
月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・生後２か月の乳児　…１名 母親 駐車場巡回の際、泣き声が聞こえたことから捜索したところ立体駐車場１階に停車している

（２３歳前後） 窓が少し開いた軽乗用車後部座席のチャイルドシートで泣いている乳児を発見。
直ちに店内へ連絡し店内放送した。また、乳児が大量の汗をかいていたことから
窓の隙間から竿を用いて反対側のドアを開錠し、乳児を救出した。
その後、すぐに保護者が現れたことから、厳重に注意し退店させた。

・１歳の乳児　　　…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後部座席に放置された
（２０歳代） 乳児を発見。直ちに店内へ連絡し車種、車両ナンバーとともに放送したところ保護者が現れた。

保護者は、友人と話をしていたがすぐ帰る、とのことであったので事故の危険性を説明し
厳重に注意して退店させた。

・６歳前後の男児　…１名 不明 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が閉じられ室内灯のみ点いていた軽乗用車後部座席に
・５歳前後の女児　…１名 放置された児童たちを発見。児童らは元気に遊んでいた。直ちに店内へ連絡し店内放送を

行うとともに防犯カメラを確認したところ、放置者は不明ながら３０分前に駐車されたことが判明。
１０分後、再度当該車両を確認するため当該車両へ戻ったところ、既に出庫していた。
（当該駐車場は駅前のため、遊技客以外の駐車も多く、放置者は遊技客ではなかった可能性もある。）

・６か月前後の乳児　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中の無施錠で窓が閉じられた軽乗用車内に放置された乳児を発見。
（２３歳前後） 直ちに店内へ連絡し車両ナンバーを基に店内放送するとともに役職者等が現場に待機していたところ

保護者が現れた。保護者は「夫を捜しに来た。」と申し立てたため、事故の危険性を説明し、厳重に
注意した上で退店させた。

・１歳前後の男児　　…１名 母親 お客様（男性）から「幼児が車内に放置されている模様。」との連絡を受け、車両ナンバーに基づき
（２０歳） 当該車両へ急行したところ、車内で泣いている幼児を発見。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警察に通報 約１５分後 警察官が到着する前に保護者が現れ

不明 ２人神奈川 4月10日（金） 20時00分 曇り

１人

発生日時

沖縄 4月2日（木） 17時00分 晴れ ２６℃

全日本遊技事業協同組合連合会

　平成２７年度　子ども事故未然防止事案報告

組合名 概　要放置者
被害児童天候

青森 4月9日（木） 12時40分 晴れ １０℃ １人

青森 4月15日（水） 12時40分 晴れ １０℃ １人
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保護者が現れないことから警察に通報。約１５分後、警察官が到着する前に保護者が現れ
「人との待ち合わせで遊技はしていない。」と弁明した。しかし、警察官到着後、警察官立会の下で
防犯カメラを確認したところ遊技事実が明らかになった。その後、保護者は警察官からの注意を
素直に聞き入れ、従業員にも謝礼の言葉を述べ、退店した。

・６歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中の施錠された乗用車後部座席にて
（２５歳） 携帯ゲームをしている幼児を発見。幼児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。
その後、事故の危険性を説明し厳重に注意して退店させた。

・１歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、屋外駐車場に他県ナンバーの普通乗用車が入場。車内には両親と幼児がいた。
（２５歳） その際、父親のみ降車し入店したものの母親が車内に残っていたことから他の車両の巡回を続けた。

母親 その後、当該車両の様子を再度確認したところ放置された幼児を発見したことから、
（２５歳） 直ちに店内へ連絡し母親を発見。事故の危険性を説明したところ、母親は納得した様子であった。

その後、夫婦で遊技を止め、退店した。
・７歳前後の男児　　…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にて児童を発見。児童は足下

（４０歳代） 床上に隠れるようなそぶりを見せた。児童にドアを開けるよう声をかけたところ、泣き出してドアを
開けようとしなかった。また、店内放送をしたものの、保護者が現れないことから、警察に通報し、
駆けつけた警察官とともに声かけを継続した結果、ようやくドアを開けた。その後、保護者の
名前を聞きとり、再度店内放送したところ、間もなく母親が現れた。母親は「２０分前に来店した。
友達を見に来た。」などと弁明していたが、事故の危険性を説明し厳重に注意の上、退店させた。
（２０分以上前からパチスロ遊技をしている母親の姿を従業員が目撃している。）

・１５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かかった車内に放置された児童を発見。
（４０歳） 声を掛けたところ、受け答えに問題は無く、体調異常は認められなかった。

