
平成25年度 特定設備事故届出状況（エスカレーター）

番号
事 故
発生日

事故の
分 類

事故の詳細
建物
用途

方向
発生
位置

被害者の
年齢層

人数 症状 被害程度 再発防止策の状況

1 .3/21 つまづき エスカレーターに乗る際に転倒した。 駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1 右手甲負傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

2 .3/27 逆行等
上りエスカレーターに乗っている際、キャ
リーカートを落としたため、取りに行こう
と逆行し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 20～64歳 1 足捻挫 入院不要
キャリーカート利用者に対する注意喚起掲示追
加

3 .3/28 つまづき
エスカレーターのステップを上がろうとし
たところ、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 5歳以下 1 額部擦傷 入院不要
掲示・放送による注意喚起
店内巡回警備の強化

4 .3/30 その他･不明
ほどけた左足の靴ひもがエスカレーター
（オートウォーク）降り口の隙間に挟まり
転倒した。

マーケッ
ト

上り 降り口 20～64歳 1 右足首骨折 入院不要 靴ひもの巻き込まれ注意の掲示・放送を追加

5 .3/30
両手に荷物

等
手荷物2個とキャリーカートを持って乗ろ
うとしたところ、足がもつれ転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 なし 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

6 4/3 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 20～64歳 1 後頭部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

7 4/3 飲酒
泥酔状態でエスカレーターに乗ったとこ
ろ、中央部付近でバランスを崩し転倒し
た。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1 後頭部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

65歳以上 1 打撲 入院不要

20～64歳 2 打撲 入院不要

9 4/7
カート等利

用
旅行用キャリーバッグを持って乗ったとこ
ろ、バランスを崩し転倒した。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1 左膝裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

10 4/9 その他･不明

手すりで遊んでいて、手すりに上半身を乗
り上げたところ、バランスを崩し、2階か
ら1階（交差設置の反対側エスカレーター
1階付近）に転落した。

百貨店 下り 乗り口 6～12歳 1
脳挫傷、
脾臓破裂、
脚部骨折

3週間以上の入院
エスカレーターで遊ばないよう注意表示を増
設。
巡回警備及び防犯カメラによる安全確認。

65歳以上 1 腹部打撲 入院不要

20～64歳 1
右上腕部打撲、
左全頭部打撲

入院不要

12 4/15 つまづき
バランスを崩して転倒し、下方にいた別の
利用者が助けようとしたが支えきれず転倒
した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 2 右上腕部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

65歳以上 1 腰・膝打撲 入院不要

65歳以上 1 頭部打撲 入院不要

14 4/18 つまづき
バランスを崩し、下方にいた別の利用者に
しゃがみこむような体勢になった。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 2 打ち身 入院不要
巡回警備・点検の強化。エレベーター利用の誘
導。

15 4/23 つまづき バランスを崩し転倒した。
マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要 （第2報未提出）

16 4/24
両手に荷物
等

右手骨折のためギプスをした利用者が、左
手にキャリーカートを持って乗っていたと
ころ、バランスを崩して転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 擦傷 入院不要
巡回警備・点検の強化。エレベーター利用の誘
導。

17 4/26
カート等利
用

キャリーカートを持って乗っていたとこ
ろ、バランスを崩して転倒した。

マーケッ
ト

下り 不明 65歳以上 1 頭部出血 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

18 4/27 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、小銭
を落としたため拾おうとしたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

下り 中央 65歳以上 1 右側頭部裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

19 4/29 その他･不明

エスカレーター降り口付近で遊んでいた幼
児がエスカレーター内に落ちていた紙を拾
おうとした際に左手薬指が櫛歯に当たっ
た。

マーケッ
ト

不明 降り口 5歳以下 1
左手薬指腹部

裂傷
入院不要 注意喚起掲示を追加。

20 4/30 飲酒
酩酊状態でエスカレーターに乗ったとこ
ろ、バランスを崩し転倒した。

駅舎 上り 中央 20～64歳 1 頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

21 4/30 飲酒
飲酒後にエスカレーターに乗ったところ、
つまづいて仰向けに転倒した。

駅舎 上り 中央 20～64歳 1 頭部出血 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

22 5/1 つまづき
杖利用者が手すり持たずに乗っていたとこ
ろ、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 額部裂傷等 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）
エレベーターの利用誘導を追加。

23 5/2
カート等利
用

歩行器を使用している利用者が、付添人と
ともにエスカレーターに乗ったが、バラン
スを崩して転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
巡回警備・点検の強化。エレベーター利用の誘
導。

24 5/7 つまづき 降り口でステップにつまずき転倒した。
マーケッ
ト

下り 降り口 65歳以上 1
右頬打撲
口腔内切創

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

25 5/7
カート等利
用

キャリーカートを持って乗っていたとこ
ろ、バランスを崩して転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

26 5/9 つまづき
手すり持たずに乗っていたところ、バラン
スを崩し転倒した。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 2
右前腕・右下
腿部の負傷、
腰部打撲

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

27 5/9 その他･不明
男児がエスカレーター付近で遊んでいたと
ころ、手すり引込口カバーに手を挟んだ。

販売店 下り 降り口 5歳以下 1 打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

28 5/16 つまづき バランスを崩し転倒した。
マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 打撲・出血 入院不要
不注意又は身体能力の問題であると考えられる
ため、今回の事故を受けて特に対策を講じるこ
とはない。

