
月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・２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）が閉じられ施錠された車内ﾁｬｲﾙﾄﾞ

（２５歳） ｼｰﾄにて毛布を被せられて寝ている女児を発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内に連絡し
保護者を捜索したところ、間もなく発見。事故の危険性と業界挙げての取組について説明したところ
「ありがとうございました。」と謝意を示し、退店していった。

・13歳前後の女児　…1名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で未施錠の車内後部座席に座っている女児らを発見。女児らに窓を
・９歳の女児　　 　　…２名 （４０歳前後） 開けさせ、特に異常は無いことを確認し、保護者について尋ねた結果、父親から直ぐに戻ると聞かされ

ている旨の回答があった。直ちに店内へ連絡し店内放送するとともに女児らに父親と連絡をとってもらう
よう依頼。しかし、5分経過後も父親が現われないことから再度店内放送と女児らからの連絡を行った
結果、約５分後に父親が現われた。責任者が事情を聞くとともに車内放置の注意等を諭したところ、
遊技は数十分であったとして謝罪の言葉もなく女児らを連れて退店した。

・８歳の女児　　　…１名 母親 清掃担当の従業員が駐車場巡回の際、店舗敷地外道路においてエンジン停止中で未施錠の窓が閉じ
・５歳の女児　　　…１名 （４０歳） られた車内において女児らを発見。直ちに店内へ連絡し、店長が当該車両へ向かった。一人は寝て

いたが一人は遊んでいたため声をかけるものの反応してもらえなかった。そのため、警察へ通報し、
約10分後、警察官が到着。女児に事情を聞くのと合わせ店内放送にて車両ナンバー等から保護者を
呼び出したところ、さらに約10分後、母親が現われたため、厳重注意の上、女児らを引き渡した。

・７歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓（ｽﾓｰｸﾌｨﾙﾑ有）が閉じられ施錠されたワンボックス
・５歳の男児　　　…１名 （３０歳） カー後部座席で遊んでいる児童らを発見。直ちに店内へ連絡するとともに窓を開けてもらい声をかけた
・４歳の男児　　　…１名 母親 ところ両親が遊技中であることが判明。その後、店内放送及び声かけにて保護者を捜索した結果、

（３０歳） 間もなく母親を発見。自社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、連絡がとれた
父親とともに退店を見届けて対応を終了した。

・９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）が少し開いた車内にてゲームをしている
（４０歳） 男児を発見。直ちに店内へ連絡するとともに声をかけ、保護者に連絡を取るよう依頼したところ、

間もなく父親が現われた。自社の取組と車内放置の危険性について説明した結果、父親は納得した
様子であり、そのまま退店するまでを見届けた。（警察への通報は行わず。）

・９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て遊んでいる男児を発見。声をかけたところ父親が店内に
（４０歳前後） いるとの申し立てがあったことから防犯カメラ画像にて確認した結果、約30分前に来店しスロットを

している男性を確認。当該男性に声をかけたが「自分が乗ってきた車ではない。」との回答があった
ため再度防犯カメラを確認しようとしたところ、当該男性は男児が乗っている車両に戻り、足早に退店
していった（車両は放置者のものであり、虚偽申告であった）。

・３５歳の男性　　…１名 母親 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後部座席の車椅子に座っている男性
（幼少より病弱な男性） （６５歳） を発見。声をかけたところ大丈夫との返答があったものの、念のため店内放送にて保護者を呼び出した

結果、常連客の女性が名乗り出てきた。事情を聞いたところ、被害者は11歳から病気を患っていること、
今日も病院へ行く予定であり、30分だけ待たせるつもりであったが50分経過していた、との弁明が
あった。事故の危険性を説明し、そのまま退店いただいた。

・３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少し
（２５歳前後） 泣きながら遊んでいる女児を発見。直ちに店内放送にて保護者を呼び出したところ、数分後に母親

と思われる女性が現われた。その女性に声をかけ事情を伺おうとするも無視され、淡々と駐車場から
退店していった。当該女性が同様の事態を再度引き起こすことも想定されることから、同車両の
ナンバー等の特徴を店舗内で共有し、再発防止に努めることとした。

・１歳の女児　　　…１名 祖父 来店客から、駐車場内にて子どもの泣き声がするとの通報があったことから直ちに駐車場を捜索した
（不明） 結果、立体駐車場１階にて女児を抱っこしている祖父を発見。声をかけたところ、女児の父親が遊技中
父親 との回答があった。自社の取組や事故の危険性について説明したところ、ご理解いただき、そのまま

（２５歳） 退店していった。
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・５歳の女児　　　…１名 父親 複合施設の共有駐車場を巡回の際、スモークフィルム付の窓が少し開かれた車内後部座席（一人は
・１歳の女児　　　…１名 （３０歳前後） チャイルドシート）にて寝ている女児らを発見。声をかけ、体調等に異変が無いことを確認後、直ちに

店内へ連絡し全ての施設において店内放送を行うよう対処した結果、間もなく父親が戻ってきた。
事故の危険性等を説明したものの、父親は無言で退店していった。（遊技の有無は不明。）

・生後数ヶ月の乳児…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（ｽﾓｰｸﾌｨﾙﾑ有）が閉じられた車内にて
（３０歳） 母親に抱かれている乳児を発見。母親に声をかけたところ、遊技中の父親を待っている旨の回答が

母親 あったことから、連絡をとるよう依頼し、そのまま待機。数分後、父親が現われたことから事情を説明し
（３０歳） そのまま退店いただいた。

・７歳の男児　　　…１名 父親 来店客から「子どものみの車両がある」との通報があったことから、責任者２名にて直ちに現場へ
・５歳の男児　　　…１名 （４０歳） 急行したところ、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遊んでいる

男児らを発見。声をかけたところ父親が隣接するラーメン店（ホールとは無関係）で食事中とのことで
あったため、１名が当該ラーメン店に父親を捜しに向かった結果、父親を発見。父親は謝意を示した
ものの対応が厳しすぎないか、といった態度であったため、改めて車内放置の危険性を伝え、
直ちに退店いただいた。

・１歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられた未施錠の車内にて遊んでいる
（33歳前後） 女児と母親を発見。母親に声をかけたところ、父親が店内のトイレを借用しているとの回答があった。

約５分後、父親が戻ってきたことを確認。子連れでの来店をお断りしていることを説明し、直ちに退店
いただいた。

・生後数か月の女児…１名 父親 店舗立体駐車場２階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられ未施錠の車内にて
（３０歳） 母親に抱かれている女児を発見。母親に声をかけたところ父親が遊技中とのことであったため、

母親 連絡を取るように依頼。同時に店内へ連絡し店内放送を実施。数分後、父親が当該車両に
（２５歳） 戻ってきたため事情を伺ったところ「店内に子どもを入れなければ大丈夫との認識であった。」との

