
NO. 報告種別 記述項目 内容

第１報 発生日時 平成２０年３月２６日（水）／１７：４３頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターが緊急停止し再起動の際、乗客が転倒

６５歳以上（１名）
足の打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 エスカレーター上に乗客がいることを確認せずに再起動したため
（詳報） 再発防止策 手順書の見直し、警備員への再訓練の徹底
第１報 発生日時 平成２０年３月２２日（土）／１２：００頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーター利用時にふらつき、並んで乗っていた人と共に転倒

６５歳以上（２名）
左手甲に切り傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 手摺を持っていたが、後ろを振り返った際にバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 エスカレーター側面に注意喚起のシール貼付予定
第１報 発生日時 平成２０年３月１９日（水）／２０：００頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーター利用時にバランスを崩し転倒

２０～６４歳以上（１名）
軽傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩し転倒（飲酒していた）
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成２０年３月１９日（水）／１２：４２頃
（速報） 発生場所 河内長野市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーター利用時にめまいを起こし転倒

２０～６４歳以上（１名）
腰・背中の打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 めまいを起こし転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成２０年３月１５日（土）／１７：００頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターを利用時、後ろ向きに転倒

６５歳以上（１名）
右前腕部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩し転倒（飲酒していた）
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成２０年３月１５日（土）／１４：４５頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターを利用時、バランスを崩し抱いていた孫を落とした

０～５歳以上（１名）
後頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 孫を抱き直した際バランスを崩し落とした
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年８月３日（金）／１７：０３頃
（速報） 発生場所 八尾市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーター乗場付近で転倒

６～１２歳以上（１名）
足に擦り傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 ヒールの高い靴を履きバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
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第１報 発生日時 平成２０年３月８日（土）／１３：２５頃
（速報） 発生場所 吹田市

建築物用途 駅舎
事故の状況 昇り口付近でふらつき後ろに転倒

６５歳以上（１名）
後頭部擦過傷・打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（既に対策を講じている）
第１報 発生日時 平成２０年３月３日（月）／１１：３０頃
（速報） 発生場所 河内長野市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターで転倒

６５歳以上（１名）
顔面打撲及び裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 買い物カートが降り口で引っかかりバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 注意事項の掲示の場所・枚数の見直し等
第１報 発生日時 平成２０年３月１日（土）／１１：４５頃
（速報） 発生場所 富田林市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーター降口付近で転倒

６５歳以上（１名）
入院を要さない程度の負傷

第２報 事故の原因 バランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 注意喚起の表示物を増やし、放送の音量を上げた
第１報 発生日時 平成１９年１２月２１日（金）／１６：３５頃
（速報） 発生場所 富田林市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレータ中程で転倒

６５歳以上（１名）
入院を要さない程度の負傷

第２報 事故の原因 バランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 注意喚起の張り紙を貼付
第１報 発生日時 平成１９年１１月１２日（月）／１６：３０頃
（速報） 発生場所 富田林市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレータ中程より転倒

６５歳以上（１名）
入院を要さない程度の負傷

第２報 事故の原因 不明
（詳報） 再発防止策 特に無し（既に対策を講じている）
第１報 発生日時 平成１９年１１月５日（月）／１６：３５頃
（速報） 発生場所 富田林市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレータ中程より転倒

６５歳以上（１名）
入院を要さない程度の負傷

第２報 事故の原因 不明
（詳報） 再発防止策 特に無し（既に対策を講じている）
第１報 発生日時 平成２０年２月２３日（土）／１０：１５頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレータ乗車中に気を失い転倒

６５歳以上（１名）
左目瞼負傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 気を失い転倒
（詳報） 再発防止策 巡回強化
第１報 発生日時 平成２０年３月１日（土）／１１：３０頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターから降りる際、つまずき転倒

６５歳以上（１名）
左目瞼負傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 降りる際につまずきバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
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第１報 発生日時 平成２０年３月２日（日）／１１：４０頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターが急停止し乗客が転倒

２０～６４歳（１名）
膝の打撲及び足首の捻挫（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 乗客の荷物等があたり、安全装置が作動し停止した可能性あり
（詳報） 再発防止策 利用時の注意事項の取付等
第１報 発生日時 平成２０年２月２１日（木）／１４：３５頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒。

２０～６４歳（１名）
首、肩及び足を打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 従業員による店内巡回の実施
第１報 発生日時 平成２０年２月２８日（月）／１３：２４頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒。

６５歳以上（１名）
腰部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成２０年２月８日（金）／２０：４５頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 駅舎
事故の状況 下りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
頭部に裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成２０年２月１９日（火）／１２：２０頃
（速報） 発生場所 大阪狭山市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターにて、転倒。

６５歳以上（１名）
腰部及び腕を打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成２０年２月１０日（日）／１１：３０頃
（速報） 発生場所 高石市