29 5/17 飲酒
泥酔状態でエスカレーターに乗ったとこ
ろ、中央部付近でバランスを崩し転倒し
た。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 後頭部裂傷 入院不要
蛍光灯を交換し、足元を見やすくした。
従業員によるエレベーター利用誘導を追加。

30 5/19 その他･不明
エスカレーターの手すりに足をかけてまた
がったところ、階下の階段に転落した。

マーケッ
ト

下り 調査中 20～64歳 1 不明 調査中
意図的に手すりにまたがったものであると考え
られるため、今回の事故を受けて特に対策を講
じることはない。

31 5/23 体調不良等
突然意識を失ってバランスを崩し転倒し
た。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1
左手甲・右
腕・右頬擦過

傷
入院不要

従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

32 5/25
カート等利
用

キャリーカートを持って乗っていたとこ
ろ、バランスを崩して転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1
頭部・足部打

撲
入院不要

従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

8 駅舎 上り 中央
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

11 4/12 つまづき
2名の利用者がバランスを崩して転倒し、
下方にいた利用者1名が巻き添えになっ
た。

マーケッ
ト

上り 中央
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

貧血のためバランスを崩して転倒し、下方
にいた利用者数名が巻き添えになった。

体調不良等4/4

上り 中央

従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）
エレベーターの利用促進のため、案内の変更・
増設を検討

13 4/15 つまづき
マーケッ
ト

体調不良のためバランスを崩して転倒し、
下方にいた別の利用者が巻き添えになっ
た。
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33 5/25 つまづき
エスカレーターのステップから足を踏み外
して転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
自主点検の結果、設備に問題が無かったため、
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

34 5/26 飲酒
飲酒状態でエスカレーターに乗っていたと
ころ、バランスを崩し転倒した。

複合施設 不明 不明 20～64歳 1

口蓋部裂創、
右前腕部打
撲、右下腿部

挫創

不明 （第2報未提出）

35 5/27
カート等利
用

カートごとエスカレーターに乗っていたと
ころ、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1
右足擦過傷、
左腕出血

入院不要
従業員による手荷物を運ぶお手伝いの声掛け、
エレベーターの利用誘導を追加。

36 5/29 つまづき
杖をついて乗ろうとしたところバランスを
崩して転倒し、横に並んでいた同乗者も転
倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 2 脚部擦過傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

37 6/2 飲酒
飲酒状態でエスカレーターに乗っていたと
ころ、バランスを崩し転倒した。

百貨店 下り 中央 65歳以上 1 頭頂部裂傷 不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）
将来的な安全サインの変更を検討。

38 6/4 つまづき
ステップの端に立っていたところ、足を踏
み外し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1
右側頭部・右
肘裂傷

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）
将来的な安全サインの変更を検討。

39 6/5
両手に荷物
等

両手に荷物を持って乗っていったところ、
バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 降り口 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
設備に問題が無かったため、今回の事故を受け
て特に対策を講じることはない。

40 6/7
両手に荷物
等

二人で両手に荷物を持って乗っていたとこ
ろ、二人ともバランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 2
後頭部打撲、
左膝蓋部擦傷

入院不要 （第2報未提出）

41 6/9 体調不良等
突然意識を失ってバランスを崩し転倒し
た。

販売店 下り 中央 13～19歳 1 なし 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

42 6/11 つまづき 乗る際にバランスを崩し転倒した。 駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1
後頭部及び左
膝打撲

入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

43 6/11 つまづき 乗る際にバランスを崩し転倒した。
マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1
頭部打撲及び

擦傷
入院不要

従来より事故対策を講じているが、店内全館放
送でも注意喚起を行う。

44 6/12 つまづき
手すりにつかまらず、保護者も手を繋がず
に乗っていた幼児が、後ろに振り向いた際
にバランスを崩し、転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 5歳以下 1
右前頭部打撲
裂傷

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

45 6/12 その他･不明

夫婦でエスカレーターに乗っていたとこ
ろ、子どもが横をすり抜けたことに驚いた
妻がバランスを崩し、助けようとした夫も
転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 2
頭部・腕部打

撲
入院不要

従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

46 6/16
両手に荷物
等

片手に杖、もう一方に荷物を持ってエスカ
レーターに乗っていたところ、バランスを
崩し転倒した。

マーケッ
ト

下り 中央 65歳以上 1 左手擦過傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

47 6/17 つまづき
ポケットに手を入れてエスカレーター上を
歩いていたところ、バランスを崩し転倒し
た。

駅舎 上り 不明 65歳以上 1
左頬・左手甲
より出血

入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

48 6/17 つまづき 乗り口でつまづいて転倒した
マーケッ
ト

下り 乗り口 65歳以上 1 左前腕部打撲 入院不要 （第2報未提出）

49 6/21 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、足が
もつれて転倒した。

駅舎 上り 不明 65歳以上 1 額部裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

50 6/21 つまづき バランスを崩し転倒した。 その他 上り 中央 20～64歳 1 頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

