（日） １名
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・６歳前後の男児　　…１名 父親 立体駐車場２階を巡回の際、エンジン（エアコン）停止中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が
・４歳の女児　　　　　…１名 （３５歳） 20cmほど開いた車内助手席及び後部座席にて放置された児童らを発見。助手席にいる男児に声を
・３歳の女児　　　　　…１名 かけたところ父親は隣接する喫茶店でコーヒーを飲んだら帰ると言っていたが30分経っても戻って

こない旨の回答があった。また後部座席の３歳の女児が額に汗をかきぐったりした様子であった。
直ちに店内へ連絡し店内放送及び当該喫茶店への連絡などにより父親を捜索するとともに
喉が渇いたと訴える女児らにペットボトルの水等を与えていたところ、約15分後に父親が現れた。
父親は悪びれた様子も無く、約1時間の遊技を認めたため、厳重注意の上、退店させた。

・10歳の女児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓が閉じられたワゴン車内にてテレビを
（４０歳） 観ている母親と女児を発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内へ連絡するとともに母親に

声をかけたところ、遊技中の旦那を待っているとの回答があった。事故の危険性等を説明したところ、
店舗に対する謝罪と反省の弁を申し立て、直ちに退店した。（来店してから退店までは約５分。旦那が
遊技をしていたか否かは不明。）

・０歳～５歳の児童　…４名 父親 従業員が駐車場を清掃中、エンジン停止中で施錠され窓が開いている車両を発見。様子を確認して
（３５歳） みると父親と遊んでいる児童４名が乗車していた。声をかけたところ、遊技中の母親を迎えに

きたとのことであった。父親に対し、子連れでの来店禁止に係る自店の取組について説明し、一旦
退店の上、父親のみの出迎えを要請したところ、父親は要請に応じ、退店していった。

・１～２歳の乳児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内にて父親と遊んでいる
（４０歳） 乳児を発見。声をかけたところ、遊技中の母親を迎えに来た、あと５分ほどで戻ってくる、とのことで

あった。その間、子連れでの来店禁止に係る自店の取組について説明し、間もなく現れた母親とともに
退店していただいた。

・１５歳の女児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓（スモークフィルム有り）が少し開いた未施錠の
（不明） 車内にて遊んでいる女児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけ、保護者に連絡を取るよう

依頼したところ、約５分後に母親が現れた。未成年の営業所立入りを禁止していること、自社の車内
放置防止に関する取組内容及び外気温が高くなくても熱中症になる得ることについて説明したところ、
ご納得いただいた様子であり、その後、退店していった。

・６歳の男児　　　　…１名 父親 立体駐車場２階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓が閉じられた車内にて
（40歳代） 遊んでいる男児を発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ、父親と来店したことが

判明。直ちに防犯カメラ等にて店内を捜索したところ、間もなくスロットを遊技中の父親を発見。
事故の危険性等を説明し、直ちに退店いただいた。

・１１歳の女児　　　…１名 父親 平面駐車場巡回の際、エンジン稼働中（エアコン無し）で施錠され窓が閉じられた車内にて女児を発見。
（３５歳） 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を捜索したところ、20円スロット

を遊技している父親を発見。しかし、呼び出しに応じる気配が無く、また駐車された場所が防犯カメラ
での監視が困難な場所であったことから警察に通報。約５分後、父親が当該車両に戻ったことから
事故の危険性等を説明していたところ、警察官が到着したため、引き継いだ。

・１２歳前後の女児　…１名 祖母 屋外駐車場を巡回の際、エンジン停止中で未施錠の窓が開かれた車内にて遊んでいる女児を発見。
（７０歳代） 特に異常は認められなかった。声をかけ、保護者の名前を聞き出し、店内放送するとともに車両

母親 ナンバーを記載したプレートを掲示した従業員が声かけを行ったところ、祖母が呼び出しに応じ、
（４０歳代） その後、間もなく母親を発見。両名は常連客であり、30分前に来店し遊技していたもので、「女児が

隣接する本屋に行っている間に遊技をしていた。お互いに車に戻る時間は申し合わせていた。」と
抗弁しながらも注意には素直に応じ、反省の態度を示し、そのまま退店した。

・９歳の男児　　　…１名 父親 立体駐車場２階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓が閉じられた車内にて遊んで
（不明） いる男児を発見。特に異常は認められなかった。車両ナンバーを基に保護者を捜索したところ