建築物用途 販売店
事故の状況 下りエスカレーターにて、足を踏み外し転倒。

６５歳以上（１名）
打撲および額に切傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 足を滑らせ、踏み外したため転倒。
（詳報） 再発防止策 高齢者及び幼児への声掛けを実施。
第１報 発生日時 平成２０年２月５日（火）／１１：４３頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
耳に裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 体調不良によるふらつきの為バランスを崩す
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成２０年１月３１日（木）／１２：５０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
腰部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策
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第１報 発生日時 平成２０年１月１８日（金）／１１：２０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーター上がり口にて転倒。

６５歳以上（１名）
頭部出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 荷物等で両手がふさがったままエスカレーターを利用した為
（詳報） 再発防止策 注意喚起放送、POP表示等
第１報 発生日時 平成２０年２月９日（土）／１１：１０頃
（速報） 発生場所 箕面市

建築物用途 マーケット
事故の状況 オートウォークにて、バランスを崩し転倒。

２０～６４歳（１名）
腰部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 手すりを持たなかった為バランスを崩す。
（詳報） 再発防止策 出入り口の汚れ具合の点検強化。
第１報 発生日時 平成２０年２月２日（土）／１６：３５頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店

事故の状況
上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。その際、昇り地点でステップに
指を巻き込む。
5歳以下（１名）
指に切傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成２０年２月７日（木）／１５：５６頃
（速報） 発生場所 茨木市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

５歳以下（１名）
瞼に切傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 幼児が単独でエスカレーターを利用した為バランスを崩す。
（詳報） 再発防止策 幼児が利用の際は、保護者に対する注意喚起を強化する。
第１報 発生日時 平成２０年１月２７日（日）／１５：１０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、カート利用の為バランスを崩し両足を打撲。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 飲酒の為バランスを崩す。
（詳報） 再発防止策 巡回警備の強化
第１報 発生日時 平成２０年２月１日（金）／１６：００頃
（速報） 発生場所 大東市

建築物用途 マーケット

事故の状況
乗口でうまく乗れず転倒した為、後の別の利用者にぶつかり、転倒。背中と
肘打撲。
６５歳以上（１名）
背部及び腕の一部を打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 うまく乗れずバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 高齢者に対してエレベーター利用案内の掲示
第１報 発生日時 平成２０年２月３日（日）／１５：１０頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、ふらつき転倒。。

６５歳以上（１名）
頭部、脚部に擦傷。頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者の体調不良等によるふらつきの為
（詳報） 再発防止策 高齢の利用者に対するエレベーター利用の呼びかけ、注意喚起板の位置変
第１報 発生日時 平成２０年１月３１日（木）／１４：００頃
（速報） 発生場所 柏原市

建築物用途 その他
事故の状況 1～３階までの上りエスカレーターにて転倒

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 手押し車を押しながら乗ったため
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示を追加
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第１報 発生日時 平成１９年１２月２２日（土）／１４：５０頃
（速報） 発生場所 箕面市

建築物用途 マーケット
事故の状況 動く歩道の降り側にて、バランスを崩し転倒、頭部及び腰部を強打。

２０～６４歳（１名）
頭部及び腰部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 動く歩道を利用中、手摺を持たなかった為
（詳報） 再発防止策 雨天時の巡回強化
第１報 発生日時 平成２０年１月１５日（火）／１５：５６頃
（速報） 発生場所 河内長野市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターにて、利用者がめまいにより転倒する。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者の目眩による
（詳報） 再発防止策 稼動目視点検を実施。
第１報 発生日時 平成１９年１２月１５日（土）／１３：５０頃
（速報） 発生場所 門真市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、落し物を拾う為に逆行し、転倒。腰を強打。

６５歳以上（１名）
腰部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年１２月９日（日）／１４：００頃
（速報） 発生場所 門真市

建築物用途 販売店

事故の状況
下りエスカレーターを上りエスカレーターと見誤ったまま利用し、バランスを崩
した結果転倒。
６５歳以上（１名）
頭部負傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年１月９日（水）／１４：２４頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーターにて、手押し車を押したまま利用して転倒

６５歳以上（１名）
頭部及び左足に切創（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
予め従業員による声掛けがあったが、その直後に手押し車を引いたままエス
カレーターを利用した為。

（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年１月８日（火）／１１：００頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、降りる際に足を踏み外して転倒し、頭部に切傷。

６５歳以上（１名）
頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 買い物袋や杖等で両手が塞がっていた為
（詳報） 再発防止策 注意喚起放送の音量拡大により対応
第１報 発生日時 平成１９年１月６日（日）／１１：３７頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 販売店