直ちに店内へ連絡したところ、間もなく遊技中の保護者を発見したため、事故の危険性を説明し
厳重に注意して退店させた。（保護者の遊技時間は約一時間であった。）

・８か月前後の男児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、泣き声が聞こえたことから捜索したところエンジン停止中で施錠され、
（２０歳代） 窓４箇所が僅かに開いた軽乗用車後部席チャイルドシートで汗だくの乳児を発見。

直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、約３分後に保護者が現れたため、事故の危険性を説明し
厳重に注意して退店させた。（防犯ビデオを確認したところ、約３０分前に来店しぱちんこをしていた。）

佐賀 5月13日（水） 15時00分 晴れ ２５℃ １人

静岡 5月2日（土） 14時30分 晴れ ２５℃ １人

熊本 4月27日（月） 21時20分 晴れ ２５℃ １人

晴れ ２５℃ １人鳥取 4月28日（月） 15時15分

佐賀 5月3日（日） 19時10分 雨 不明 １人

愛知 4月25日（日） 21時00分 晴れ １４℃ １人
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・15歳前後の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で後部スライドドア両側を解放した車内にてゲームをしている
・13歳前後の男児　　…１名 （４０歳前後） 児童を発見。特に異常は認められなかったため、保護者の名前を聞き、店内へ戻り店内放送した。

しかし保護者が現れないことから発見から約１５分後に警察に通報したところ、車両ナンバーで
持ち主を確認するとのことで、折り返しの連絡待ちとなった。その数分後、保護者が当該車両に戻り
退店したことを防犯カメラで確認。（その様子から放置した自覚はあったものと見受けられた。）
その後、警察から、当該車両ナンバーの確認の電話があったため、当該車両が退店した旨を報告した。

・10歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中の車内に放置された児童を発見。声をかけたところ、
（４０歳） 元気な様子であった。直ちに店内へ連絡し、捜索の結果、間もなく遊技中の父親を発見。

父親は「遊技中の妻を迎えに来たが、ついつい遊んでしまった。」と申し立てたが、
厳重に注意して退店させた。（保護者の遊技時間は約４０分であった。）

・１歳前後の男児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中の車内２列目座席のﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄに寝かされている幼児を発見。
（３０歳） 幼児に異常は認められなかった。直ちに店内へ連絡し、遊技客へ向けた店内放送及び声かけを

行うとともに、現場には幹部含め２名が待機した。また、合わせて併設する別の遊戯施設にも連絡し
捜索を依頼した。約10分後、近隣飲食店から保護者が車両に戻ってきたため、厳重注意の上、
退店させた。（放置時間は約20分。警察への通報は無し。車両は他県ナンバーであった。）

・４歳の男児　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、無施錠の車内に放置された幼児を発見。直ちに店内へ連絡し幹部従業員が現場へ
（３０歳） 急行したところ幼児は車外にて泣き叫んでいた。幼児に異常は認められなかった。その間、防犯カメラや

車両ナンバーから保護者を呼び出そうとしていたところ、発見から約10分後、保護者が当該車両に
現れたことから、厳重注意の上、退店させた。（放置時間は約３０分。保護者は遊技中であった。）

・10か月前後の女児　…１名 母親 駐車場巡回の際、店舗駐車場においてエアコン稼働中で無施錠の乗用車助手席側後部席ﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ
（２５歳） に寝かされた乳児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送するも保護者が現れないため、約10分後に

警察へ連絡した 警察官は到着後 当該車両内を点検し 車両ﾅﾝﾊﾞ 等から所有者を割り出し 所有者

１人

１人２９℃晴れ11時32分愛知 6月22日（月）

概　要

　平成２７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

１人

福島 5月17日（日） 16時14分 晴れ ２３℃ ２人

20時50分

静岡 5月2４日（日） 20時10分 晴れ １９℃

曇り ２０℃

愛知 6月6日（土） 14時35分 晴れ ２３℃ １人

愛知 6月20日（土）

2

警察へ連絡した。警察官は到着後、当該車両内を点検し、車両ﾅﾝﾊ ｰ等から所有者を割り出し、所有者
に連絡。その後、仕事中であった所有者（父親）が現場に駆けつけ、事情聴取に応じていたところ、
遊技中（約１時間）であった母親が当該車両に戻ってきたため、厳重注意の上、夫婦共に退店させた。

・９歳の男児　　　　…１名 祖父 警備員が駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠されていない窓の開いた車両の外で歩き回っている
・６歳の男児　　　　…１名 （不明） 児童及び運転席に座っている児童を発見。直ちに店内へ連絡し、副店長が当該車両に急行。