間もなく発見。事故の危険性等を説明したところ不満そうに無言で退店していった。

　２０１８（平成30）年度　子どもの事故未然防止事案報告

62 山梨 10月4日（木） 20時10分 曇り

放置者 概　要

57

全日本遊技事業協同組合連合会

8月28日（火） 20時30分 曇り ２５℃

No. 組合名
発生日時 天候 被害児童等

56 愛知 8月26日（日） 15時20分 ３名晴れ ３４℃

１名

58 鹿児島 9月9日（日） 13時40分

２８℃

曇り ３０℃ ４名

１名

鳥取 １名

17℃

9月20日（木） 13時35分 曇り ２２℃

59 福岡 9月15日（月） 12時56分 曇り

１名

61 長崎 9月21日（金） 21時03分 晴れ ２６℃ １名

60 群馬

18℃ １名

63 長崎 10月13日（土） 13時00分 晴れ ２２℃ １名

64 茨城 10月13日（土） 13時16分 曇り
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・５歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中（エアコンは停止中）で施錠され窓が閉じられた車内後部座席にて

（４０歳） 遊んでいる男児を発見、特に異常は認められなかった。声をかけたところ、母親が父親へ荷物を届けて
いるとの回答があったことから店内放送の準備をしはじめている間に母親が当該車両に戻ってきた。
事故の危険性と自店の取組について説明すると、納得した様子であり、そのまま退店していった。

・１歳前後の男児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の車内チャイルドシートにて遊んでいた
（30代前半） 男児を発見。特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防犯カメラ画像

にて保護者を捜索したところ、間もなく母親が当該車両に戻ってきた。母親は「トイレを借りていただけ。
すみませんでした。」と謝罪。ホール管理者から子連れでの入店お断りとトイレを借りるだけであれば
スタッフに声がけをするように伝え、直ちに退店いただいた。（実際には20分ほどパチンコをしていた。）

・４歳の児童　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が少し開かれた未施錠の車内にて寝ている児童を発見。特に
（３８歳） 異常は認められなかった。直ちに保護者を捜索したところ、約15分後に母親を発見。共に当該車両へ

母親 戻り、18歳未満の立入り禁止と自店の取組について説明したところ、わずかな時間であれば
（３０歳） 大丈夫という認識であり、納得していない様子であった。そのような中、父親が遊技から戻ってきたため

再度説明したところ、理解していただき、母親と児童は直ちに退店していった。その後、父親から再度
謝罪があり、反省した様子であった。

・９歳の男児　　　…１名 祖父 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が閉じられた未施錠の車内にて座っている男児らを発見。
・４歳の男児　　　…１名 （６０歳） ４歳児はかなり暑そうにしていた。直ちに警察へ通報するとともに店内放送を繰り返して保護者を

捜索。その後、祖父を発見したため警察が事情聴取を行った。その後、男児らの母親が来店し、
男児らを連れて退店。放置した祖父は警察から厳重注意を受けたものの悪びれた様子は無かった。
聴取後、祖父は再度遊技を続けたが、間もなく退店した。

・５歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中でスモークフィルムが貼ってある窓が閉じられた未施錠の車内にて
（３０歳） 男児を発見。特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、数分後に

保護者が当該車両に現れた。保護者からはトイレを借りにきたとの弁明があり、車内放置の危険性と
18歳未満の立入禁止措置について説明したところ、ご理解いただいた様子であり、店舗に謝罪の上、
退店していった。

・８歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中でスモークフィルムが貼ってある窓が閉じられた未施錠の車両の陰に
（２５歳） 女児がいるのを発見。店内へ報告するとともに当該車両を確認したところ、父親が車両を整備していた。

子どもの自転車を降ろしている状況で、長時間遊技する可能性もあったことから、パチンコ店の駐車場
であるため、安全のため別の場所への移動を依頼したところ、ご理解いただき、荷物を片付けた後、
直ちに退店していった。