51 6/21 飲酒
酩酊状態でエスカレーターに乗っていたと
ころ、降り口付近で足がもつれて転倒し
た。

複合施設 下り 降り口 65歳以上 1
頭頂部・右耳
裂傷

不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

52 6/25
カート等利
用

キャリーカートに乗せていた荷物が落ちた
ため、落ちた荷物を取ろうとして、バラン
スを崩し転倒した。

マーケッ
ト

下り 中央 65歳以上 1 左後頭部裂傷 入院不要
カート利用者等への業務用エレベーター利用の
声掛け

53 6/29
両手に荷物
等

両手に荷物を持ってエスカレーターに乗っ
ていったところ、バランスを崩し転倒し
た。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1
左顔面打撲、
左手甲擦過傷

入院不要 音声案内等による対策を検討したい。

54 6/30 つまづき 乗り口付近でバランスを崩し転倒した。
マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 背中打撲 入院不要 （第2報未提出）

55 7/4 その他･不明

車いす利用者（介助者付）が下りオートス
ロープを利用していたところ、降り口で車
いすのタイヤが引っかかって動かなくな
り、後続の利用者がつかえて転倒した。

百貨店 下り 降り口 65歳以上 3 打撲、擦傷 入院不要 車いす利用禁止の掲示を追加

56 7/4 つまづき
幼児を連れてエスカレーターに乗ろうとし
たところ、幼児に気を取られて、自らが足
を踏み外し転倒した。

マーケッ
ト

下り 乗り口 20～64歳 1 右肘裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

57 7/7 つまづき
エスカレーターに乗る際にバランスを崩し
転倒した。

百貨店 下り 乗り口 65歳以上 1 腕部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

58 7/11 つまづき
杖をついて手すりを持たずに乗っていたと
ころ、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 額及び鼻裂傷 入院不要
従業員からのエレベーター利用の声掛け
注意喚起放送の音量増加

59 7/11
カート等利
用

キャリーカートを持って乗ろうとしたとこ
ろ、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1
左足打撲、左
肘過傷、頭部

打撲
入院不要

従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）
従業員用エレベーター利用の声掛け

60 7/14
カート等利
用

幼児が乗車可能なショッピングカートに幼
児を乗せ、そのままエスカレーターに乗ろ
うとしたところ、ステップにカートが接触
した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 5歳以下 1 不明 入院不要 買い物カートを利用しないよう掲示を追加した

61 7/14 その他･不明
手すりにぶら下がりながら、スカートガー
ド（ステップ横の金属部分）上を歩こうと
したところ、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 5歳以下 1 後頭部裂傷 入院不要

従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）
危険な乗り方を見かけた場合に積極的に注意・
声掛けをするよう全従業員に呼びかけ

62 7/17 その他･不明
エスカレーターに乗車中、手すり下のガラ
スガードの金具部分を持ったため、持ち手
が動かずバランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 不明 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、照度アップ）

63 7/17 つまづき
杖利用者がエスカレーターに乗る際にバラ
ンスを崩し転倒した。

百貨店 下り 乗り口 65歳以上 1 右顎擦傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

64 7/18
両手に荷物
等

両手に荷物を持ってエスカレーターに乗っ
ていったところ、バランスを崩し転倒し
た。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1
頭部裂傷、腕
部擦過傷

入院不要
臨時に点検を行って、必要な消耗部品等の交換
を行った。
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65 7/18 飲酒
酩酊状態でエスカレーターに乗っていたと
ころ、バランスを崩し転倒した。

駅舎 下り 中央 65歳以上 1 右側頭部裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

66 7/25 つまづき バランスを崩し転倒した。
マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 後頭部裂傷 入院不要
既存注意喚起掲示物の確認
店内放送による注意喚起

67 7/25 その他･不明
手提げ袋を手すり上に置いていたところ、
可動警告板に引っかかったため、バランス
を崩し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1
後頭部打撲及
び肋骨骨折

3週間未満の入院

手提げ袋に入っていた日傘の骨がエスカレー
ター横のガラスパネルの継ぎ目に入り込んだ可
能性も有るため、継ぎ目のコーティングを行う
予定。

68 7/27 つまづき
バランスを崩して転倒しかけた利用者を支
えようとした別の利用者が、バランスを崩
し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 右顎打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

69 7/28
機械的

トラブル等
安全装置が働き停止したため、バランスを
崩して膝を打撲した。

百貨店 下り 不明 65歳以上 1 左膝打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

70 7/29 その他･不明
介添者が同行の身体障がい者をエスカレー
ターに乗せようとしたところ、足がついて
行かず、2人とも転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 後頭部裂傷 入院不要 高齢者等への業務用エレベーター利用の声掛け

71 7/30 つまづき バランスを崩し転倒した。
マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

72 7/30 つまづき
杖を使用していた利用者がエスカレータか
ら降りる直前にバランスを崩して転倒し
た。

その他 上り 降り口 20～64歳 1 頭痛 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

73 7/30
カート等利
用

乗る際にキャリーカートを持ち上げようと
したところ、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 右膝下裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