弁明があった。自店の取組や事故の危険性などを説明し、退店いただいた。
・１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（ｽﾓｰｸﾌｨﾙﾑ無し）が開かれた未施錠の車内にて遊んでいる

（年齢不詳） 男児と母親を発見。父親は遊技中とのことであったので直ちに店内へ連絡し防犯カメラ画像にて
父親を捜索した結果、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、ご理解いただいた
うえで退店いただいた。

・１３歳の女児　　…１名 母親 清掃作業員が駐車場巡回の際、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
・５歳の女児　　　…１名 （４５歳） 遊んでいる女児らを発見。直ちに店舗責任者へ通報し、店内放送等にて保護者を捜索した結果、
・３歳の女児　　　…１名 間もなく保護者を発見。母親は外国籍であり「少しの時間だから。」「兄弟の荷物を取りに来た。」

などという弁明があったが、改めて事故の危険性をお伝えし、退店いただいた。

・１歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられた未施錠の車内チャイルドシートにて
（３５歳） 寝ている女児と母親を発見。直ちに店内へ連絡するとともに、母親に事情を伺ったところ遊技中の夫を

母親 迎えに来たとの弁明があった。事情説明と注意喚起を行ったところ、素直に受け入れていただき、
（３５歳） 間もなく現われた夫とともに退店していった。

・生後６か月の女児 …１名 母親 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チャイルドシートに
（２７歳） 女児を発見。同乗していた祖母に声をかけたところ、母親と来店したことが判明。母親に連絡をとるよう

依頼した結果、約５分後に母親が現われたことから、祖母と同伴であっても子連れでの来店は
お断りしているホールの方針等事情を説明し、ご理解を得て退店いただいた。
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・４歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓が閉じられた車内にて女児を発見。

（５０歳前後） 特に異常は認められなかった。直ちに店内へ連絡し防犯カメラにて放置者を特定。声かけを実施
した結果、間もなく保護者を発見したことから、事故の危険性を説明し、退店いただいた。

・１１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DVD映像を観ていた
・年齢不詳の女児　 …１名 （３８歳） 児童らを発見。直ちに店内へ連絡し、店内放送を２回するも保護者が現われないことから当該車両の
・年齢不詳の女児　 …１名 特徴から防犯カメラ画像を駆使し保護者を捜索。その後、発見した父親に対し、その場で注意喚起し、
・年齢不詳の女児　 …１名 当該車両まで同行。そのまま退店いただいた。

・８歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、店舗前ロータリースペースにおいて乗用車内に一人で座っている男児を発見。
（４０歳代） 特に異常は認められなかった。声をかけたところ「父親は店舗内トイレに行った。」旨を申し立てた

ことから防犯カメラ画像にて確認した結果、父親らしき人物が店内トイレに向かった姿を確認できた。
約15分後、父親が車両に戻ったことから車内放置の危険性について説明するも、父親は聞く耳を持たず
横柄な態度をとるとともに暴言を吐いたりスマホで撮影を始め車両を一向に動かそうとせず居座ろうと
したため警察官の臨場を求めた。警察官は父親に対し子どもの車内放置の危険性について厳重説諭
するなどの結果、14時35分に退去していった。

・１０歳の男児　　…１名 父親 立体駐車場２階を巡回中、エンジン停止中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が開かれた車内にて
（４０歳） 遊んでいる男児を発見。男児に特に異常は認められなかった。男児は「父親と来店した。」と話をした

ことから、直ちに店内へ連絡し店内放送及び来店客への声かけを行った結果、約５分後に父親を発見。
父親に対し事故の危険性について説明したところ、父親からは反省の弁があり、同様の事案を繰り
返さない旨を申し立て、退店していった。

・6歳前後の女児　…１名 祖父 地域住民から「子どもの泣き声が聞こえる。」との通報があったことから、付近を捜索した結果、
（７０歳前後） エンジン停止中で施錠され窓が少し開かれた車内にて泣いている女児を発見。直ちに店内へ連絡し

店内放送するとともに従業員が手分けをして保護者を捜索した結果、間もなく保護者を発見。
保護者からは、約15分前に来店した、との弁明があった。（通報から約25分前に巡回点検した際には
当該車両は駐車していなかった。）

・１６歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、枠外に駐車しているエンジン停止中で窓が開かれた未施錠の車内にて女性及び
（６０歳） 遊んでいる男児を発見。女性に声をかけたところ、男児の母親であり、男児の父親と姉が店内で遊技中

母親 であるとの回答があった。直ちに店内へ連絡し両者を捜索した結果、間もなく発見。念のため姉の年齢を
（６０歳） 保険証にて確認させていただいたところ、１８歳４か月であり、学校も卒業していることが判明。

父親と母親には改めて事情を説明し、直ちに遊技を中止のうえ、退店いただいた。
・10歳の女児　　　…１名 母親 立体駐車場１階を巡回中、車内に一人で座っている女児を発見。声をかけたところ「母親が店内に

（４０歳代） いる。」とのことであったため、防犯カメラ画像にて確認した結果、9時52分に一人で来店した後、11時
27分に店外で女児と一度接触し車の鍵を渡す仕草の後、再度、入店している行動が確認された。
発見から約２０分後、母親を店内にて発見。車内放置の危険性を説諭し退店願ったところ、大当たり中
であったため若干不服そうではあったものの、しぶしぶ退店していった。（当初、女児を近隣カラオケ
ボックスで降車させ一人で来店したが、女児が母親のところへ戻ってきたため車内で待たせていた。）

・１１歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられた未施錠の車内後部座席でスマートフォン
（５０歳） を操作している女児を発見。特に異常は認められなかった。店内へ連絡して店内放送するとともに、

母親 女児に保護者へ連絡してもらったところ、間もなく両親が現われた。事情聴取の結果、両親は19時頃
（５０歳） から遊技をしていたとのことであり、自店の取組と事故の危険性について説明し、ご理解いただいた

上で退店いただいた。
・１５歳の女児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓が閉じられた車内にて遊んでいる女児を発見。

（５０歳） 特に異常は認められず、声をかけ、窓を開けて待機するよう伝えるとともに、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、約２０分後に父親が現われたことから、事故の危険性等を
説明し、直ちに退店いただいた。