・５歳の男児　　　…１名 父親 女性から店舗に対し「自身の息子が車内放置されているかもしれない。」との電話連絡が入ったことから
（３０代後半） 事情を伺った上、車種や特徴を聴き、店内放送するとともに駐車場での捜索を開始。間もなくエンジン

停止中で未施錠の窓が閉じられた車内にて男児を発見。声をかけると元気な様子で父親がホール内
にいるとの回答があった。店内に確認したところ、父親は姿を現わさない状況であったため、男児に対し
所持している父親の携帯電話の画像から父親の顔写真を表示してもらい、店内の捜索を開始。
その後、当該車両に父親が現われたため反省した様子は感じられないものの、謝罪の言葉を述べ、
退店していった。その後、結果について通報してきた女性に報告したところ感謝の言葉とともに、男児は
離婚した父親との息子であり、当日は父親が20時過ぎから息子を預かることになっていたが、昼から
していた遊技が終わらないため、途中で息子を引き取った後も引き続き遊技を継続していたこと、
その息子から母親に現在の状況について電話があったことから今回の事案が発覚した旨の話があった。
母親に対し、今後、同様の事案が発生した場合には警察に通報し出入禁止にする旨を父親に伝えるよう
要請。店舗としては、父親を要注意人物として警戒を継続することとした。

・５歳前後の男児　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が少し明けられた未施錠の車内にて遊んでいる男児を発見。
（４０歳） 特に異常は認められなかった。声をかけたところ、保護者は買い物に行っているとの回答があったため

店内放送を３回行ったが、現れないため、警察へ通報。警察官到着後、事情を説明し、引き続き保護者
の捜索を行ったところ、約30分後に父親が当該車両へ戻ってきた。その後、保護者は警察からの
事情聴取の後、退店した。

　２０１８（平成30）年度　子どもの事故未然防止事案報告

１名66 岩手 10月19日（金） 13時30分 曇り

10月21日（日）

71 三重 10月27日（土） 20時30分 晴れ １４℃

概　要

晴れ 20℃

曇り

69 福島 10月26日（金）

70

21時40分

高知 10月27日（土） 17時00分

晴れ

No. 組合名
発生日時 天候 被害児童等

65 神奈川 10月15日（月） 21時30分 小雨 17℃ １名

67

曇り

19℃ １名

68 福島

１名

２名

茨城

11時50分

１名

１名

晴れ ２２℃

放置者

18℃

全日本遊技事業協同組合連合会

20℃

10月19日（金） 15時10分

15℃

１名72 埼玉 10月28日（日） 15時30分
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・生後数か月の男児…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられた未施錠の車内チャイルドシートにて

（２２歳） 男児を発見。同乗していた母親に声をかけたところ遊技中の父親を迎えにきたとの回答があった。
母親 直ちに店内放送にて父親を呼び出し、事故の危険性と自店の取組について説明した結果、ご理解

（２０歳） いただき、母親は自ら運転の上、男児とともに退店した。
・１０歳の女児　　　…１名 母親 他店の情報収集帰りに店舗風除室前にて電話をしている女児を発見。声をかけたところ、待ち合わせを

（４０歳） している母親に電話をしたが応答が無いとのことであったため、スタッフとともに店内を捜索したところ
間もなく発見。女児は母親と会話の後、一人で退店したが、女児が再来店する可能性を考慮し、
店舗名及び駐車場巡回を強化していたところ、約１時間半後、ホール駐車場に停車中の車両内にて
母親を待っている当該女児を発見したことから、母親に対し、事故の危険性等を説明。その後、直ちに
両者とも退店いただいた。

・１５歳の男児　　　…１名 父親 隣接するゲームセンターの従業員から駐車場の車両内に男児がいる旨の連絡があった。直ちに現場へ
（５０歳） 向かったところ、エンジン停止中で施錠され窓が閉じられた当該車両の助手席にて寝ている男児を発見。

特に異常は認められず、声をかけ、保護者に連絡するよう依頼。数分後、ゲームセンターから保護者が
戻ってきたため、事故の危険性と自店の取組を説明し、納得いただいた様子で退店いただいた。
ゲームセンターは同じテナントに入居していることから今後も連携を図る予定。