74 8/3 その他･不明
幼児が上りエスカレーター降り口を逆行
し、降り口付近ですぐにしゃがみこみ、ス
テップに手をついたところ負傷した。

百貨店 上り 降り口 5歳以下 1 左手薬指切傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

75 8/6 体調不良等
気分が悪くなって、バランスを崩し転倒し
た。

マーケッ
ト

下り 降り口 65歳以上 1
顔面打撲・擦

傷
入院不要

今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

76 8/10 つまづき
エスカレーターから降りるため、手すりか
ら手を放したところ、バランスを崩し転倒
した。

駅舎 下り 降り口 65歳以上 1
後頭部・腰部

打撲
入院不要

今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

77 8/10 体調不良等
一瞬意識を失い、バランスを崩し転倒し
た。

マーケッ
ト

上り 中央 6～12歳 1 後頭部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

78 8/11
カート等利
用

ショッピングカートを押して乗ったとこ
ろ、バランスを崩して転倒した。

マーケッ
ト

上り 不明 65歳以上 1 左側頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

79 8/14 つまづき
エスカレーターに乗る際に、つまづいて転
倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 右前腕部挫創 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

80 8/14 つまづき
エスカレーターに乗る際に、つまづいて転
倒した。

駅舎 上り 乗り口 20～64歳 1 後頭部裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

81 8/15 つまづき
杖をついて乗っていたところ、杖が滑って
バランスを崩し、手すりで顔面を打った。

マーケッ
ト

下り 中央 65歳以上 1
額部及び鼻部
裂傷

入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

82 8/17
カート等利
用

ショッピングカートを押して乗っていたと
ころ、カートが積荷で重たかったため、降
り口の段差にカートが引っかかり転倒し
た。

販売店 下り 降り口 65歳以上 1
前額部打撲挫

創
入院不要

カートのままエスカレーターに乗らないよう掲
示を追加した。

83 8/19 その他･不明 下りエスカレーターで転倒した。 百貨店 下り 不明 65歳以上 1 頭・腰打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

84 8/19
カート等利
用

ショッピングカートを押してエスカレー
ターに乗ったが、降り口で降り切れず、バ
ランスを崩して転倒した。

マーケッ
ト

上り 降り口 65歳以上 1 頭部裂傷 入院不要 エスカレーターでのカート利用禁止放送・表示

85 8/20 つまづき
エスカレーターに乗る際に、バランスを崩
し転倒した。

百貨店 下り 乗り口 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

86 8/21
両手に荷物
等

荷物と傘を手に持ち、両手がふさがった状
態で、エスカレーターに乗ったところ、バ
ランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 左前腕部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、照度アップ）

87 8/22 つまづき
エスカレーターに乗る際に、うまくステッ
プに乗れず、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 右前腕部挫傷 3週間未満の入院 エレベーター利用の告知強化

88 8/24 体調不良等
体調不良のためバランスを崩した利用者を
別の利用者が支えようとしたところ、二人
とも転倒した。

駅舎 上り 不明 65歳以上 1 骨折 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

89 8/24 つまづき
エスカレーターに乗ってすぐに振り返った
際、バランスを崩し転倒した。

その他 上り 乗り口 20～64歳 1 顎・右手裂傷 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

90 8/26
両手に荷物
等

両手に荷物を持って、エスカレーターに
乗ったところ、バランスを崩し転倒した。

百貨店 上り 乗り口 65歳以上 1 臀部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

91 8/31
カート等利
用

所持していたカートの重みに耐え切れず、
バランスを崩して転倒した。

駅舎 上り 中央 20～64歳 1 左腕骨折 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

92 8/31
カート等利
用

キャリーカートを持ってエスカレーターに
乗ったところ、キャリーカートのコマがス
テップに引っかかり、バランスを崩して転
倒した。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

93 9/2 体調不良等
めまいを起こし、バランスを崩して転倒し
た。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1
額部・鼻部裂

傷
入院不要

手すりを持つよう掲示物を設置。
従業員に対し、高齢者等への気配り、万一事故
が発生した際の対応を指導。

94 9/5 つまづき 中段あたりでバランスを崩し転倒した。 その他 上り 中央 65歳以上 1
左側後頭部裂

傷
不明

今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

95 9/5
カート等利
用

買い物カートを持って、エスカレーターに
乗る際に、バランスを崩し転倒した。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1 後頭部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、点検）

96 9/7
カート等利
用

キャリーを引いてエスカレーターに乗ろう
とした際に、キャリーが乗り口に引っかか
り転倒した。

共同住宅 上り 乗り口 65歳以上 1
側頭部裂傷・
膝打撲

入院不要 注意喚起掲示
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97 9/10
カート等利

用
エスカレーターを降りる途中、キャリー
バッグの重みでバランスを崩し転倒した。

その他 下り 降り口 65歳以上 1
頭部打撲・左
肘擦過傷

不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

98 9/10 その他･不明
エスカレーター上で荷物を下に置こうとし
たところ、バランスを崩し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 左側頭部裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

99 9/12 つまづき
エスカレーターに乗っている際、後ろから
声をかけられたと思い、振り向いた際に足
を滑らせて転倒した。

複合施設 上り 中央 65歳以上 1 不明 3週間未満の入院
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

100 9/12
両手に荷物

等

片手に杖、もう一方に荷物を持ってエスカ
レーターに乗ったところ、ステップの端に
乗ってしまい、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 不明 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

101 9/12 飲酒
2名の利用者が、酩酊状態で肩を組んでエ
スカレーターに乗っていたところ、バラン
スを崩し転倒した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、点検）