22

5月26日（日） 19時40分

全日本遊技事業協同組合連合会

概　要

晴れ ２０℃ １名

晴れ

１６℃

２６℃ １名

雨／
曇り

宮崎

24 群馬

5月20日（月） 20時15分

山梨

２５℃

5月23日（木）

静岡 5月26日（日） 11時27分

No. 組合名

晴れ ２４℃

不明

１名

晴れ

晴れ ２６℃

２５℃

21 静岡 5月19日（日） 14時00分

23

26

25

13時00分

宮城 5月20日（月）

19 山梨

天候発生日時

14時45分

20 山口 5月18日（土）

１名

４名

放置者

１名

被害児童等

10時30分 小雨

　２０１９（令和元）年度　子どもの事故未然防止事案報告

5月14日（火） 17時25分 雨

１名

１名

１名27 山口 5月28日（火） 11時00分 曇り 22.3℃
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・５歳の男児　　…1名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が少し開かれ施錠された車内後部座席で遊んでいる
・４歳の女児　　…１名 （３３歳） 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近隣病院へ祖母を迎えにきた

ため駐車しており、直ぐに戻ると言われているとの回答があった。約５分後、父親が現われたため
子連れでの駐車場入場をお断りしていること、病院施設の駐車場を利用していただくことについて
注意し、退店まで見届け、対応を終了した。（父親は反省した様子であり、謝罪の弁があった。）

・２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未施錠の車内チャイルドシートに
・１歳の男児　　　…１名 （年齢不詳） 寝かされた男児２名と母親を発見。母親に声をかけたところ旦那は遊技中であり、戻るのを

待っているとのことであった。事情を説明のうえ、直ちに退店いただいた。

・6歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓が少し開かれた未施錠の車内にて遊んでいる男児を発見。
（３２歳） 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、

母親 まもなく遊技中であった両親が現われたため、事情を説明のうえ、直ちに退店いただいた。
（３０歳）

・14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未施錠の車内にて遊んでいる男児を発見。
（５０歳） 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声をかけたところ、母親は遊技中との

ことであった。店内放送にて呼び出しを行った結果、数分後に母親が当該車両に戻ってきたため
子連れでの駐車場入場をお断りしていることを伝え、退店いただいた。

・２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（スモークフィルム有り）が閉じられた車内
（３０歳） チャイルドシートで寝ている女児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送したものの保護者が現われない

ため警察へ通報。その数分後、父親が現われ「トイレを借りていただけ。」と申し立てたため短時間で
あっても危険なこと及び警察へ通報する旨を説明した結果、父親は謝罪の弁を述べ、同様の事案を
繰り返さない旨を申し立て、退店した。その後、防犯カメラ画像を確認した結果、父親は３０分ほどスロット
をしており、店内放送に気づき、慌てて車両に戻る様子が確認された。さらにその後、到着した警察官
に今回の事案について説明したところ、後日、警察から車両の持ち主に厳重注意するとのことであった。

・１０歳の男児　　…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た未施錠の車内にて周囲の様子をうかがっていた
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「親が店内にいて待っている。」との
申し立てがあったことから直ちに店内へ連絡し店内放送を実施。その後、当該車両の様子を再度
確認したところ、既に退店していた。

・6歳の男児　　　…１名 父親 立体駐車場の３階を巡回中、エンジン停止中で未施錠の窓が閉じられた車内助手席に座っている
（５０歳前後） 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、父親が近隣のゴルフショップに

行っているとのことであったため、当該店舗に電話し、店内アナウンスを実施していただいた結果、
父親が名乗り出てきたことから、車両に戻るよう伝えていただいた。約10分後、父親が車両に
現われたため、事故防止の取組について説明し、退店いただいた。

・２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窓が閉じられた車内後部チャイルドシートで遊んでいる
（３５歳前後） 女児を発見。特に異常は認められなかった。常連客の車両と思われたことから、直ちに店内へ連絡し、

遊技客へ声かけを行ったところ、間もなく父親を発見。父親からは「母親が同乗していたはずだ。」
との弁明があったが、母親は同乗していなかった。直ちに遊技を中止させ、厳重注意のうえ、退店
いただいた。

・１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が閉じられた車内チャイルドシートで
（２５歳） 遊んでいる男児と母親を発見。母親に声をかけたところ、父親が近隣の免許センターで免許の更新

手続き中であり、終わるのを待っているとのことであったが、自店の事故防止に係る取組について
説明し、内容をご理解いただいた上で、直ちに退店いただいた。

36 群馬 ２７℃

31 札幌

34 神奈川 6月29日（土）

１名

14時00分 ２２℃ １名

１名

１名

被害児童等

２０℃

２１℃

29 群馬 6月15日（土） 15時26分

6月9日（日） 13時05分32 宮城

6月22日（土） 14時10分

石川 6月11日（火） 19時00分

6月15日（土） 11時00分

放置者 概　要

２０℃

天候

雨 １９℃

晴れ

１名

２名

１名

１７℃

雨 １７℃

　２０１９（令和元）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

２名

雨

28 福島

２４℃

30 東京 6月17日（日） 20時55分 曇り

雨

14時10分

曇り

曇り

33

１名35 福島 6月30日（日） 16時00分 曇り

7月5日（金）
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・生後数ヶ月の女児 …１名 母親の友人 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て寝ている女児とその

（３０歳） 母親を発見。母親に声をかけたところ、一緒に来店した友人が別の友人を店内に捜しに行ったため
待っているとの回答があった。母親から友人に電話をしてもらったが繋がらないため、事故防止に係る
自店の取組について説明し、ご理解いただいた上で、速やかに退店いただいた。

・４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が閉じられた車内にて遊んでいる男児、
・１歳の女児　　　…１名 （３５歳） チャイルドシートで寝ている女児及び母親を発見。母親に声をかけたところ、父親を待っているとの

ことであった。数分後、父親が戻ってきたため、自店での事故防止に係る取組について説明した
結果、猛省された様子であり、速やかに退店いただいた。

・１３歳の女児　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓が閉じられた車内にて遊んでいる
・１０歳の男児　　…１名 （４０歳） 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、父親と来店したとのことなので

連絡を取るよう依頼した結果、間もなく父親が現われた。父親に対し、事故の危険性と車内放置
防止の取組ついて説明したところ、ご理解いただき、そのまま退店いただいた。

・５歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）停止中で未施錠の窓が開かれた車内にて寝ている女児らを
・生後数ヶ月の女児 …１名 （３２歳） 発見。同乗していた母親に声をかけたところ父親が店内で遊技中であるとのことであった。

直ちに店内へ連絡し店内放送したところ、間もなく父親が戻ってきたことから車内放置、事故防止の
説明をし、ご理解いただいた上で退店いただいた。

・４歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓が少し開かれた車内後部座席にて寝ている男児を
（２５歳） 発見。店内へ連絡しマネージャーと２名体制でガラスをノックして呼びかけを行うが目を覚ます気配

が無かったため、マネージャーは店内へ戻り、直ちに店内放送するとともに防犯カメラ画像を確認した
結果、父親らしき人物が約10分前に隣接するゲームセンターに入店する様子を確認。その後、
ゲームセンターへ父親を捜しに向かい、声がけにて発見したことから車両に戻っていただいた。
そして、事故の注意喚起を行った後、そのまま退店いただいた。