事故の状況
素足でサンダル履きの利用者の足の親指が、エスカレーター最上段に差し
掛かった時に巻き込まれ、段の前に押し当てられる。
６５歳以上（１名）
捻挫（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 黄色の注意表色の上に足を置いていた為
（詳報） 再発防止策 設備担当による点検、保守管理会社による細密点検を実施。
第１報 発生日時 平成２０年１月２日（水）／１３：５０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 振り返った際にバランスを崩した
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（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起を行っているため）

113



第１報 発生日時 平成１９年１２月３１日（月）／１４：５４頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 カートによりバランスを崩し転倒。
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起シール貼付済み）
第１報 発生日時 平成１９年１２月３０日（月）／１７：００頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 カートを引いたままエスカレーターを利用した為バランスを崩す。

（詳報） 再発防止策
カート利用者のエスカレーター使用を禁止する旨のステッカー貼付、また、注
意喚起放送については実施済。

第１報 発生日時 平成１９年１２月２５日（火）／１５：１５頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒。

６～１２歳（１名）
肘を打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩したためと思われる。
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年１２月２５日（火）／１２：１４頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、転倒。

６５歳以上（１名）
頭部打撲及び出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 音声による注意喚起について実施済。
第１報 発生日時 平成１９年１２月２５日（火）／１０：３７頃
（速報） 発生場所 寝屋川市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年１２月１８日（火）／１１：２４頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 ステップにてつまずいた為
（詳報） 再発防止策 検討中
第１報 発生日時 平成１９年１２月２９日（土）／１２：２０頃
（速報） 発生場所 富田林市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年１２月２４日（月）／１７：００頃
（速報） 発生場所 和泉市

建築物用途 マーケット
事故の状況 ５階から４階への動く歩道で靴紐を挟まれ、転倒し肩を強打した。

２０～６４歳（１名）
肩を打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 動く歩道で靴紐を挟まれた為にバランスを崩す。
（詳報） 再発防止策 業者による安全点検の実施、注意喚起看板の内容をより目立たせる。
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第１報 発生日時 平成１９年１２月１９日（水）／１６：３０頃
（速報） 発生場所 高槻市

建築物用途 マーケット

事故の状況
下りエスカレーターにて、足を滑らせた他の利用者を支えようとして、支えき
れず転倒。
６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年１２月１６日（日）／１７：３０頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーターにて、バランスを崩して転倒。。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者がエスカレーターを降り、ステップを越えたところで足元がふらついた
（詳報） 再発防止策 エスカレーター周りの注意告知及び店内放送を完全実施。
第１報 発生日時 平成１９年１２月１８日（火）／１３：２５頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

２０～６４歳（１名）
後頭部及び右膝を打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 手すりを持ち替えようとした際にバランスを崩した模様。
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起シール貼付及び放送実施済）
第１報 発生日時 平成１９年１２月８日（土）／１１：１０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

２０～６４歳（１名）
頭部切傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 不明
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起放送について実施済）
第１報 発生日時 平成１９年１２月６日（木）／１５：４５頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

２０～６４歳（１名）
口内打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 泥酔状態で利用した為
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年１２月５日（水）／１８：４５頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
頭部出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 上りエスカレーターを利用の際、バランスを崩して転倒。。
（詳報） 再発防止策 従業員による声掛け、介助等
第１報 発生日時 平成１９年１２月７日（金）／１３：２０頃
（速報） 発生場所 摂津市

建築物用途 マーケット

事故の状況
男児が一人でエスカレーターに乗り、母親が注意したところ、引き返そうとし
て逆行、転倒。
５歳以下（１名）
頭部擦傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 逆行して利用した為
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年１１月１５日（木）／１８：５０頃
（速報） 発生場所 摂津市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 泥酔していた為と考えられる。
（詳報） 再発防止策 係員の巡回により以上の有無を確認。
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第１報 発生日時 平成１９年１２月１日（土）／１６：３９頃
（速報） 発生場所 吹田市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
後頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 ステップの黄色線上に踏み込んでいた為
（詳報） 再発防止策 エスカレーターの音量調整、店内放送による注意喚起
第１報 発生日時 平成１９年１１月２５日（日）／１３：３０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

２０歳～６４歳（１名）
腰捻挫（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年１１月２０日（火）／１３：２５頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにて転倒。

６５歳以上（１名）
左側頭部擦傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起放送実施済）
第１報 発生日時 平成１９年４月１６日（月）／１５：３２頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 踏段を上る際、足が滑り後ろに乗っていた人と共に転倒し２、３段滑落

６５歳以上（２名）
右側顔面・右手首スリ傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年１１月１１日（日）／１３：２０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
膝の打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 上りエスカレーターにて、ステップにつまづき、前に転倒。
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起シール貼付及び放送実施済）
第１報 発生日時 平成１９年１０月２１日（日）／１３：００頃
（速報） 発生場所 寝屋川市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

２０～６４歳（１名）
足首の捻挫（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 他の子供と接触した結果転倒した子供を抱える際にバランスを崩した。