102 9/13 つまづき
エスカレーターに走って乗り込んだとこ
ろ、中央付近でステップにつまづいて転倒
した。

駅舎 上り 中央 6～12歳 1 額部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

103 9/17
カート等利

用

両手に荷物とショッピングカートを持っ
て、エスカレーターに乗っていたところ、
バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

104 9/20
カート等利

用

買い物カートを押して、手すりを持たずに
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 後頭部裂傷 3週間未満の入院 高齢者等への業務用エレベーター利用の声掛け

105 9/21 つまづき
手すりを持たず、エスカレーターに乗って
いたところ、バランスを崩し、足首を痛め
た。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 足首捻挫 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

106 9/21 つまづき

前方の利用者がバランスを崩しそうになっ
たため、支えようとしたところ、転倒し
た。（前方の利用者は手すりにつかまり転
倒しなかった）

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

107 9/21 つまづき
エスカレーターに乗車中、振り向きざまに
バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 不明 20～64歳 1 後頭部裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

108 9/23 つまづき
エスカレーター乗車中に走行し、ステップ
につまづいて転倒した。

百貨店 上り 不明 6～12歳 1 左脛裂傷 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

109 9/24 つまづき エスカレーターに乗る際に転倒した。 駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

110 9/24
カート等利

用
エスカレーターに乗車し、キャリーバッグ
を引いたときにバランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

下り 不明 65歳以上 1 右前腕部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

111 9/24 つまづき エスカレーターに乗る際に転倒した。
マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1
右足打撲及び
挫創

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

112 9/24 体調不良等
後方へ顔を向けた際、意識を失い4段程転
落した。

百貨店 上り 不明 20～64歳 1
意識不明・朦

朧
不明

今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

113 9/25 飲酒
エスカレーターに乗車し、急いで駆け下り
る途中に足がもつれて転倒した

駅舎 下り 中央 65歳以上 1 頬・腕等裂傷 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

114 9/26 飲酒
泥酔状態でエスカレーターに乗ったとこ
ろ、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

下り 乗り口 20～64歳 1 後頭部裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

115 9/27 体調不良等

エスカレーターに乗っていたところ、突然
意識を失い転倒した。なお、事故2日前に
も同症状により救急搬送されているとのこ
と。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 後頭部裂傷 3週間未満の入院 高齢者等への業務用エレベーター利用の声掛け

116 10/1 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 首部痛 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

117 10/2 つまづき
エスカレーターに乗ったところ、ステップ
に乗れず転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 頭部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起放送）

118 10/3
両手に荷物

等

左手に荷物を持っていたため、右手で左側
の手すりを掴もうとしたところ、バランス
を崩し転倒した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1 左側頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、点検）

119 10/3
カート等利

用

所有していたカートを押してエスカレー
ターに乗車した際、バランスを崩し転倒し
た。

マーケッ
ト

下り 不明 65歳以上 1
頭部打撲・裂

傷
入院不要

今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

120 10/9 つまづき
杖をつき足元がおぼつかず腰が曲がってお
り、上りエスカレーターで、バランスを崩
して仰向けに転倒した。

複合施設 上り 不明 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

121 10/10 その他･不明
オートウォークで前方の利用者を追い越そ
うとしたところ、接触し転倒した。

マーケッ
ト

下り 中央 5歳以下 1 額部打撲 入院不要
従来より幼児連れの保護者には手を繋いで利用
するよう掲示を行っているが、見やすいよう位
置を変更した。また、店内放送も行っている。

122 10/11 つまづき
上りエスカレーターを2段飛ばしで上って
いたところ、足を踏み外して転倒した。

駅舎 上り 中央 20～64歳 1 右前頭部挫創 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、点検）

123 10/15 つまづき
エスカレーターに乗る際に足を踏み外して
転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1
瞼及び前腕部

挫創
入院不要

従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

124 10/18 つまづき
エスカレーターに乗る際に、タイミングが
合わず転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 後頭部裂傷 入院不要 高齢者等へのエレベーター利用の声掛け

125 10/21 つまづき
杖利用者がエスカレーターから降りる際に
バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 降り口 65歳以上 1 額部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、巡回）

126 10/21 つまづき
エスカレーターに乗車した直後、ハンド
レールに左肘を突いたと同時に後ろ向きに
転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 後頭部裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

127 10/22 つまづき
他の利用者の荷物により非常停止したこと
により転倒した。

駅舎 下り 中央 20～64歳 1 頚椎捻挫 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

128 10/23
カート等利

用

車椅子を手押し状態でエスカレーターを上
がろうとし、乗ってすぐにバランスを崩し
後方へ転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 不明 入院不要 告知物取付け、従業員・警備員の巡回強化
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129 10/24 つまづき
一人がバランスを崩したため、手を繋いで
いた二人とも転倒し、一番下まで落ちた。

駅舎 下り 中央 65歳以上 2
右瞼・右手裂

傷
右手首裂傷

不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

130 10/24 つまづき

左手に杖代わりの傘を持ち、エスカレー
ターに乗ろうとした際、手すりに手を乗せ
ステップに足を乗せるがバランスを崩し転
倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1
左手甲側人差
し指付根裂傷