・９歳の男児　　　…１名 父親 隣接立体駐車場を巡回の際、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
（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、父親の名前を聞き出し、

直ちに店内放送にて父親を呼び出した結果、間もなく現われた。車内放置の危険性について
説明したところ謝辞を述べて素直に退店した。

・１４歳の女児　　…1名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で未施錠の窓（スモークフィルム有り）が閉じられた車内
（３８歳） 助手席にて遊んでいる女児を発見。同乗している父親と母親に声をかけたところ外国籍の方々で

母親 あった。開店前であったが、自店での取組内容について説明し、ご理解いただいた上で、速やかに
（４０歳） 退店いただいた。

・４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窓が少し開かれた車内にてゲームをしている女児を
（２０歳代） 発見。女児はこちらに反応するもドアを開けることは拒否した。直ちに店内へ連絡し店内放送にて

母親 車両の所有者を呼び出したところ、約15分後に母親が現われた。母親からは「夫婦で来店した。」と
（２０歳代） 弁明があったが子連れでの来店は禁止である旨を伝え更なる聞き込みには応じず、「もう帰ります。」と

言い退店していった。母親は子どもの車内放置がいけないことだとは理解したようだが反省の程度は
薄かった。父親は最後まで現われなかった。

・生後数ヶ月の乳児 …１名 父親 立体駐車場３階においてエンジン（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
（２８歳） 車内チャイルドシートにて泣いている乳児を清掃スタッフが発見。直ちに店内へ連絡し店内放送及び

保護者の捜索を開始。約15分後、父親が現われたため状況を確認したところ、妻が子どもを迎えに来る
予定であり、その妻を待っている約20分間、遊技をしていたとのことであった。父親に対しては厳重注意
のうえ、そのまま退店いただいた。父親は十分に反省した様子であった。

１名

44 宮崎 7月25日（木） 21時15分 晴れ ２７℃ １名

41 神奈川 7月14日（日） 17時15分 曇り １８℃

１名

43 群馬 7月22日（月） 9時30分 曇り ２７℃ １名

45 秋田 7月27日（土） 10時25分 晴れ ３０℃

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

１名

38 群馬 7月7日（日） 12時10分 曇り ２７℃ ２名

37 群馬 7月6日（土） 15時30分 曇り ２５℃

7月14日（日） 13時00分 雨

　２０１９（令和元）年度　子どもの事故未然防止事案報告

１０℃ ２名

40 札幌 7月14日（日） 16時05分 曇り ２０℃ ２名

39 北見

１名42 山口 7月15日（月） 14時00分 晴れ ２８℃
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・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）が閉じられた車内

（３５歳） 後部座席にて遊んでいる男児を発見。車両には母親も同乗していた。直ちに店内へ連絡するとともに
母親から事情を聞いたところ、夫とともに来店し、夫は遊技中との回答があったことから、父親に
直ちに車両に戻るよう依頼した結果、数分後に父親が戻ってきた。両親に対し、子連れでの来店は
禁止している旨を説明し、納得いただいた上で、約５分後に退店するのを確認し、対応を終了した。

・５歳前後の女児　　…１名 女性 清掃スタッフが立体駐車場１階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられたミニバン
（３０歳） 車内にて飛び跳ねたりしながら遊んでいる女児を発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内へ

連絡し店内放送にて保護者を呼び出したところ間もなく母親らしき者が当該車両に戻ってきたが、
事情聴取や注意喚起を行おうとするも無言のまま車両に乗り込み、退店していった。

・６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）が少し開かれた
・４歳の女児　　　…１名 （４０歳） 軽乗用車前方座席に女児が乗っているのを発見。ノックをし声をかけたものの返事はしてもらえず。

ただ、エアコンも稼働しテレビを見ていることから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警察に通報しようとしていたところ、母親が現われたため、厳重注意後、直ちに
退店いただいた。（警察官の現場臨場は無し。）

・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開かれた車内にて遊んでいる男児を発見。
（５０歳） 声をかけたところ、外国人（東南アジア系）であったが受け答えはしっかりしており、特に異常は

認められなかった。話を聞いたところ、父親と来店したものの、父親は隣接するビルに向かったとの
ことであり、直ぐに戻るとのことであったが、暫く待っていても父親が現われないため
当該ビルに向かい、間もなく父親を発見した。その後、自店の取組を説明しご理解いただいた。

・５歳の女児　　　…１名 父親 遊技客から「車内に放置された女児がいる。」との通報があったことから、直ちに現場へ急行した結果、
（不明） 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いる女児を発見。特に異常は認められず

声をかけたところ、父親の戻りを待っているとのことであった。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の確認を行っていたところ、間もなく父親が現われた。父親は忘れ物を受領する
ために来店し数分程度放置してしまったとのことで、謝罪の言葉があった。

・２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）稼働中で窓が閉じられた未施錠の車内チャイルドシートにて
（３０歳前後） 寝ている男児を発見。窓ガラス越しに異常がなさそうなことを確認。直ちに店内へ連絡し店内放送を

繰り返し行った結果、しばらくして父親が当該車両に戻ってきた。父親は１５分ほど遊技をしていたとの
ことであった。店長が厳重注意を行い、そのまま退店いただいた。

・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（スモークフィルム有り）が閉じられた未施錠の
（４０歳） 車内助手席に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父親が入店している

ことが判明。直ちに車両ナンバー等に基づき店内放送したところ数分後に父親が戻ってきた。
父親からは「妻を探しに来ていた。」と説明があったが、事故の危険性等を説明した結果、納得して
退店していった。

・１歳半の男児　　…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
（２０代後半） チャイルドシートにて寝ている男児を発見。窓を叩くも起きる気配は無かった。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画像を確認した結果、両親は隣接するゲームセンターへ入店したことが
（２０代後半） 判明したことから、ゲームセンターへ向かおうとしていた矢先に父親が戻ってきた。父親に対し、厳重に

注意し、二度と同様のことを行わないよう約束していただいた。
・９歳の男児　　　…１名 父親 一般の方から「車内に子どもが一人でいる。暑いから大変なことになる。」との電話が入った。当該

（４０歳） 車両が不明なため、くまなく捜索した結果、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
にて静かに座っている男児を発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内放送を行おうとしていた
ところ、運転者である父親が現われたことから、重大事故に繋がる危険性について説明した結果、
謝罪の弁を述べ、退店していった。（電話の通報者は不明。）