（詳報） 再発防止策
注意喚起シール、放送などについては実施済。今後は同様の事故が発生し
た際により迅速な対応が可能なように関係者に指示。

第１報 発生日時 平成１９年１１月１７日（土）／１５：４５頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 手荷物を多く持っていた為バランスを崩した。
（詳報） 再発防止策 従業員からの声掛け及び高齢利用者への介助実施。
第１報 発生日時 平成１９年１１月９日（金）／１０：５０頃
（速報） 発生場所 河内長野市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、共に乗せたカートが引っかかった為に転倒。

６５歳以上（１名）
後頭部打撲と右腕の切傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 カートを乗せて利用した為
（詳報） 再発防止策 エスカレーター昇降口へのＰＯＰ表示
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第１報 発生日時 平成１９年１１月１７日（木）／１４：３０頃
（速報） 発生場所 吹田市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し、転倒。

６５歳以上（１名）
後頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 ステップの黄線部を踏んでいた為にバランスを崩す
（詳報） 再発防止策 店内注意喚起放送の音量調整等
第１報 発生日時 平成１９年１０月２８日（日）／１５：３０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 販売店
事故の状況 下りエスカレーターにて、手のひらに切り傷。

6～12歳（１名）
手に切傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 保護板の吊り鎖に触れた為
（詳報） 再発防止策 三角定規版を交換する
第１報 発生日時 平成１９年１１月６日（火）／１４：３２頃
（速報） 発生場所 門真市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒。頭部に軽い傷。

20～64歳（１名）
頭部に軽い損傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年１１月３日（土）／１３：３０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
後頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 両手に荷物を持っていた為、バランスを崩す。
（詳報） 再発防止策 エスカレーター周辺の警備強化、及び高齢利用者への注意呼びかけの強化
第１報 発生日時 平成１９年１０月３０日（火）／１１：２５頃
（速報） 発生場所 寝屋川市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 両手に荷物を持っていた為、バランスを崩す。
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年１０月２０日（土）／１０：３０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
出血及び打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者の体調不良による

（詳報） 再発防止策
従業員によるエスカレーターの使用頻度を上げて注意強化、また掲示物の
掲示を継続して行う。

第１報 発生日時 平成１９年１０月２４日（水）／１３：５０頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 ベルトをつかんでいなかった為バランスを崩す
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年１０月１６日（火）／１５：５０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーターにて、緊急停止ボタンが押されたことによる転倒事故が発

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 いたずらにより停止ボタンが押された。
（詳報） 再発防止策 警備員等による警備強化
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第１報 発生日時 平成１９年１０月１６日（火）／１６：５０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 買い物キャリーを引いたまま利用した為バランスを崩した。
（詳報） 再発防止策 業者により点検を実施。
第１報 発生日時 平成１９年１０月１０日（水）／１４：３０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
出血及び打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 体調不良のためバランスを崩したと思われる

（詳報） 再発防止策
従業員のエスカレーターの使用頻度を上げ、また、事故防止用の掲示物の
掲示を継続して実施。

第１報 発生日時 平成１９年１０月１１日（木）／１５：１０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
頭部及び右すね打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 手押し車を押したまま利用した為

（詳報） 再発防止策
上りエスカレーターを、手押し車を押しながら乗った為に、バランスを崩し転
倒。頭部及び右足打撲。

第１報 発生日時 平成１９年１０月１０日（水）／１８：４５頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
首捻挫、かすり傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 多くの荷物によりバランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年１０月６日（土）／１５：００頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターを、バランスを崩して転倒。

6～12歳（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 飛び跳ねながら利用したため
（詳報） 再発防止策 当該エスカレーターの点検実施
第１報 発生日時 平成１９年１０月２日（火）／１４：３０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターを、手押し車を押したまま利用したためにバランスを崩

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 シニアカーを押したまま利用した為バランスを崩す
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年９月２０日（木）／１０：１３頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにて転倒。左手首及び左膝打撲。

20～64歳（１名）
左手首及び左膝打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年９月２７日（木）／２２：１１頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒し、手に裂傷。

６５歳以上（１名）
手に裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 意識を失ったため。
（詳報） 再発防止策 特になし
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第１報 発生日時 平成１９年９月１３日（木）／１５：０３頃
（速報） 発生場所 寝屋川市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
擦り傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 何らかの理由でバランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 特になし（既に何らかの注意喚起を行っているため）
第１報 発生日時 平成１９年９月１２日（水）
（速報） 発生場所 枚方市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、重い荷物によりバランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 重い荷物をステップに置いた際にバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 注意喚起放送の音量アップ
第１報 発生日時 平成１９年９月６日（木）
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 エスカレーター中段にて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
左足膝より出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年９月３日（月）／１０：４７頃
（速報） 発生場所 枚方市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 カートを押したまま乗り込んだ上に、手すりに手を添えていなかった為
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起等を行っているため）
第１報 発生日時 平成１９年９月３日（月）／１７：３０頃
（速報） 発生場所 高槻市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、転倒。