保護者が現れるまで当該車両の傍にいることとした。約１５分後、当該車両に現れた保護者から「急に
腹痛になったためトイレを借りていた」との弁明があった。１８歳未満の駐車場入場禁止について
説明の後、退店いただいた。

・５歳の女児　　　　…１名 父親 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た乗用車車内後部座席に放置された
・４歳の男児　　　　…１名 （不明） 幼児２人を発見。幼児らに異常は認められなかった。直ちに車両ナンバーを控え、店内へ連絡し

母親 店内放送するとともに遊技客へ声かけを行ったところ間もなく母親が現れた。
（３０歳前後） その後、事故の危険性等を説明し厳重に注意した上で退店させた。

（母親からは反省の情が認められたが遊技中とのことであった父親は現れなかった。）
・５歳前後の男児　　　…１名 父親 委託業務先警備員が店舗外周を巡回していたところ、店舗駐車場において乗用車車内に放置された

（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店舗従業員が当該車両の傍らにて幼児を
母親 見張っていたところ、間もなく保護者が現れたため、直ちに退店していただいた。

（３０歳代） それから約３０分後、保護者が再度来店されたことから、幼児の様子と放置の有無を問いただした
ところ、自宅で身内が見ている旨の回答があった。そのため、改めて事故の危険性等を説明した。

・12歳前後の男児　　…１名 母親 駐車場巡回の際、店舗平面駐車場に駐車されたエンジン停止中で無施錠の乗用車車内において
（４０歳） 携帯ゲームをしている児童を発見。児童から事情を聴取したところ１０分ほど前に来店し保護者は

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保護者を呼び出すとともに
声かけを行ったところ、スロット遊技中の保護者を発見。保護者は罪悪感が無い様子であったが、
事故の危険性を説明したところ納得した様子であり、その後、退店した。

・９歳前後の男児　　…１名 祖父 駐車場巡回の際、店舗駐車場内の外周フェンス付近に駐車されたエンジン稼働中で窓が閉じられ
（６７歳） エアコンがかかった乗用車車内にてゲームをしている児童を発見。（健康状態に異常は認められず。）

祖母 直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、約１０分後に遊技中であった保護者が当該車両に
（不明） 戻ってきたため、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。

福岡 ２人

愛知 7月16日（木） 21時00分 雨 ２6℃ １人

１人２９℃晴れ11時32分愛知 6月22日（月）

２７℃ １人7月15日（水） 20時00分 曇り

19時30分

埼玉 7月9日（木） 20時30分 曇り

岐阜 7月21日（火）

群馬

２１℃ ２人

晴れ ２７℃ １人

6月27日（土） 11時25分 雨 不明
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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 駐車場巡回の際、泣き声が聞こえたため付近を捜索したところ、エンジン停止中の乗用車車内で

（３０歳代） 泣いている乳児を発見。直ちに店内へ連絡の上、店内放送した後、当該車両を再度確認したところ、
母親 当該車両は退店していた。防犯カメラにて確認した結果、保護者は４０分ほど前に来店しており、

（２０歳代） 店内放送後、両親と思われる男女が当該車両にて退店したことが判明した。
・３歳前後の男児　　…１名 父親 店内にて保護者を捜して泣きながら入店してきた幼児を発見。直ちに保護し、警察へ通報するとともに、

（３０歳代） 幼児から氏名及び車両の特徴等を聴取の上、店内放送にて保護者を呼び出した。
母親 しかし、保護者が現れないため、従業員が手分けをして一人一人に声掛けを行った結果、

保護者を発見した。その後、警察官立会の下、幼児を保護者に引き渡した。
（３０歳代） （当該保護者についてはチェーン店全店に通知し、出入り禁止とした。）

・１歳前後の女児　　　…１名 祖父？ 駐車場巡回の際、子どもの泣き声が聞こえたため捜したところ、エンジン停止中で窓が少し開き
（５５歳） 施錠された乗用車車内ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄで泣いている乳児を発見。異常は認められなかった。直ちに店内へ
祖母？ 連絡し、警察に通報するとともに店内放送と声かけを行ったものの保護者は見つからなかった。
（５３歳） 警察官到着後、乳児を保護し、付近の捜索を行ったところ、約30分後、最寄駅のカフェにいた

保護者が発見され、警察官とともに戻ってきた。その後、警察官が身元確認と厳重注意を行った。
・７歳前後の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジンとエアコンが稼働中の乗用車車内に放置された児童を発見。
・９歳前後の男児　　　…１名 （３２歳） （特に異常は無かった。）直ちに店内へ連絡した後、防犯カメラにて保護者を特定できたため、