54 埼玉 8月14日（水） 19時50分頃 晴れ ３３℃ １名

３３℃ １名

50 石川 8月10日（土） 15時00分 晴れ ３５℃ １名

１名

52 兵庫 8月13日（火） 15時30分 晴れ ３５℃ １名

51 埼玉

47 滋賀 7月31日（水） 14時30分 晴れ ３５℃

１名46 愛媛 7月28日（日） 18時20分 晴れ ２８℃

　２０１９（令和元）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

２名48 山口 7月31日（水） 15時30分 晴れ ３５℃

１名

49 三重 8月7日（月） 11時35分 晴れ ３４℃

8月12日（月） 13時15分 晴れ

１名

53 神奈川 8月14日（水） 13時40分 晴れ ３４℃
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・６歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓（スモークフィルム有り）が閉じられた未施錠の

（不明） 車内後部座席にて寝ている女児とその母親を発見。母親に声をかけたところ、子どもがぐずってしまい、
母親 一旦自店の駐車場に停止。その間、父親が時間を潰すために外へ出て行ったとのことであった。

（３０歳） 母親に対し、自店の取組について説明し、父親に対して連絡を取るよう伝えたところ、間もなく
父親が戻ってきたことから、そのまま退店いただいた。

・３歳前後の児童　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓（スモークフィルム無し）が閉じられた未施錠の
（年齢不詳） 車内にて遊んでいる児童とその母親を発見。母親に声をかけたところ、父親を迎えに来たとの

母親 ことであった。約５分後に現われた父親とあわせ、自店の取組内容について説明をし、ご理解
（年齢不詳） いただいたうえで、退店いただいた。

・３歳の男児　　　…１名 父親 屋外駐車場を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が閉じられた
（３０歳） 車内後部座席にて遊んでいる男児を発見。直ちに上司に報告するとともに、営業前であることから

母親 店舗周辺にて保護者を捜索した結果、入店前順番待ちの列に並んでいる両親を発見。事故の危険性と
（２５歳） 自店の取組について説明した結果、「すみません。今後は連れてきません。」と理解と謝意を示し、

そのまま退店していった。
・９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開かれた未施錠の車内にて遊んでいる男児らとその
・５歳の男児　　　…１名 （４４歳） 母親を発見。特に異常は認められず、声をかけたところ父親が店内にいるとのことであったので

直ちに店内放送にて父親を呼び出した結果、間もなく父親が現われた。事情を聞いたところ、
ホール企業が経営する飲食施設を利用するため来店し、一時的に駐車していた、とのことで
あった。車内放置の危険性を説明したものの、あまり話を聞く間もなく退店していった。

・１０歳の男児　　　…１名 祖父 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）が少し開かれた未施錠の車内にて
（６５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したところ、

母親 間もなく母親が現われた。母親からはトイレに行ってきた、祖父は遊技中であるとの弁明があった。
（４３歳） 事故の危険性等を説明し、ご理解いただいたうえで退店いただいた。

・１３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（スモークフィルム有り）が閉じられた
・２歳の男児　　　　…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。直ちに店内へ連絡し店内放送にて
・２歳前後の女児　…１名 母親 保護者を呼び出した結果、間もなく両親が現われた。母親は「旦那を迎えにきただけ。」と応答したため

（４０歳） 「店内だけでなく駐車場を含む敷地内は子連れでの入場を禁止している。」旨を申し向けたところ、
当初は「少しだけなら･･･」などと再度返答してきたが、30分以上にわたり事故の危険性について
粘り強く説明した結果、父親から「ご迷惑をおかけした。すみませんでした。」と回答があり、
事態の重大性を認識していただき、ご理解いただいた様子で、退店していただいた。

・数ヶ月の乳児　　…１名 父親 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
（２０歳代） 寝かされている乳児を発見。特に異常は無い様子であった。直ちに店内へ連絡し店内放送を行った

母親 ところ、間もなく父親が戻ってきたことから、事故の危険性について伝えた。しかし、父親は「妻に
（３０歳代） 金を渡しにきただけなのですぐに帰る。」と申し述べ、反省した様子を見せず、そのまま退店していった。

・６歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、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、
（３０歳代） 保護者の名前を聞き出すとともに店内で防犯カメラ画像を確認したところ、約１時間前に来店後、

その２０分後から遊技をしている様子が確認されたことから、店内放送にて呼び出しを継続した結果、
間もなく父親がカウンターに現われた。女児の父親であることを確認し、事故の危険性等について
説諭したところ、父親はふてくされたような態度であったが納得した様子で退店していった。

・７歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、車内でゲーム遊びをしている男児を発見。特に異常は認められなかった。
（３０歳代） 「母親と来た」とのことだったため、直ちに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、約15分に母親が当該車両へ戻ってきた。車内放置の危険性について説明した結果、
素直に理解を示し、そのまま退店していった。母親は知人を尋ねに来店したとのことであった。

１名63 静岡 8月27日（火） 15時50分 曇り ３１℃

１名59 釧路 8月18日（日） 18時00分 曇り １８℃

8月15日（木） 16時05分 曇り ３０℃ １名

56 茨城 8月16日（日） 16時15分 曇り ３０℃ １名

55 群馬

３５℃ ２名

57 鳥取 8月17日（土） 8時30分 晴れ ３１℃

8月26日（月） 15時15分 晴れ ２８℃

１名

雨 26℃ ３名

８月17日（金） 14時05分 晴れ

１名

60 福岡 8月20日（火） 20時30分

天候 被害児童等

61 福島

62 静岡 8月26日（月） 19時13分

58 東京

放置者 概　要

曇り ２５℃ １名

　２０１９（令和元）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
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・１８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かれた未施錠の車内にて遊んでいる男児を発見。

（４１歳） 特に異常は認められず、声をかけたところ母親が店内で遊技中であるとの回答があった。
母親の名前を伺い、店内放送にて呼び出したところ、間もなく現われたことから、事故の危険性等に
ついて説明し、ご理解のうえ、退店いただいた。

・０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後部座席チャイルドシート
（２５歳） にて寝ている男児及び隣に座っていた母親を発見。男児に異常は認められなかった。父親が店内で

遊技中とのことであったため、父親に連絡を取るよう母親に依頼したところ、数分後に父親が現われた。
両親に対し、子連れでの駐車場そのものへの入場禁止について説明したところ、両親とも謝罪の弁を
述べ、退店した。

・10歳の男児　　　…１名 祖父 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられた未施錠の車内にて遊んでいた男児を
（７０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にて保護者を呼び出したところ

間もなく祖父が現われた。祖父からは「遊技中の娘夫婦に食事の時間である旨伝えに来た。」との
弁明があった。祖父に対しては車内放置の危険性を説明し、ご納得いただいた上で当該車両にて
退店いただいた。（娘夫婦の存在は確認できなかった。）