６５歳以上（１名）
（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 両手に荷物を多く持っていたのに加え、傘が引っかかったため
（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年８月１８日（土）／１２：００頃
（速報） 発生場所 高槻市

建築物用途 その他
事故の状況 下りエスカレーターにて、転倒。

２０歳～６４歳（１名）
左足膝打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年８月３０日（木）／２１：３５頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 その他
事故の状況 上りエスカレーターにて、後ろ向きに転倒。

６５歳以上（１名）
症状不明（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 泥酔のためバランスを崩す。
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年８月２８日（火）／１９：３０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、途中で転倒。

６５歳以上（１名）
症状不明（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 泥酔しており、途中で逆走したため。
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起放送及びステッカー貼付済み）
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第１報 発生日時 平成１９年８月２３日（木）／１２：５４頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、体勢を崩し、転倒。

６５歳以上（１名）
頭部負傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
手すりを持った時に、一緒に持っていた鞄が内側壁に張り付いたためにバラ
ンスを崩す。

（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起放送及びステッカー貼付済み）
第１報 発生日時 平成１９年８月９日（木）／１８：４０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにて、足を踏み外し転倒。

６５歳以上（１名）
頭部、顔面、上腕部裂傷（入院要否不明）

第２報 事故の原因 泥酔状態のためバランスを崩す。
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起放送及びステッカー貼付済み）
第１報 発生日時 平成１９年９月５日（水）／１５：４５頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 その他
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒。

６５歳以上（１名）
（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 何らかの理由によりバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年８月２６日（日）／１９：４０頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 その他
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒。

６５歳以上（１名）
症状不明（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 両手に荷物を持ち、乗ろうとした際にバランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 巡回強化
第１報 発生日時 平成１９年８月３０日（木）／１５：１５頃
（速報） 発生場所 吹田市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーターにて、バランスを失い、転倒。

６５歳以上（１名）
右足擦り傷及び頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 ショッピングカートを押したまま当該エスカレーターを利用したため。
（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年８月２４日（金）／１５：５０頃
（速報） 発生場所 東大阪市

建築物用途 その他
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒。

２０歳～６４歳まで（１名）
症状不明（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者の不注意
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起放送及びステッカー貼付済み）
第１報 発生日時 平成１９年８月３０日（木）／１２：０５頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにて、下側のステップ付近まで転倒。

６５歳以上（１名）
打撲（箇所不明･入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 何らかの理由でバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 シール貼付及び音声による注意喚起
第１報 発生日時 平成１９年８月２７日（月）／１８：４０頃
（速報） 発生場所 枚方市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、転倒。

20歳～64歳まで（１名）
顎部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 何らかの理由で、バランスを崩す。
（詳報） 再発防止策 特になし(注意喚起放送及びシール貼付済み）
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第１報 発生日時 平成１９年８月２６日（日）／１７：００頃
（速報） 発生場所 河内長野市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し、転倒。

65歳以上（１名）
頭部打撲右腕及び右足裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 手荷物を両手に持っていたためにバランスを崩す。

（詳報） 再発防止策
館内アナウンスによる注意呼びかけ及びエレベーター利用の案内（荷物の
多い方に対し）

第１報 発生日時 平成１９年８月２０日（月）／１０：３３頃
（速報） 発生場所 枚方市

建築物用途 百貨店
事故の状況 エスカレーターを利用中、バランスを崩し転倒。

65歳以上（１名）
左腕骨折（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 上りエスカレーターと下りエスカレーターを間違えた為。
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起放送及びシール貼付済み）
第１報 発生日時 平成１９年８月２５日（土）／１５：４０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 百貨店
事故の状況 子供が母親から目を離した隙に、単独でエスカレーターを利用して転倒。

０歳から5歳まで（１名）
指を負傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 目撃者はいないが、バランスを崩したと思われる。

（詳報） 再発防止策
注意喚起用のポスターは設置済み。また、注意喚起シール貼付、看板設置、
放送励行などを予定。

第１報 発生日時 平成１９年８月１６日（木）／１６：００頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、足をつき、足の裏にかすり傷。

１３歳～１９歳（１名）
右親指裏擦過傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年８月１３日（月）／１７：２０頃
（速報） 発生場所 泉佐野市

建築物用途 マーケット

事故の状況
エスカレーターにて、一人が降り口付近でつまずいた為にカートが倒れ、もう
一人に覆いかぶさった結果、転倒した。
６５歳以上（１名）
症状不明（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年８月１２日（日）／１６：５０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し、転倒。