母親 声かけとともにその危険性を諭したところ、保護者らには反省する様子が見受けられた。
（３０歳） その後、父親が車両に戻り、退店した。

・６歳前後の女児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、車から一人で降車してくる児童を発見。児童を呼びとめ、声をかけたところ
（４０歳） 「親に内緒で車に乗ったので親は気づいていない。ホールで遊技している。」とのことだった。

とりあえず児童を日陰で休ませて車両の呼び出しを行ったところ、数分後、保護者が現れた。
保護者は児童が車両にいたことについて気づいていなかった様子であったが事情を説明したところ
退店していった （発見時 児童は少し疲れた様子であったが 退店時には元気な様子であった ）

宮城 7月25日（土） 20時30分 曇り

　平成２７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

１人

天候
組合名

発生日時

福島 8月4日（火） 16時00分 晴れ ３２℃

8月2日（日） 9時08分 晴れ

福島 7月28日（火） 14時55分 １人曇り

宮城 7月24日（金） 16時45分 曇り

２７℃ １人

２８℃

３０℃

放置者 概　要
被害児童

２人

３０℃

１人
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退店していった。（発見時、児童は少し疲れた様子であったが、退店時には元気な様子であった。）
・小学校高学年の女児…１名 母親 駐車場巡回の際、店舗に横付けされた車両内に放置された児童を発見。

（５０歳） 児童の健康状態には特に問題は無かった。
声をかけたところ、児童は店舗のガラズ越しに店内で遊技中の保護者を指さしたことから、
直ちに保護者のところへ行き、事故の危険性を説明の上、直ちに退店させた。

・９歳前後の男児　　…１名 父親 委託警備員による駐車場巡回の際、エンジン稼働中で窓が開けられた乗用車車内にて携帯ゲームを
（４０歳） している児童を発見。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にて保護者を

呼び出したところ、約１５分後に遊技中であった保護者が当該車両に戻ってきた。
保護者に対し、事故の危険性を説明し、厳重に注意した上で退店していただいた。

・７歳前後の男児　　　…１名 父親 警備員による駐車場巡回の際、エンジン稼働中で立体駐車場屋上に駐車している
（不明） 車両内に放置された児童を発見。直ちに店内へ連絡し、従業員が現場へ急行した。

その後、間もなく、保護者が車両に戻り、直ちに退店していった。

・２歳の女児　　　　…１名 母親 店舗の立体駐車場を巡回の際、エンジン停止中で窓が少し開けられた乗用車車内にて泣いている
・３歳の男児　　　　…１名 （２０歳代） 幼児を発見。幼児らに異常は認めれられなかった。直ちに店内へ連絡し、店内放送及び防犯カメラにて
・４歳の女児　　　　…１名 母親の彼氏 保護者を確認したところ、店内で遊技中の男と、傍らで観覧中の母親を発見。男は約１時間半前に、

（２０歳代） 母親は約４５分ほど前に来店していた。２人に対し、事故の危険性を説明し厳重注意の上、退店させた。
・１歳の男児　　　　…１名 母親 委託警備員が駐車場巡回の際、車内に一人で寝かされている乳児を発見。直ちに店内へ連絡し、

（３０歳代前半） 従業員２名が当該車両に駆け付けたところ、保護者２名が同乗していた。事情を聞いたところ、
両者は夫婦であり、遊技中である父親（常連客）を母親が迎えに来店したとのことであった。
（防犯カメラを確認したところ、スロット遊技中の父親に母親が近付く様子が確認された。）

・３歳の女児　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、フロントガラスの内側からサンシェードで覆われた無施錠でエンジン稼働中の乗用車
（３０歳代） 後部座席チャイルドシートに放置された幼児を発見。直ちにドアを開け確認したところ、汗ばんでいた。

母親 直ちに店内へ連絡し救急車要請を検討し始めたところで保護者が当該車両に戻ってきた。
（３０歳代） 保護者は「近隣の知人宅に訪問していた。」旨の説明をした。遊技客では無く、幼児も無事な様子で

あったので、事故の危険性と子ども連れでの来店をお断りしている旨を説明し、退店していただいた。

福岡 １人

２７℃ １人沖縄 10月6日（火） 15時40分 晴れ

静岡 8月16日（日） 21時30分 曇り ２８℃ ３人

静岡 8月7日（日） 21時08分 晴れ ２８℃ １人

岐阜 8月9日（火） 13時00分 １人

沖縄 9月5日（土） 15時32分 晴れ ２９℃ １人

8月14日（金） 14時30分 晴れ 不明

晴れ ３５℃
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・３歳の女児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、懐中電灯を用いて車内点検を行っていたところ、エンジン停止中でスモークフィルムが
・１歳前後の男児　　…1名 （３０歳） 貼られた軽乗用車車内の後部座席に放置された男児（チャイルドシート）と女児を発見。直ちに店内へ