・３歳前後の男児　　…１名 男性 近隣住民から駐車場に子どもがいるとの連絡があり、直ちに現場へ向かったところ、エンジン停止中で
（３０代） 施錠され窓が閉じられた車内運転席にて汗をかきながら泣いている男児を発見。傍らには住民からの

通報により既に警察官が待機していた。直ちに店内へ連絡し店内放送した直後に当該車両が退店して
いった。後ほど防犯カメラ画像にて確認したところ、30代の男性が走って当該車両に戻り、駐車場から
出て行く様子が確認された。

・１４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窓が閉じられた車内にて遊んでいる児童らを発見。
・１２歳の男児　　　…１名 （３５歳前後） 特に異常は認められず、声をかけ、母親の名前を聞き出し、店内放送にて呼び出したところ、

間もなく当該車両に母親が現われた。母親は、遊技中の旦那を迎えるため来店し、店内にて捜索
するため車両から離れたとのことであった。事故の危険性と自店の取組について説明し、
納得いただいたうえで退店いただいた。

・15歳の女児　　　　…１名 父親 店舗４階立体駐車場を巡回の際、エンジン停止中で窓が閉じられた未施錠の車内助手席にてスマート
（４０歳） フォンゲームに熱中している女児を発見。窓をノックしたところドアを開けたため、事情を聞いた結果、

父親が遊技中であるとの回答があったことから、直ちに店内へ連絡するとともに、女児から父親に
電話をかけるよう依頼した。その後、父親が当該車両に現れたため車内放置の危険性と自店の取組に
ついて説明した結果、反省した様子で納得され、直ちに退店していった。

・１３歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で未施錠の窓が閉じられた車内にて遊んでいる児童らを発見。
・１０歳の男児　　　…１名 （５０歳代半ば）特に異常は認められなかった。声をかけたところ、父親と共に来店したこと、父親は遊技中である旨の

回答があった。直ちに店内放送したものの、しばらく保護者は現われず、約１５分後、父親と名乗る
男性が車両に乗り込み、事情説明を求める店長等を振り切りるようにして退店していった。店舗と
しては、保護者が今後も同様の事案を繰り返す可能性が高いことからグループ内で情報共有を行った。

・１０歳の女児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中の軽乗用車内にて女児らを発見。声をかけたところ母親が店内にいる
・３歳の女児　　　　…１名 （３０歳代前半）との申し出があったことから直ちに店内放送にて保護者を呼び出したところ、間もなく母親が車両に

現れた。その後、車内放置の危険性を説明したものの聞く耳を持っていただけなかった。
（母親は知人と出入口で30分ほど立ち話をしていた。遊技をしていた事実は確認できなかった。）

・生後数か月の女児…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られた車内チャイルドシートにて遊んでいる
（３０歳前後） 乳児を発見。特に異常は認められなかった。直ちに車両ナンバーから店内放送にて保護者を

呼び出すとともに防犯カメラ画像にて保護者を捜索したところ、間もなく母親を特定。事故の危険性
と自店の取組について説明し、納得していただいたうえで、退店いただいた。

・生後６か月前後の女児 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で未施錠の窓が閉じられた車内助手席チャイルドシートで寝ている
　　　　　　　　　　　　　…１名 （２５歳） 女児を発見。駆けつけたマネージャーとともに空いているドアを開け女児の意識等を確認したところ

特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ところ、数分後に父親が
当該車両へ戻ってきたため事情聴取した結果「遊技中の妻を迎えに来たが短時間だったため放置して
いた。」との回答があった。事故の危険性と自店の取組について説明したところ、納得した様子で
直ちに退店していった。

１名82 長崎 12月8日（土） 13時45分 晴れ ７℃

80 ２名

７℃

78 青森 11月18日（日） 11時45分 晴れ １０℃

73 釧路

晴れ １３℃

15℃

75 神奈川 11月8日（木） 21時05分 曇り

概　要放置者
被害児童等

10月31日（水） 16時15分

11月2日（金）

　２０１８（平成30）年度　子どもの事故未然防止事案報告

No. 組合名
発生日時 天候

全日本遊技事業協同組合連合会

16時10分

１名

77

11月９日（金） 10時59分 晴れ ２２℃

１名74

１名

１名

山梨

76 岡山

17℃

曇り

晴れ

14時40分11月9日（金）三重

11月30日（金）

18時10分

81 三重 12月3日（月） 16時20分

静岡

沖縄 11月18日（日）

雨

79

19時25分

晴れ ２２℃ ２名

２名

１名

１４℃

18℃曇り

１名
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・３歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられた未施錠の車内にて遊んでいる男児