入院不要
放送・表示物による注意喚起、従業員への安全
教育

131 10/25 飲酒 飲酒によりバランスを崩し転倒した。
マーケッ
ト

上り 不明 65歳以上 1 後頭部裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

132 10/25 つまづき 歩いている際に転倒した。 その他 上り 不明 20～64歳 1 額裂傷 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

133 10/27 飲酒
同乗者と立ち話をしながらエスカレーター
に乗っていたところ、足元がふらつき転倒
した。

駅舎 下り 不明 65歳以上 1 額右側裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

134 10/29 飲酒
泥酔状態でエスカレーターに乗っていたと
ころ、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 頭部出血 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

135 10/30 つまづき 降り口でつまずき転倒した。
マーケッ
ト

上り 降り口 65歳以上 1
こめかみ・手
甲擦過傷

入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

136 11/3 その他･不明
ベビーカーにてエスカレーターに乗車中、
ベビーカーより飛び出し転倒した。

百貨店 下り 中央 5歳以下 1 額打撲・裂傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

5歳以下 1 入院不要

20～64歳 1 入院不要

20～64歳 1 手甲打撲 入院不要

65歳以上 1 なし 入院不要

139 11/9 その他･不明
スカートがエスカレーターに挟まり転倒し
た。

その他 下り 不明 13～19歳 1 後頭部痛 入院不要 注意喚起掲示を強化した。

140 11/9 つまづき
杖利用者がエスカレーターから降りる際に
バランスを崩し転倒した。

複合施設 下り 降り口 65歳以上 1 頭部打撲挫創 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、点検）

141 11/11 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 足打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

142 11/14 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

下り 中央 65歳以上 1
額部裂傷、腕
部及び足打撲

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）
目視点検を行った。

143 11/14
両手に荷物

等

キャリーカートと荷物で両手が塞がったま
まエスカレーターに乗って、後ろに転倒し
た。

百貨店 上り 不明 65歳以上 1 腰打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

144 11/14 体調不良等
エスカレーターに乗っていて、めまいを起
こし転倒した。

駅舎 上り 降り口 20～64歳 1
額部打撲、擦

過傷
入院不要

今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

145 11/15 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 頭部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）
目視点検を行った。

146 11/15 その他･不明 エスカレーター乗り口で転倒した。 その他 下り 乗り口 65歳以上 1 後頭部打撲 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

147 11/17
カート等利

用
手押し車を押してエスカレーターに乗ろう
としたところ、転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 頭部裂傷 入院不要 注意喚起掲示、放送、声掛け

148 11/17 つまづき 降り口付近でバランスを崩し転倒した。
マーケッ
ト

上り 降り口 65歳以上 1 顔面挫創 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

149 11/17
両手に荷物

等
左手に持っていた荷物が支障となり、エス
カレーターに乗り込む際に転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 頭部打撲 3週間以上の入院
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

150 11/20
カート等利

用

買い物カートを持って、エスカレーターに
乗ろうとしたところ、バランスを崩し転倒
した。

百貨店 上り 乗り口 65歳以上 1 側頭部打撲 入院不要 検討中。

151 11/20 つまづき
エスカレーターから降りる際にバランスを
崩し転倒した。

駅舎 上り 降り口 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

152 11/23 つまづき
飲酒状態でエスカレーターに乗っていたと
ころ、バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

下り 中央 20～64歳 1
頭部挫創及び
腰部打撲

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

153 11/25 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

154 11/25 飲酒 飲酒によりバランスを崩し転倒した。
マーケッ
ト

上り 不明 20～64歳 1
右目尻出血・
左手・頬に擦
過傷

入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

155 11/27 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 肩打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

156 11/27 逆行等
エスカレーターの乗り口付近で、元の階に
戻ろうと逆行したところ、バランスを崩し
転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 側頭部打撲 入院不要
注意喚起の掲示物設置。
従業員の巡回による声掛け。

157 12/1
カート等利

用

歩行用カートを押してエスカレーターに乗
ろうとしたところ、バランスを崩して転倒
した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 顔面打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

158 12/2 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1
頭部及び腿部

挫創
入院不要

今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

159 12/5 つまづき
前方の利用者がバランスを崩し、後方の利
用者を巻き込み転倒した。（けがは後方の
利用者のみ）

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
注意喚起の掲示物設置。
従業員の巡回による声掛け。

160 12/5 つまづき
エスカレーターを歩いて上っていたとこ
ろ、足を踏み外して転倒した。

駅舎 上り 中央 13～19歳 1 頭部擦過傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

上り 中央
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

138 11/6 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し、支えようとした同行者ととも
に転倒した。

百貨店

137 11/4 つまづき
父親が子供を抱っこしたままエスカレー
ターに乗り込んだところ転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

後頭部打撲
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161 12/6
両手に荷物

等

両手に重い荷物を持って、エスカレーター
に乗ろうとしたところ、バランスを崩し転
倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1
腕部擦過傷、
腰部打撲

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、エレベーター利用声掛
け）

162 12/6 飲酒
飲酒状態でエスカレーターに乗ろうとした
ところ、バランスを崩し転倒した。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1 頭部出血 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