・４歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられ未施錠の車内運転席及び助手席にて
・３歳の女児　　　…１名 （不明） 遊んでいる幼児らを発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内放送や防犯カメラ画像の確認、

母親 車両傍らにて付き添いを行っていたところ、間もなく母親が現われた。母親からは、夫婦で来店したが
（３０歳） 自身はトイレを借りただけ、と弁明があったが、事故の危険性を説明し、母親にはそのまま退店

いただいた。
・１５歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、車内でスマートフォンを操作している男児を発見。特に異常は認められなかった。

（３８歳代） 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、店内放送及び防犯カメラの
確認を行い、その後、車両に戻ってきた母親に対し車内放置の危険性を説明した結果、理解を示し、
退店していった。

・１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）稼働中で窓が閉じられた未施錠の車内後部座席チャイルドシート
（３０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。直ちに店内放送及び複数名スタッフによる

声かけを行ったところ、約８分後に母親（東南アジア系の方）が車両に戻ってきた。母親は遊技をして
いた様子であり、その後、車内放置の危険性を説明し、厳重注意のうえ、退店するまで見届けた。
（翌日、同事案の内容について組合から各組合員ホールに対し注意喚起を行った。）

・５～６歳の男児　　…１名 父親 委託先警備員が立体駐車場１階を巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓が閉じられた未施錠の
（３０歳代） 車内で寝ている男児を発見。直ちに店内へ連絡し周辺を見回したが保護者は確認できなかった。また、

母親 窓越しに声をかけたが反応が無かったため未施錠のドアを開け、男児を起こし、特に異常が無いことを
（３０歳代） 確認。男児と「両親とともに来店したが両親がどこに居るのかわからない。」などと話をしていたところ

母が現われた。母親は「トイレに行っていた。申し訳ない。」と申し立て、男児を連れて隣接するコンビニ
へ向かった。その後、間もなく父親が現われ、車両に乗り込み、退店していった。

・生後数か月の女児…１名 母親 立体駐車場２階を巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓が少し開かれた車内にて祖母にあやされて
（３０歳） いる女児を発見。乳児には特に異常は認められなかったが、祖母は体調不良の様子であった。事情を

伺ったところ、乳児の母親が遊技中とのことであったため店内を捜索した結果、間もなく発見。
その後、事故の危険性や自店の取組について説明したところ、反省した様子を見せ、そのまま退店した。

・４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）稼働中で窓（スモークフィルムあり）が閉じられた
・１歳の女児　　　…１名 （４５歳） 未施錠の車内助手席に座っている母親及び後部座席チャイルドシートにて寝込んでいる女児２名を

母親 発見。母親に声をかけたところ、親子で来店し、30分前から主人が遊技をしているので、戻ってくるのを
（４０歳） 待っているとの回答があった。直ちに店内へ連絡するとともに母親には旦那に戻ってもらうように依頼。

間もなく父親が現われたため、両親に対し子連れでの駐車場そのものへの入場を断っている旨を
説明したところ、両親は「申し訳なかった。」と反省の弁を述べ、納得した様子で退店していった。

１名

１名

１名

３０℃ １名

71 三重 9月27日（金） 22時30分 曇り ２０℃

65 宮城 8月29日（木） 20時13分 晴れ ２５℃

晴れ ３１℃ １名

三重 9月8（日） 12時30分 晴れ ３２℃

68 静岡 9月8（日） 14時45分 晴れ

２名

69 富山

70 埼玉 9月16日（月） 15時15分

9月10日（火） 14時44分

晴れ 27.3℃

67

　２０１９（令和元）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

１名

64 札幌 8月27日（火） 18時30分 曇り ２０℃ １名

66 鹿児島 9月7日（土） 13時30分 晴れ ３１℃

72 奈良 10月14日（月） 16時45分 曇り ２８℃ ２名
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・５歳の女児　　　…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）が閉じられた軽乗用車後部

（３０歳） 座席でスマホを操作している女児を発見。直ちに近くにいるスタッフと連絡を取り合うとともに、女児に
声をかけたところ、母親が遊技中とのことであったため、直ちに母親の名前を聞き出し、店内放送
するとともに防犯カメラ画像を確認した結果、間もなく母親を発見。その後、母親に事故の危険性と
車内放置の取組について説明したところ、母親は「分かりました。帰ります。」と申し立て、退店した。

・８歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓（スモークフィルム有り）が少し開かれた未施錠の
・３歳の男児　　　…１名 （４０歳前後） 車内にて遊んでいる男児らを発見。声をかけたところ特に異常は認められなかった。直ちに店内放送

にて保護者を呼び出したところ間もなく母親が戻ってきたことから、車内放置や事故防止の説明を行い、
ご理解いただいた上で退店してもらった。

・５歳の男児　　　…１名 父親 店舗隣接の立体駐車場１階において、施錠されエンジン停止中の車内の座席及びチャイルドシートに
・１歳の男児　　　…１名 （３６歳代） 放置された男児らを発見。特に異常は認められなかった。店内放送等にて車両所有者を呼び出した

ものの運転者は戻ることなく、５歳児によれば父親が近接スーパーへ買い物に行ったとのことであった。
従業員がそのまま車両傍らにて待機し、約10分後、父親が戻ってきたことから、車内放置の危険性
を説明すると素直に反省し理解を示した。（放置時間は約10分）

・３歳の男児　　　…１名 母親 清掃スタッフからエンジン停止中で施錠され窓が閉じられた車内にて泣いている男児がいるとの連絡が
・２歳の男児　　　…１名 （不明） あったことから従業員が現場へ急行し、2名の男児を確認。男児らは泣いていることもあり応答は難しい

ことから、直ちに店内放送及び遊技客への声かけを行ったところ、間もなく遊技中の父親の傍らに
立っている母親を発見。放置の危険性など事情を毅然とした態度で説明するも、事の重大性の認識や
反省している様子は見られなかったが、最終的にはご理解いただき、退店いただいた。

・９歳の男児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中で窓（スモークフィルム有り）が閉じられた施錠された
（不明） 車内の座席下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。窓を開けてもらい声を
母親 かけたところ30分以上前にトイレに行くと言っていたとの回答があったことから、直ちに店内放送を

（不明） 行ったところ父親が戻ってきた。厳重注意したところ、反省した様子は見られず、そのまま退店した。
その後、母親の足取りも確認したが逃げるように退店していった。店舗では、両名が再来店した際には
直ちに対応できるよう情報共有を図っている。

・３歳の女児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、車内チャイルドシートに座っている女児を発見。特に異常は認められなかった。
（４０歳代） 店内放送等で保護者を呼び出したところ、母親が現われた。母親によれば、遊技中の父親に自宅の