６５歳以上（１名）
軽傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 片手に荷物、もう一方の手で孫の手を引いていてバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起を行っているため）
第１報 発生日時 平成１９年７月２２日（日）／発生時刻不明
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 販売店
事故の状況 エスカレーターにて、段差に足が接触し、負傷（目撃者不在、詳細は不明）。

６歳から１２歳（１名）
症状不明（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 目撃者がおらず、原因は不明
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起放送実施済）
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第１報 発生日時 平成１９年８月９日（木）／１１：００頃
（速報） 発生場所 茨木市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し、後ろ向きに転倒。

６５歳以上（１名）
打撲及び擦り傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
前段に立っていた人が支えていたショッピングカートが倒れ、本人に覆い被
さったためにバランスを崩す。

（詳報） ・カートの使用禁止の掲示を大きくした
店内放送の回数を増やした

第１報 発生日時 平成１９年７月３１日（火）／１２：５０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにて、柵に挟まったバッグを取ろうとして左腕を負傷。

６５歳以上（１名）
右腕を裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 乗り込み時に手提げバッグを手すりの外側面に持っていた為
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起シールの貼付及び喚起放送について既に実施している）
第１報 発生日時 平成１９年８月２日（木）／１０：４０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 百貨店
事故の状況 エスカレーターにて、バランスを崩し負傷。

６５歳以上（１名）
肘及び膝の裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 途中で足がもつれたため
（詳報） 再発防止策 新たに注意喚起看板の設置を行う予定。
第１報 発生日時 平成１９年８月１日（水）
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターにて、転倒し、指を負傷。

０歳から５歳（１名）
指に裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩し、転倒した。
（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年７月２８日（土）／１３：３７頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターにて、転倒し、指を負傷。

０歳から５歳（１名）
頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 被害者である児童が、母親の手を振りほどいた為にバランスを崩し、転倒し
（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年７月２４日（火）／１２：００頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 エスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
頭部打撲及び左肘擦り傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者がカートを押したまま乗ったため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年７月３１日（火）／１２：５０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、転倒し負傷。

６歳から１２歳（１名）
両膝裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 別の利用者（子供）とふざけ合っていたためバランスを崩す。
（詳報） 再発防止策 子連れの多くなる期間限定で、注意喚起ステッカー貼付予定。
第１報 発生日時 平成１９年７月２６日（木）／１０：４０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、転倒し負傷。

６５歳以上（１名）
頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用中に意識を無くした為転倒した。
（詳報） 再発防止策 特になし(注意喚起ステッカー貼付済み)
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第１報 発生日時 平成１９年７月１３日（金）／１０：４０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、転倒し負傷。

６５歳以上（１名）
頭部２箇所裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩したため。
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年６月２８日（木）／１２：４０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて負傷

６５歳以上（１名）
負傷程度等不明

第２報 事故の原因 利用中にバランスを崩したと思われる。
（詳報） 再発防止策 特になし(既に注意喚ステッカー貼付済み)
第１報 発生日時 平成１９年７月３０日（月）／０８：５９頃
（速報） 発生場所 泉佐野市

建築物用途 その他
事故の状況 エスカレーターにて、子供の足がステップの垂直部分に噛み込む。

０歳から５歳（１名）
外傷なし

第２報 事故の原因
当該エスカレーターは車椅子対応であり、車椅子モードで運転されていた
が、直下に当該負傷者がベビーカーに乗せられたまま利用がなされため。

（詳報） 再発防止策
車椅子モードで利用中は他の客が利用しないよう注意すると共に、事故が生
じた部分をペイントし、かつ車椅子対応エスカレーター社内操作説明会にて

第１報 発生日時 平成１９年７月２２日（日）／１１：３０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し、転倒。

６５歳以上（１名）
足部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 ショッピングカートと一緒に載ったためと考えられる。
（詳報） 再発防止策 特になし(従業員による声掛けなどを実施済)
第１報 発生日時 平成１９年６月３０日（土）／１０：４４頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
後頭部出血（３週間未満の入院を要する程度）

第２報 事故の原因 手押し車を持って乗りバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 保安員の巡回強化
第１報 発生日時 平成１９年７月９日（月）／１５：４３頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーターにて、ベビーカーに乗った子供が落下し、負傷。

０歳から５歳（１名）
頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
ベビーカーに子供を乗せたままエスカレーターを利用した上に、子供へのベ
ルトも装着していなかったためと思われる。

（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起シール貼付済み)
第１報 発生日時 平成１９年７月８日（日）／２１：２０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎
事故の状況 エスカレーターを利用中、転倒。

６５歳以上（１名）
頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 足がもつれることによりバランスを崩したと思われる。
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年６月２６日（火）／１４：１６頃
（速報） 発生場所 泉佐野市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、転落し、負傷。

６５歳以上（１名）
頭部及び両腕裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
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（詳報） 再発防止策