163 12/9 体調不良等
持病の発作により意識を失ってバランスを
崩し転倒した。

駅舎 下り 乗り口 20～64歳 1 膝打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、点検）

164 12/13 つまづき
エスカレーター乗車中、足を踏み外してバ
ランスを崩し転倒した。

その他 下り 不明 65歳以上 1 左頬打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

165 12/15 つまづき
歩きながら降りて、バランスを崩し転倒し
た。

百貨店 下り 不明 65歳以上 1
顔面打撲・鼻
下部裂傷

入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

166 12/15 飲酒
エスカレーターに乗った際に足がもつれて
転倒した。

その他 下り 乗り口 65歳以上 1 左耳後ろ裂傷 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

167 12/16
両手に荷物

等

両手に重い荷物を持って、エスカレーター
に乗ろうとしたところ、バランスを崩し転
倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1
目立った外傷
なし

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、エレベーター利用声掛
け）

168 12/19
カート等利

用

キャリーバッグを持ってエスカレーターに
乗っていたところ、キャリーバッグがうま
く乗っていなかったために、手すりを放し
て乗せなおそうとしたところ、バランスを

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要 注意喚起掲示を追加予定

169 12/19 その他･不明
エスカレーターで移動の際、降り口に気づ
かず前向きに転倒した。

百貨店 不明 不明 65歳以上 1 頭部出血 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

170 12/20
両手に荷物

等

ハンドバッグから物を取り出すために、手
すりから手を放していたところ、バランス
を崩して転倒した。

その他 上り 中央 65歳以上 1 後頭部裂傷 3週間未満の入院 注意喚起看板を新設した。

171 12/21
カート等利

用

キャリーバッグを持ってエスカレーターに
乗ろうとしたところ、自身がうまくエスカ
レーターに乗れず、バランスを崩し転倒し
た。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 後頭部腫脹 入院不要 注意喚起掲示を追加予定

172 12/21
カート等利

用

キャリーバッグを持ったままエスカレータ
に乗り込んだところ、バランスを崩し転倒
した。

マーケッ
ト

下り 乗り口 65歳以上 1 胸部打撲 入院不要 注意喚起掲示を追加した。

173 12/24 逆行等
エスカレーターに乗っていたところ、忘れ
物に気づいて逆行し、バランスを崩し転倒
した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
注意喚起掲示の追加。
エスカレーターの利用が危険と思われる利用者
への声掛け。

174 12/25 つまづき
エスカレーターから降りる際にバランスを
崩し転倒した。

駅舎 上り 降り口 65歳以上 1 顔面擦過傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

175 12/27
カート等利

用
車椅子に乗せたまま、介添者がエスカレー
ターに乗り、バランスを崩し転倒した。

その他 下り 不明 65歳以上 2 頭部出血 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

176 12/29 つまづき
杖利用者がエスカレーターに乗る際にバラ
ンスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 腹部打撲 入院不要
業務用エレベーターの利用案内看板を設置し
た。

177 12/29 つまづき 降り口で服の裾を踏み、転倒した。 その他 上り 降り口 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

178 12/31
カート等利

用

買い物カートを押しながらエスカレーター
に乗ろうとしたところ、バランスを崩し転
倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 特に無し 入院不要 従来のものの他に注意喚起表示を新たに掲示

179 1/2 体調不良等
降り口で意識を失い転倒した。
病院搬送後、インフルエンザと診断されて
おり、その影響とみられる。

マーケッ
ト

下り 降り口 20～64歳 1 特に無し 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

180 1/2 飲酒
飲酒状態でエスカレーターに乗っていたと
ころ、バランスを崩し転倒した。

駅舎 上り 中央 20～64歳 1 額部裂傷等 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、点検）

181 1/5 つまづき
エスカレーター降り口付近でバランスを崩
して転倒し、同行者を巻き添えにした。

百貨店 上り 降り口 65歳以上 2
後頭部打撲及
び腰部打撲、
後頭部打撲

入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

182 1/7 体調不良等
エスカレーター利用中に意識が朦朧として
バランスを崩し、転倒した。

マーケッ
ト

下り 中央 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
注意喚起掲示の追加。
警備員等による注意。

183 1/16
カート等利

用

キャリーカートを持ってエスカレーターに
乗っていたところ、降り口でキャスターが
引っかかり転倒した。

駅舎 下り 降り口 65歳以上 1 掌部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、点検）

184 1/17 飲酒
ふらつきながらエスカレーターに向かい、
手すりにつかまり乗車するも、直後にふら
つき転倒した。

駅舎 上り 乗り口 20～64歳 1 頭部裂傷 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

185 1/19 つまづき
エスカレーター降り口でつまづき転倒し
た。

マーケッ
ト

不明 降り口 65歳以上 1
鼻出血・頬擦
過傷

不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

186 1/20
カート等利

用
手押し車を押したまま乗り込み、バランス
を崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 頭部擦過傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

187 1/22 つまづき
第3者が駆け足で降りた衝撃でエスカレー
ターが緊急停止した際、バランスを崩し転
倒した。

その他 下り 降り口 20～64歳 1
顎・額・右手
裂傷

不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

188 1/23
両手に荷物

等
荷物を多く持っていたため、バランスを崩
し転倒した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1
左頬裂傷・額
打撲

入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

189 1/23
両手に荷物

等

両手に買い物袋を持ってエスカレーターに
乗っていたところ、バランスを崩し転倒し
た。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 鼻部擦過傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