鍵を渡したく、僅かな時間であればとの思いから女児を放置して車両を離れたとのことであった。
車内放置の危険性を説明すると素直に理解を示した。

・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（スモークフィルムなし）が閉じられた車内にて
（４０歳前後） 泣いている男児を発見。特に異常は認められなかった。直ちに店内放送を行ったところ、間もなく

父親が戻ってきたため、事情を伺い、自店の車内放置及び事故防止の取組について説明。その後
退店されるまで立ち会った。

・１０歳の男児　　　…１名 父親 来店客から「子どもが一人で車内でテレビを見ている。」との通報を受け、当該車両へ急行したところ
（３５歳前後） エンジン停止中で未施錠の窓が少し開かれた軽自動車後部座席にて男児を発見。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ものの保護者が現われなかったため、お客様
一人一人に声かけを行った結果、保護者が判明。その後、事情を説明し、持ち玉を交換させて車両に
戻し、自店の取組について説明し、厳重注意のうえ退店させた。保護者は反省した様子であった。

・０歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓が閉じられた車内チャイルドシートに放置された
（３０歳代） 男児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送を開始するとともに、従業員が当該車両傍らにて

男児の様子を確認していたところ、間もなく母親が戻ってきた。男児の無事をお互いに確認のうえ、
事情を伺ったところ、手洗いを借りに来たことと、謝罪の言葉があった。車内放置の危険性を
説明の後、退店いただいた。

１名81 釧路 11月14日（木） 21時25分 曇り ０℃

２名

80 佐賀 11月9日（水） 12時30分 晴れ １９℃ １名

75 静岡 10月26日（土） 11時05分 晴れ ２１℃

１名78 静岡 11月1日（金） 10時00分 曇り ２２℃

１名

76 石川 10月27日（日） 16時30分 曇り １６℃ ２名

77 神奈川 10月27日（日） 18時55分 曇り １８℃

２名

73 宮城

74 埼玉 10月22日（火） 12時20分 雨 １６℃

　２０１９（令和元）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

10月18日（金） 11時22分 曇り ２０℃ １名

１名79 神奈川 11月6日（水） 20時05分 曇り １１℃
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・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が少し開かれた車内に放置された男児を発見。

（30歳） 直ちに店内放送するも保護者が現われないため声がけを行っていたところ、発見から約30分後、
父親が現われたため、車内放置の危険性を説明し、ご理解いただいた上で退店いただいた。
（退店まで従業員が確認した。）

・５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。
・１歳の男児　　　…１名 （３０歳） 直ちに店内へ連絡し車両ナンバーや車両名を繰り返し店内放送したところ母親が車両に戻ってきた。

その後、厳重注意のうえ児童らを引き渡した。

・１２歳の男児　　…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で宿題をしていた男児を発見。
（６５歳前後） 特に異常は認められず、声をかけたところ、遊技中の祖父母を待っているとのことであった。

直ちに店内へ連絡し、防犯カメラ等にて祖父母を探した結果、約30分後に祖父母を発見。
自店の車内放置防止の取組について説明し、ご納得いただいたうえで退店いただいた。

・１９歳の女性　　…１名 父親 立体駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓（スモークフィルム有り）が閉じられ施錠された車内後部
・１歳の女児　　…１名 （不明） 座席で遊んでいる女性及び女児を発見。女性に声をかけたところ、遊技中の両親を待っているとの

母親 ことであった。店内へ連絡し店内放送にて両親を呼び出したところ、間もなく父親が賞品カウンターに
（不明） 現われたため、自店の取組を説明し、ご理解いただき、退店いただいた。

・２歳の女児　　　…１名 母親 従業員が風除室で業務していたところ子どもの泣き声が聞こえたため巡回した結果、エンジン停止中で
（３０歳前後） 窓（スモークフィルム有り）が閉じられ施錠さ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、責任者が現場に急行するとともに店内放送及び声かけを行った結果、
間もなく母親が現われた。事情を伺ったところ「祖母と来店し、一緒に車内にて女児を見ていた。」との
回答があったが、祖母は店内及び駐車場内には居なかった。自店の取組を説明し、ご納得いただいた
上で退店いただいた。その後、母親の話に信憑性が無いと感じたので、防犯カメラ画像を確認したところ
母親は10時44分頃に来店していたことは確認できたが、祖母の姿は確認できなかった。

・３歳の男児　　　…1名 父親 従業員から「子どもがいる車両がある」との報告があったことから、責任者が現場に急行したところ
（３５歳前後） エンジン停止中で窓が閉じられた未施錠の車内運転席にいる男性と助手席にいる子どもを発見。

ドアをノックし、男性を起こし、車内放置の取組を説明したところ、ご納得いただいた様子であり、
謝罪の言葉を述べ、そのまま退店していった。

・１１歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓（スモークフィルム有り）が少し開かれた車内に
・８歳の女児　　　　…１名 （３５歳） 放置された２名の児童を発見。声をかけたところ、隣接する商業施設で買い物中の母親を待っている

とのことであった。その後、間もなく母親が現われた。事故の危険性と自店の取組について説明し、
ご納得いただいたうえで退店いただいた。（母親は新年セールを目当てに買い物をしていた。）

・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が閉じられた車内にて男児を発見。
（４０歳代） 特に異常は認められなかった。その後、間もなく放置した母親が父親と思われる男性とともに戻って

きたため、事故の危険性を説明し厳重注意をしたところ、素直に聞き入れ、そのまま退店していった。
（防犯カメラ画像を確認したところ、母親は10分ほど前に来店していた。）

・１４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）が開かれた車内に放置された
・１２歳の女児　　…１名 （４０歳） 児童らを発見。直ちに店内放送したところ数分後に父親が当該車両に現われた。車内放置の禁止と

母親 速やかな退店を促していたところ、母親も戻ってきた。その後、退店したことを確認した。
（４０歳）

１２℃ １名

86 三重 12月25日（水） 12時10分 晴れ ５℃ １名

2020年
1月1日（水）

15時02分 晴れ ４℃ ２名

87 三重 12月31日（火） 10時35分 晴れ

２名

89 長野 1月4日（土） 19時07分 晴れ ２℃ １名

88 兵庫

85 埼玉 12月14日（土） 18時02分 晴れ １２℃

１名

84 三重 12月4日（水） 17時30分 曇り ７℃ １名

82 釧路 11月23日（土） 14時10分 晴れ ８℃

　２０１９（令和元）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

２名83 大阪 11月24日（日） 19時20分 晴れ １４℃

90 埼玉 1月4日（土） 20時45分 曇り ４℃ ２名

10



月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・８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ゲームで遊んでいる男児を

（４０歳前後） 発見。特に異常は認められなかった。声をかけたところ、両親が遊技中とのことであったので、特徴を
母親 聞きだした上で店内放送と併せ捜索した結果、発見から約20分後、店内にて遊技中の両親を発見。