（２２歳） 及び母親を発見。特に異常は認められなかった。母親に事情を聞いたところ、父親が遊技中との
母親 ことであった。母親から父親の特徴を聞き出した上で直ちに店内において父親を捜索し、声がけの

（２２歳） 結果、間もなく発見。父親に対し事故の危険性及び自店の取組等について説明したところ、ご理解
いただき、直ちに退店いただいた。（発見から退店まで約10分。）

・６歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられ施錠された車内にて遊んでいる児童らを
・３歳の女児　　　…１名 （４０歳） 発見。特に異常は認められなかった。男児に父親の特徴を聞き出し、直ちに店内へ連絡し防犯カメラ

画像を確認した結果、徒歩にて店外へ出て行く父親らしき人物が確認されたことから警察へ通報。
通報の約５分後、父親が当該車両に現われ、事情を説明していたところ、警察官が到着したため、
警察官に引き渡した。その後、父親は警察官からの事情聴取が終わった後、店舗に謝罪の弁を述べ、
直ちに退店していった。（放置から発見までの間は約30分。父親は近くの会社に行っていた。）

・８歳の女児　　　…１名 母親 隣接する商業施設の責任者と名乗る者から「勝手に自店のフェンスを開けて駐車し、子どもを放置して
・４歳の女児　　　…１名 （４０歳前後） 遊技している人がいる。」との電話通報があったことから、直ちに店舗責任者が現場に向かったところ、

エンジン停止中で施錠され窓が閉じられた車内にて遊んでいる女児らを発見。声をかけたところ「母親
が遊技をしているかどうかはわからない。」との回答があったものの、母親の名前を聞き出し、直ちに
店内放送にて呼び出した結果、ホール入り口から当該車両へ向かう女性がいたことから、声をかけた
結果、母親であることが確認された。事故の危険性と自店の取組について説明したところ、納得した
様子であり、謝罪の弁があった後、直ちに駐車場を出て行った。

・10歳の男児　　　…１名 父親 30代の女性遊技客から、店舗平面駐車場に停車中の車両内にて遊んでいる児童がいるとの通報が
・８歳の女児　　　 …１名 （３０歳代） あったことから従業員が当該車両へ急行。児童らの安全を確認の後、保護者の居場所を聞いたところ

父親が遊技中であるとの回答があったことから直ちに店内放送するとともに父親の捜索を開始。
約20分後、父親が当該車両に戻ってきたことから事故の危険性を説明したところ、反省した様子であり
そのまま退店していった。

・４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じられた未施錠の車内にて遊んでいる女児らと
・２歳の女児　　　…１名 （４０歳前後） 母親を発見。声をかけたところ「父親は近くの飲食店で飲食中。」との回答があったため、

防犯カメラにて確認した結果、父親は駐車後から約1時間前、遊技をしていることが判明。
直ちに店内を捜索し、間もなく発見した父親に対し事故危険性と自店の取組について説明した
ところ納得した様子であり、その後、退店していった。

・13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窓が閉じられた車内助手席にて遊んでいる男児を発見。
（５０歳前後） 特に異常は認められなかった。声をかけたところ父親の所在が不明とのことから携帯電話にて連絡を

取るよう依頼したところ、数分後に父親が当該車両へ現われた。事故の危険性と自店の取組に
ついて説明した結果、ご理解いただき、直ちに退店していった。

・12歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓（スモークフィルム有り）が閉じられた未施錠の
・６歳の女児　　　 …１名 （４０歳） 車内にて遊んでいる児童らを発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ、父親が隣接する

ゲームセンターで遊んでいる旨の回答があったことから、女児とともにゲームセンター内へ父親を捜しに
行った結果、間もなく発見。当該車両へ戻ってきた父親に対し店舗責任者が事故の危険性と自店の
取組について説明したところ、ご理解いただき、その後、児童らとともに再度ゲームセンターへ向かって
いった。