34



第１報 発生日時 平成１９年６月２８日（木）／１３：３０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎
事故の状況 エスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

６５歳以上（１名）
後頭部出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用の際、飛び乗ろうとした
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年６月１６日（土）／７：２２頃
（速報） 発生場所 熊取町

建築物用途 自由通路
事故の状況 上りエスカレーターにて、下方へ転倒。

２０歳～６４歳（１名）
足首捻挫（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策

第１報 発生日時 平成１９年６月１４日（木）／１０：２３頃
（速報） 発生場所 富田林市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し、転落。

２０歳～６４歳（１名）
左膝打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 商品を満載したショッピングカートと共に当該エスカレーターを利用したため。
（詳報） 再発防止策 POP取り付け及び従業員による声掛けによる
第１報 発生日時 平成１９年６月１日（金）／１９：４５頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーター登り口にて、転倒し、頭部を強打。

６５歳以上（１名）
頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者の酩酊状態による不注意に起因すると思われる。
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年６月１１日（月）／１１：００頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターにて、５段目から６段目より後方に転倒。

６５歳以上（１名）
後頭部出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者の、貧血または目眩による転倒。
（詳報） 再発防止策 警備員の巡回を増やした
第１報 発生日時 平成１９年６月１１日（月）／１５：４５頃
（速報） 発生場所 大東市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターにて、転倒。

６５歳以上（１名）
頭部顔面打撲及び両腕一部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者がベルトを持たず、体のバランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 放送及び掲示にて注意喚起を行う。
第１報 発生日時 平成１９年６月１３日（水）／２３：３０頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

65歳以上（1名）
頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 酩酊状態のため、バランスを崩した。
（詳報） 再発防止策 駅監督者及び係員による巡回強化
第１報 発生日時 平成１９年６月６日（水）／１５：０２頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーターにて、男児が転倒し、負傷。

0歳～5歳（1名）
頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
ベビーカーに男児が乗ったままエスカレーターを利用し、男児が乗り出した際
に転倒。

（詳報） 再発防止策 従業員による巡回強化。
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第１報 発生日時 平成１９年６月２日（土）／18：20頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターにて、当該者が駆け上がった際に転倒。

0歳～5歳（1名）
前頭部出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 駆け上がった際に自己転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起等を行っているため）
第１報 発生日時 平成１９年５月29日（火）／11：44頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 エスカレーターにて、女性2名が転倒した。

65歳以上（2名）
頭部・顔面打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 前後で会話をしていて前の人がバランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年６月３日（日）／16：10頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターにて、女児が祖母と共に転倒。

0歳～5歳（1名）頭部裂傷
65歳以上（1名）脚部裂傷
（いずれも入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 飛び降りようとした幼児を制止しようとして共に転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年６月２日（土）／12：05頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、足を踏み外し転倒。

65歳以上（1名）
下半身打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 ステップを踏み外したため
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起を行っている）
第１報 発生日時 平成１９年５月30日（水）／15：06頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、転倒。

65歳以上（1名）
後頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 何らかの理由でバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年５月29日（火）／12：15頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにて、利用者が正座した状態で落下し、負傷。

20歳～64歳（1名）
左足を負傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 貧血を起こしバランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起等を行っているため）
第１報 発生日時 平成１９年５月26日（土）／18：30頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒。

65歳～（1名）
左後頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 乗った際にバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 特になし(既に注意喚起等を行っているため）
第１報 発生日時 平成１９年５月２２日（火）／１１：２０頃
（速報） 発生場所 門真市

建築物用途 その他
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒

65歳以上（1名）
症状不明（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 何らかの理由でバランスを崩した
（詳報） 再発防止策
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第１報 発生日時 平成１９年５月１３日（日）／１２：２４頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーターにて、車椅子利用者（利用したままではない）が転倒。

65歳～（1名）
頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
要介助者の介添について、通常は2名のところが1名でなされたままエスカ
レーターを利用したため1名では抱えきれず、転倒に至る。

（詳報） 再発防止策 エスカレーターの非常停止ボタンの位置を明確にすべく、シールを貼付。
第１報 発生日時 平成１９年５月２１日（月）／１２：０８頃
（速報） 発生場所 八尾市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、バランスを崩し転倒

65歳以上（1名）
頭部及び右ひじ擦過傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 両手にカート、荷物を持った状態でバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起等を行っているため）
第１報 発生日時 平成１９年５月１８日（金）／18：49頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 その他
事故の状況 下りエスカレーターにて転倒し、頭部を負傷。

20歳～64歳（1名）
後頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 使用中、数段歩行した後に足を踏み外したため。
（詳報） 再発防止策 エスカレーター使用時の注意喚起用看板を設置。
第１報 発生日時 平成１９年５月１２日（土）／１１：３８頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーターにて転倒、右足を負傷。