（３５歳前後） 車内事故防止の取組及び危険性を説明し、ご納得いただいた上で退店いただいた。

・６歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で施錠され窓が閉じられた車内で遊んでいる女児を発見。
（３５歳前後） 特に異常は認められず、声をかけたところ父親が隣接するゲームセンターにいるとのことであったため

女児とともにゲームセンターへ向かい、当該施設の従業員に許可を得て父親を捜したところ間もなく
発見。父親には事故の危険性を説明し、ご納得いただいた様子でそのままお帰りいただいた。

・5歳前後の女児　　…１名 母親 来店客から「地下駐車場に子どもの車内放置がある」との通報があり、マネージャーが現場へ急行した
・４歳前後の女児　　…１名 （２０歳前後） ところ、エンジン停止中で施錠され窓が閉じられた軽自動車内で遊んでいる３人の女児らを発見。
・生後数か月の乳児…１名 女性 特に異常は認められなかった。直ちに店内放送するとともに警察へ通報。マネージャーは現場で様子を

（年齢不詳） 見守り続けた。約10分後に警察官が到着。その5分後に母親の連れの女性が現われたため、警察官が
事情聴取したところ「トイレに行っていた。私は付き添いで母親がどこへ行ったかわからない。」とのこと
であった。さらにその5分後、母親が現われた時点でその後の対応を警察官に任せた。その後、同日
20時頃、再度警察官が来店し、防犯カメラ画像等の確認を行った。その内容や警察官の言動から、
放置された女児らの年齢のほか、遊技時間は約1時間であったこと、常連客ではなかったこと、警察より
厳重注意がなされたものの、処分等は不明であることが判明した。

・３歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン（エアコン）稼働中の黒色車両を発見。後部窓（スモークフィルム有り）から
（３０歳前後） ライトを照らし施錠された車内を確認したところ、後部座席に携帯電話を手にして座っている女児を発見。

直ちに店内へ連絡しマネージャーが現場へ急行。マネージャーが現場に到着したのとほぼ同時に父親が
現場に現われた。事情を伺ったところ「帰宅前に店内を見てから帰ろうと考え入店したところ、知人が居て
話をしていた。遊技はしていない。」等と申し立てたが、店舗側から「遊技をしていなくても、お子様がいる
時点で敷地内への入場をお断りしている。」旨を告げたところ、放置者は理解した様子で退店していった。
当該ホールは日頃からライト、ハンマー、ガムテープを携行して緊急時に備えている。

・１０歳の男児　　　…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（スモークフィルム有り）が閉じ
（４０歳） られた後部座席でDVDを視聴している男児を発見。声をかけたところ「母親が遊技中」とのことであった

ため、直ちに店内へ連絡し店内放送にて母親を呼び出すとともに責任者が車両傍らにて待機していた
ところ、約10分後に母親が当該車両に戻ってきた。男児を引き渡す際に事故の危険性及び車内放置
禁止の旨を説明したところ、母親は何も話さず職員の話に頷いていたが、特に反省した様子は認め
られなかった（母親の遊技時間は約15分間であった。）。

・１０歳の男児　　　…１名 親戚の男性 来店客から駐車場巡回員に対し放置された児童がいる旨の通報があり、現場へ急行したところ、5歳の
・５歳の男児　　　　…１名 （２０歳） 男児の手を引いて歩いている男性を発見。男性は「トイレを借りるところだ。」と弁明したため子連れでの

来店はできない旨を説明したところ、車に引き返した。しかし、約15分後の巡回の際、エンジン停止中で
施錠され窓（スモークフィルム有り）が閉じられた当該車両に男児２名が放置されているのを発見した
ため、直ちに店内へ連絡。責任者２名が当該車両へ急行したところ10歳の男児が下車してきたことから
声をかけたところ放置者について「トイレに行ってくると言われている。」と回答してきた。その後、暫く
男性の帰りを待ったが現われないため、責任者２名は店内へ戻り防犯カメラ画像にて男性を追跡した
結果、店内で遊技中であることが判明したことから、直ちに声かけを行い、運転免許証により身分確認を
行うとともに、車内放置の危険性等を説明し、厳重注意のうえ退店要請をしたところ、反省の態度を示し、
退店していった。

・１歳の女児　　　…１名 父親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で未施錠のスモークフィルム窓の車内のチャイルドシートにて
（年齢不詳） 寝かされている女児を発見。直ちに店内に連絡し車両ナンバーにて遊技客へ声がけをした結果、

母親 間もなく母親を発見。母親とともに当該車両へ移動し、女児の安全確認をした上で母親に事情を伺った
（３５歳） ところ、少しの時間だから、などの回答があったが、子ども事故の現状を説明し、厳重注意のうえ退店

いただいた。

１名95 宮城 2月23日（日） 17時00分 雪 ３℃

被害児童等
放置者 概　要

1月5日（日） 16時00分 晴れ ８℃

　２０１９（令和元）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

１名91 兵庫

１名92 神奈川 1月18日（土） 20時00分 雨 ３℃

２℃

３名93 愛知 2月3日（月） 17時55分 曇り ９℃

3月8日（日） 16時45分 晴れ ２０℃

１名94 青森 2月23日（日） 20時30分 曇り

２名

97 香川 3月12日（木） 11時30分 晴れ １０℃ １名

96 鹿児島
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月日 時間 天気 気温 人数 内訳
・７歳～１２歳の男児…２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）が閉じられた未施錠の
・５歳～１２歳の女児…３名 （３０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。直ちに店内へ連絡し店内放送した

ところ間もなく母親が現われた。事情を伺ったところ、隣接するマンガ喫茶の駐車場が満車であったため
空きがでるまで一時的に駐車していたとの弁明があった。その後、事故の危険性等を説明し、
ご理解いただいた上で退店いただいた。

・１歳の男児　　　…１名 母親 駐車場巡回の際、エンジン停止中で窓（スモークフィル無し）が少し開いていた施錠された軽自動車内
（２０歳代） 後部座席のチャイルドシートにて寝ている男児を発見。直ちに店内へ連絡し店内放送にて保護者を

呼び出したところ休息所でタバコを吸っていた女性が慌てた様子で戻ってきた。事情聴取したところ
母親であること､喫煙目的で入店したと申し立てたため、事故の危険性等を注意したところ反省した様子
で退店していった。放置者は入店後、スロットコーナーを徘徊してから休息室に入室しており、知人を
捜すために入店したものと推察された。

計　　　１３５　　名報告数　　 ９９　件　（ 　　３５都府県方面組合　）

５名98 石川 3月12日（木） 15時10分 晴れ １０℃

　２０１９（令和元）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

１名99 長崎 3月20日（金） 15時10分 晴れ １４℃
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