190 1/24
両手に荷物

等

両手に荷物を持ってエスカレーターに乗り
込む際、後ろを振り返ろうとしてバランス
を崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

191 1/24 つまづき
エスカレーターに乗る際にバランスを崩し
転倒した。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1 けがなし 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

192 1/25
両手に荷物

等
幼児を抱いてエスカレーターに乗っていた
ところ、バランスを崩し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 背部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。
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193 1/27 つまづき
倒した杖を拾おうとした際に、ハンドレー
ルを持っていなかったため、バランスを崩
し転倒した。

駅舎 下り 乗り口 65歳以上 1 左眉上部裂傷 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

194 1/28 つまづき
エスカレーターの降り口付近でつまづき、
転倒した。

飲食店 下り 降り口 65歳以上 1 前額部裂創 入院不要 注意喚起の掲示を追加した。

195 1/28
両手に荷物

等
リュックを背負い、両手に紙袋を持ってい
たため、バランスを崩し転倒した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1 左頭部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

196 1/29 その他･不明
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

その他 上り 中央 20～64歳 1 膝擦過傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

197 2/1 その他･不明
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 頭部裂傷 入院不要 エスカレーターを目視点検

198 2/1 飲酒
酩酊状態でエスカレーターに乗っていたと
ころ、バランスを崩し転倒した。

駅舎 下り 中央 65歳以上 1 なし 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

199 2/5 つまづき
杖利用者がエスカレーターに乗る際にバラ
ンスを崩し転倒した。

販売店 下り 乗り口 65歳以上 1 頭部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

200 2/6 つまづき

エスカレーターに駆け込んだところ、バラ
ンスを崩し転倒した。（感知式のため、動
き出した事に対応できなかったものと考え
られる）

販売店 上り 乗り口 5歳以下 1 頭部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

201 2/8 体調不良等
片目が見えない状態で、上りエスカレー
ターに乗っていたところ、足元がふらつき
転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1
頭部及び左頬
打撲、左薬指

裂傷
入院不要

今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

202 2/9 飲酒
泥酔していたために、誤って逆方向のエス
カレーターに乗ろうとして転倒した。

駅舎 下り 降り口 20～64歳 1 頭部裂傷 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

203 2/10 その他･不明
松葉杖利用者がエスカレーターに乗る際に
バランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 20～64歳 1 足打撲 3週間未満の入院
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

204 2/11 その他･不明

杖利用者がエスカレーターに乗ってすぐに
バランスを崩したために、下方にいた別の
利用者が支えようとしたところ、下方の利
用者が腰を痛めた。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 腰痛 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

205 2/15 飲酒
酩酊状態でエスカレーターに乗ろうとした
ところ、バランスを崩し転倒した。

駅舎 上り 乗り口 20～64歳 1 指擦過傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

206 2/16 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 顔面打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

207 2/20 つまづき
エスカレーター上で振り返ったところ、バ
ランスを崩し転倒した。

マーケッ
ト

上り 中央 65歳以上 1 頭部挫創 入院不要 機器点検を行った。

208 2/22 つまづき
エスカレーターから降りる際に、足がうま
く上がらず、転倒した。

マーケッ
ト

上り 降り口 65歳以上 1 額部・鼻打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

209 2/23 その他･不明
幼児が親と手を繋いでエスカレーターに
乗っていたが、途中で手を放し駆け上がっ
たところ、バランスを崩し転倒した。

百貨店 上り 中央 5歳以下 1 顔面擦過傷 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

210 2/24 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、バラ
ンスを崩し転倒した。

複合施設 上り 中央 65歳以上 1 手・頭部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

211 2/24 その他･不明
前方の利用者がバランスを崩したのを支え
ようとした利用者が、耐えきれず転倒し
た。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 腰部打撲 入院不要
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。

212 2/27 その他･不明
後方（上方）の利用者が手荷物を落とした
ため、それを避けようとした利用者がバラ
ンスを崩し転倒した。

その他 下り 中央 20～64歳 1 膝擦過傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

213 3/1 飲酒
酩酊状態でエスカレーターに乗り、両手の
荷物を持ち帰る際にバランスを崩し転倒し
た。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1 軽傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、点検）

214 3/1
カート等利
用

手押し車を押してエスカレーターに乗ろう
としたところ、手押し車が先行しバランス
を崩したため同行者が支え降り口まで到達
したが、そこで転倒した。

マーケッ
ト

上り 乗り口 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

215 3/3 つまづき
エスカレーターに乗っていたところ、足を
踏み外し転倒した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送、点検）

216 3/7 つまづき
動く歩道に乗っていたところ、バランスを
崩し転倒した。

その他 － 中央 65歳以上 1 手甲出血 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

217 3/18 つまづき
母親と子供が手を繋いで乗車したが、途中
で手が離れてしまい、子供がバランスを崩
し転倒した。

マーケッ
ト

下り 中央 5歳以下 1
顔面腫れ・擦

過傷
入院不要 注意喚起放送・声かけ実施

218 3/20
カート等利

用
手押し車を携行し、乗車して間もなく、バ
ランスを崩し転倒した。

その他 下り 中央 20～64歳 1 頭部裂傷 不明
今回の事故を受けて特に対策を講じることはな
い。