・８歳前後の男児　…１名 祖父 来店客から停車中の車内に児童が複数人いるとの通報があったことから直ちに現場へ急行した結果、
・６歳前後の男児　…２名 （不明） エンジン停止中で施錠され窓が少し開いた車内後部座席に隠れるように座っている男児らを発見。

母親 特に異常は認められなかった。声をかけたところ保護者から車内で隠れていろとの指示があったとの
（不明） ことであり、放置されてから時間がだいぶ経過していると思われたことから、直ちに店内放送するとともに

警察へ通報し、警察官到着後、引き継ぎを行った。その約30分後、祖父と母親が現われ、両者は
警察官から事情聴取を受けていた様子であった。

・13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じられた未施錠の車内にて寝ている男児を発見。特に
（４０歳） 異常は認められなかった。声をかけたところ、父親は隣接するゲームセンターで遊戯し、母親は店内で

母親 遊技中とのことであったため、携帯電話にて母親に戻ってきてもらうよう依頼したところ、間もなく母親が
（４０歳） 現われた。その後戻ってきた父親とともに事故の危険性と自店の取組について説明したところ、

ご理解いただき、その後は3人でゲームセンターへ向かったことを確認し、対応を終了した。

２名86 静岡 12月30日（日） 14時45分 晴れ 10℃

91

３名

１名

11時17分 曇り ８℃

神奈川 1月2日（水） 13時19分 晴れ １０℃

２名

90 愛知 1月1日（火） 15時00分 晴れ ９℃

89 神奈川 1月1日（火）

２名

88 東京 12月31日（月） 15時00分 晴れ 10℃ １名

87 茨城 12月30日（日） 17時15分 晴れ ４℃

85 長野 12月30日（日） 13時40分 晴れ １℃ ２名

２名84 晴れ １０℃

83 北見 12月20日（木） 11時00分 晴れ

全日本遊技事業協同組合連合会

No. 組合名
発生日時 天候 被害児童等

放置者 概　要

０℃ １名

東京 12月26日（水） 11時50分

　２０１８（平成30）年度　子どもの事故未然防止事案報告
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・３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窓（スモークフィルム有り）が閉じられた車内にて

（３２歳） 遊んでいる男児を発見。特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等にて
保護者を捜したところ、父親が当該車両へ戻ってきたことから、事故の危険性等について説明し、
直ちに退店させた。父親は「大変申し訳ありませんでした。」と反省した様子であった。

・１０歳の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓（スモークフィルム有り）が閉じられた未施錠の車内にて
（４５歳） 寒さに耐えながらゲームをしている男児を発見。声をかけたところ「父親がパチンコを終了するまで

車内で待つように言われた。」との回答があった。父親の名前を聞き出し、直ちに店内へ連絡し
店内放送するものの父親が現われないことから従業員が手分けをして声かけ等にて捜索した結果
間もなく発見。事故の危険性と自店の取組について説明したところ、父親からは謝罪と感謝の言葉が
あり、その後、退店していった。

・５歳の女児　　　…１名 知人男性 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内にて遊んでいる
（５０歳） 女児を発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内へ連絡し、責任者が当該車両へ向かった

ところ、既に男性が戻ってきており、車を発進させているところであった。事情を聞いたところ、
店内の知人に挨拶に来ただけ、とのことであったが、事故の危険性と自店の取組について
説明したところ、理解され、店舗に謝罪の後、退店していった。

・17歳の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓が閉じられた車内助手席にてテレビを
（40歳） 見ている男児を発見。声をかけたところ父親が店内で遊技中とのことであったため、直ちに店内へ

連絡し店内放送により父親を呼び出した。その後、父親が当該車両へ戻ってきたため、児童は
年齢が高いとはいえ、事故の危険性が無いわけではないことなどを説明したところ、納得し、反省
した様子であり、その後、退店していった。

・10歳の男児　　…１名 父親 従業員が帰宅の際、駐車場内に停車中の車両傍らにて泣いている男児を発見。男児は、約50分前
（40歳） に父親（ブラジル人）と来店後、父親がスロット遊技をしている間に長時間一人でいたことから不安に