20歳～64歳（1名）
右足から出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
両手で買い物袋を持った状態の為にエスカレーターの手すりを持てず、バラ
ンスを崩し転倒。

（詳報） 再発防止策
定期点検を実施、かつ、誘導POPを2箇所設置した上で年配の利用客をエレ
ベーターへ誘導。

第１報 発生日時 平成１９年５月９日（水）／１４：００頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒、後頭部を負傷。

65歳以上（1名）
後頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 エスカレーター利用中、段に足を掛けようとした際にバランスを崩し、転倒。
（詳報） 再発防止策 念のために点検を実施したが、異常が見られなかったため、特に施してはお
第１報 発生日時 平成１９年５月７日／（月）１１：５５頃
（速報） 発生場所 高槻市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、自己転倒し、負傷

65歳以上（1名）
後頭部及び右腕打撲（程度不明）

第２報 事故の原因 杖と荷物で手が塞がっており、手すりを持っていなかった。
（詳報） 再発防止策 高齢の利用者に対して、声掛けを徹底する。
第１報 発生日時 平成１９年４月２７日／（金）１５：３０頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 その他
事故の状況 エスカレーターにてバランスを崩し、転倒。

20歳～64歳（1名）
頭部左側打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 飲酒のため、バランスを崩した。
（詳報） 再発防止策 保安員の巡回を強化。
第１報 発生日時 平成１９年４月１７日／（火）１１：００頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 その他
事故の状況 エスカレーターにてバランスを崩し、転倒。

65歳以上（1名）
頭部左側打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 買い物袋を持ったまま乗ったため、手すりを持ち損ねた。
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（詳報） 再発防止策 保安員の巡回を強化。

10



第１報 発生日時 平成１９年４月１６日／（月）１５：３２頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店

事故の状況
上りエスカレーターにて、後ろに乗っていた他の客と共に転倒し、2、3段滑り
落ちた。
65歳以上（2名）
症状不明（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 使用時に足が滑り、他の利用客と共に転倒。
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年４月１５日／（日）１９：５０頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 エスカレーターにて、つまずき、転倒。

65歳以上（1名）
打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 被害者の足がもつれたため。
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年４月１０日／（火）１２：０５頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターにて、乗り口付近で転倒。

65歳以上（1名）
症状不明（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 バランスを崩したため。
（詳報） 再発防止策 駅助役の巡回強化
第１報 発生日時 平成１９年４月６日／（金）２２：１５頃
（速報） 発生場所 高槻市

建築物用途 複合施設
事故の状況 下りエスカレーターにて、下りきった所で転倒。

0歳から5歳まで（1名）
額に軽症（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 余所見をしたために足をつまづき、転倒。
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年３月３１日／（土）１６：００頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて転倒。

65歳以上（1名）
頭部出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 使用時にバランスを崩した為。
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起シール貼付・音声注意放送を実施済）
第１報 発生日時 平成１９年４月３日／（火）１７：１４頃
（速報） 発生場所 八尾市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレーターにて、孫と接触して転倒。

20歳から64歳まで（1人）
後頭部切創（3週間以上の入院を要する程度）

第２報 事故の原因 両手の荷物により手すりを持ち損ねた結果、バランスを崩した。
（詳報） 再発防止策 特になし（表示ステッカーの貼付及び、専用放送の実施について済）
第１報 発生日時 平成１９年３月３０日／（金）１５：４５頃
（速報） 発生場所 阪南市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーターにて、手すりを持ち損ね転倒

65歳以上（1名）
頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
片手を荷物を持ち、かつもう片手で幼児の手を引いていたために、手すりを
持ち損ねた。

（詳報） 再発防止策 実施済（ステッカー貼付及びアナウンスの実施について済）。
第１報 発生日時 平成１９年３月２１日／（水）１６：０６頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 マーケット
事故の状況 下りエスカレーターにて、女児が乗り込み、転倒及び打撲。

0歳から5歳まで（1名）
左手薬指負傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
保護者の携帯電話が鳴った隙に、女児が一人でエスカレーターに乗って転
倒し、保護者が起こした弾みで更に指を挟んで打撲。
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（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起放送実施済）

2



第１報 発生日時 平成１９年３月２８日／（水）１７：１０頃
（速報） 発生場所 富田林市

建築物用途 販売店

事故の状況
上りエスカレーターで、両手に荷物を持っており、バランスを崩して転倒。そ
の際、後ろにいた利用客も巻き添えに遭う。
65歳以上（2名）
腰を強打
（3週間以上の入院を要する程度）1名
（入院を要さない程度）1名

第２報 事故の原因
1名は両手に買い物袋を持ち、手すりをもち損ね転倒。もう1名はその利用客
が倒れかかった為。

（詳報） 再発防止策 従業員等の声掛け実施を周知。掲示については実施済。
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