母親 連絡し店内放送したところ、間もなく保護者が現れた。事情を聞いたところ、３０分ほどの間、
（２２歳） 父親は遊技し、母親はその傍らで観ていたとのことであったため、直ちにお帰りいただいた。

本事案発生の後、当該ホールでは独自の注意喚起ポスターを作成し、更なる防止対策を推進している。
・５歳の男児　　　　　…１名 父親 来店客から、駐車場に子どもが乗ってる車があると通報があり、現場へ急行したところ、
・数か月の乳児　　　…１名 （４０歳代） エンジン稼働中の車内において放置されている幼児とチャイルドシートに座っている乳児を発見。

母親 直ちに店内放送にて保護者を呼び出したところ、２回目の放送の後、当該車両に保護者が戻ってきた。
（４０歳前後） 保護者から「何が悪いんだ」などの発言があったが、事故の危険性から子ども連れでの来店を

お断りしている旨を説明し退店していただいた。
・２歳の男児　　　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン稼働中で施錠された乗用車車内に放置された幼児を発見。

（２２歳） 直ちに店内放送にて保護者を呼び出したところ、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、エンジン稼働中で施錠された軽乗用車を発見。不審に思い車内を確認したところ
（２５歳前後） 後部座席チャイルドシートに放置された乳児を発見。エアコンは稼働していた。直ちに店内へ連絡し

母親 店内放送するとともに、防犯カメラの映像確認を開始したところ、約５分後、両親が当該車両に戻って
（２５歳前後） きた。事情聴取したところ、トイレに行っていたとの説明であった。その後、事故の危険性を説明し、

厳重注意の上、帰宅させた。保護者が現れた時点で映像確認を中止したため、説明内容の真偽は不明。
・１１歳の女児　　　　…１名 父親 従業員が駐車場巡回の際、エンジン稼働中で施錠された他県ナンバーの乗用車車内に放置された

（４０歳前後） 児童を発見。声をかけたところ、保護者と２人で観光に来ており、保護者はトイレに行っているとのことで
あった。直ちに店内へ連絡の後、店長が再度児童に話を聞いたところ、今度は隣接するラーメン屋に
行ったとの説明であったため、防犯カメラにて保護者を捜索し始めた結果、約５分後、保護者が
当該車両に現れた 事故の危険性を説明し 直ちに退店していただいた

１人

青森 11月12日（木） ８℃

福島 11月3日（火） 12時20分 晴れ ２人

佐賀 12月30日（水） 20時15分 晴れ ７℃

兵庫 10月12日（月） 22時00分 晴れ 不明 ２人

１２℃

放置者

　平成２７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

概　要

山梨 1月16日（土） 14時15分 晴れ 11℃ １人

19時00分 曇り １人
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当該車両に現れた。事故の危険性を説明し、直ちに退店していただいた。
（その後、防犯カメラにて確認したところ、保護者は１円ぱちんこを遊技していたことが判明した。）

・２歳の男児　　　　　…１名 母親 従業員が自店の立体駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠された乗用車車内チャイルドシートに
（３０歳） 放置された幼児を発見。直ちにホール店長へ報告するとともに、店内放送にて保護者を呼び出した。

約１０分後、当該車両に保護者が戻ってきたため、事情聴取したところ、トイレに行っていたとの
ことであった。保護者に対しては厳重注意の上、帰宅させた。（保護者の遊技の有無、放置時間は
確認できなかった。）

・１０歳の男児　　　　…１名 兄 従業員が店舗外の幟旗を回収していたところ、エンジン停止中で車内灯をつけたままの軽乗用車を
（２０歳前後） 発見。不審に思い車内を確認したところ、後部座席に放置された児童を発見。施錠されていたが少し

兄の友人 開いていた助手席の窓から声を掛け、事情を聞くとともに、直ちに店内へ連絡し店内放送にて保護者を
（２０歳前後） 呼び出した。約２０分後、男性２人が当該車両に戻ってきたことから、事情を確認したところ、トイレへ

行き、そのまま遊技をしていたとのことであった。厳重注意の上、直ちに退店していただいた。

佐賀 2月28日（日） 22時10分 晴れ ７℃ １人

愛知 2月13日（土） 16時05分 雨 21℃ １人

計　　４７　　名報告数　３８　件　（ 　　１６ 　方面遊協　）
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