なり泣いていた、という状況であった。直ちに他の従業員と連携し、店内放送等にて父親を捜索した
ところ、当該車両に父親が現われた。事故の危険性を説明し,厳重注意したところ、父親は日本語が
分かっている様子で、理解を示した。

・１歳の女児　　　…１名 父親 午前１０時頃、遊技客からホール敷地内駐車場において女児が放置された車両があるとの通報が
（４０歳） あったことから店舗アシスタントマネージャーが現場へ急行したところ、エンジン停止中で施錠され

窓が閉じられた車内後部座席チャイルドシートで泣いている女児を発見。直ちに店内へ連絡し遊技客
一人一人に声かけを行った結果、５分ほどで父親を発見した。女児の健康状態は問題なく、父親も
反省している様子であったことから厳重注意の上、退店いただいた。

・７歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が閉じられた
・５歳の女児　　　…１名 （４５歳） 車内後部座席にてゲームをしている児童らを発見。声をかけたところ、「両親が店内にいる」との

母親 回答があった。そのため、児童とともに店内にて保護者を捜索したところ、約５分後に父親を発見。
（４０歳） （母親は発見できなかったが後に車両に戻っていたことが判明。）父親には直ちに遊技を止めて

いただき、自店の取組を説明したところ反省した様子で理解を示し、そのまま退店していった。

・２歳の男児　　　…１名 父親 立体駐車場２階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓が閉じられた車内助手席に
（不明） 母親と一緒にいる男児を発見。店舗責任者に通報後、責任者が声をかけ、退店を促したものの、

母親は運転ができないとのことであったため、母親から遊技中の父親に連絡をとるよう依頼。
数分後、父親が当該車両に戻ってきたため、自店の取組を説明し、ご理解のうえ、退店いただいた。

・５歳の女児　　　…１名 母親 犬の散歩中であった近隣住民が店舗外の隣接公園の駐車スペースにおいてエンジン停止中で
（４０歳代） 施錠され窓が閉じられた車内にて泣いている女児を発見したことから警察と消防に通報。通報から

数分後に所轄警察から当該店舗へ照会があったことにより店舗責任者が事態を把握。約10分後、
パトカー及び救急車が現場に到着するのと同時刻に店舗は店内放送を実施。その後、救急隊が
車両ガラスを割り女児を救出していたところに母親が当該車両にもどってきた。母親は近隣スーパーで
買い物をしていたと弁明していた。（母親が店内にいたことは防犯カメラ画像にて確認済み。）

１名100 埼玉 3月5日（火） 14時20分 曇り １４℃

１名

1月19日（土） 16時37分

93 山口 1月13日（日） 14時20分 曇り １０℃

晴れ １０℃ １名

97 福島 2月9日（土） 10時00分 雪 -２℃ １名

１名

96 静岡

2月10日（日）

95 青森 1月14日（月） 18時15分 曇り －４℃

全日本遊技事業協同組合連合会

No. 組合名
発生日時 天候 被害児童等

放置者 概　要
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92 新潟 １月３日（木） 17時05分 晴れ ２℃ １名

福島 1月14日（月） 10時57分 晴れ

２名

１名

98 兵庫

99 群馬 2月10日（日） 21時35分 曇り ２℃

曇り19時45分

４℃

１℃

１名94
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・１０歳の女児　　…１名 祖父 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓が閉じられた車内運転席に座っている女児を発見。

（７０歳） 声をかけると「早く帰ってくるように言ってください。」と泣きながら保護者の名前を告げられた。
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、応援を呼んで女児の健康状態を確認。
約２分後、保護者が現われたため事情を伺ったところ「店内の知り合いと話す為に来店した。」との
弁明があった。車内放置は生命の危機やトラブルなどに繋がる極めて危険な行為であることを
説明し、退店いただいた。（後ほど、店内映像を確認したところ、保護者の弁明に相違は無かった。）

１名101 熊本 3月18日（月） 19時00分 曇り １２℃

　２０１８（平成30）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

No. 組合名
発生日時 天候 被害児童等

放置者 概　要

計　　　１３０　　名報告数　　１０１　件　（ 　　３３ 都府県方面組合　）
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