
NO. 報告種別 記述項目 内容

第１報 発生日時 平成１９年３月２６日／（月）１１：４５頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 販売店
事故の状況 上りエスカレーターでバランスを崩し転倒。下段にいた方も巻き添えになり転倒

65歳以上（1名）
軽症（入院を要さない程度）
20歳から64歳まで（1名）
軽症（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でバランスを崩して転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起放送を行っているため）
第１報 発生日時 平成１９年３月１３日／（火）１５：３０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から降りる際、バランスを崩して転倒

65歳以上
手の甲軽症（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３月１７日／（土）１０：２０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 下りエスカレーターでバランスを崩して転倒

65歳以上
あごの裂傷（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１９年３月１９日／（月）１５：２０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 販売店
事故の状況 下りエスカレーターで、酒気帯びの利用者がバランスを崩し転倒

65歳以上
後頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 下りエスカレーターで、酒気帯びの利用者が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３月１７日／（土）１２：３５頃
（速報） 発生場所 泉佐野市

建築物用途 展望デッキ

事故の状況
上りエスカレーターにて幼児がバランスを崩し転倒。保護者が目を離したとき
の事故で詳細不明。
5歳以下
後頭部出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 エスカレーター付近にあったイベント告知掲示板に保護者が気を取られた
（詳報） 再発防止策 イベント告知掲示板の移設
第１報 発生日時 平成１９年３月８日／（木）１０：３５頃
（速報） 発生場所 大阪狭山市

建築物用途 駅舎（改札より外側）
事故の状況 下りエスカレーターで両手に荷物を持っており、バランスを崩し転倒

65歳以上
左眉の裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者が足を踏み外し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし

大阪府建築物に付属する特定の設備等の安全確保に関する条例に基づく届出

エスカレーター事故（平成18年度届出分）
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第１報 発生日時 平成１９年３月７日／（水）１８：３０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
エスカレーターに乗る際、踏み段2枚にかけて足を乗せていたため、前の踏み
段と後ろの踏み段に段差ができて、バランスを崩し転倒
65歳以上
腕、肋骨、肩の骨折（3週間以上の入院）

第２報 事故の原因
エスカレーターに乗る際、踏み段2枚にかけて足を乗せていたため、前の踏み
段と後ろの踏み段に段差ができて、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３月１２日／（月）１４：１８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乗った際、両手に荷物を持っており、バランスを崩し転倒

65歳以上
後頭部裂傷（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１９年２月１７日／（土）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 上りエスカレーターで両手に荷物を抱えており、バランスを崩し転倒

65歳以上
後頭部打撲（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で両手に荷物を抱えており、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２月２０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で、バランスを崩して転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　後頭部、左耳裂傷（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おり、バランスを崩して転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起ステッカーの貼付や注意喚起放送を行っているため）
第１報 発生日時 平成１９年２月１７日／（土）１６：５０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で、誰かに押されて転倒
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　左下腿部擦過傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 下りエスカレーター後方に乗っていた利用者に押されて転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年２月７日／（水）１２：１９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でバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　頭部裂傷（３週間未満の入院を要する程度）

第２報 事故の原因 上りエスカレーターに乗ろうとした際、バランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起放送を行っているため）
第１報 発生日時 平成１９年２月５日／（日）１３：２０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

上りエスカレーターに車椅子利用者と介護者が乗っており、降りる際に櫛歯部
に車椅子が引っかかり、車椅子利用者と介護者が転倒。その際、後ろにいた
方2名もまき添いにあい転倒。車椅子利用者以外が負傷した
２０歳から６４歳　　3名頭部打撲等（入院を要さない程度）
２０歳から６４歳　　1名負傷なし

第２報 事故の原因
エスカレーターに車椅子利用者と介護者が乗り、降りる際に櫛歯部に車椅子
が引っかかり、車椅子利用者と介護者が転倒。

（詳報） 再発防止策 エレベーター利用を勧める案内表示を設置予定
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第１報 発生日時 平成１９年２月４日／（日）１３：２０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
上りエスカレーターで、両手に買い物袋を抱えて乗り込みバランスを崩して転
倒し、下にいた方もまき添いになり転倒。
６５歳以上　　左後頭部打撲（入院を要さない程度）
６５歳以上　　左手手首骨折（３週間未満の入院を要する程度）

第２報 事故の原因 両手に買い物袋を抱えて乗り込みバランスを崩して転倒

（詳報） 再発防止策
エスカレーター廻りの注意喚起放送実施及び、エスカレーター乗り口足元に注
意喚起表示

第１報 発生日時 平成１９年２月２５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ショッピングカートを押して乗り込んだ際バランスを崩し転
被害者の概要 ６５歳以上　　後頭部打撲（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でエスカレーターに乗ろうとしてバランスを崩し転倒

（詳報） 再発防止策
特になし（既に売り場巡回時の安全確認や利用者に対しての声かけを行って
いるため）

第１報 発生日時 平成１９年２月１８日／（日）１６：５０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 下りエスカレーターで、手すりを持っておらずバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　頭部打撲（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ため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年２月７日／（水）１０：５頃
（速報） 発生場所 岸和田市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレーターで、バランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　頭部裂傷及び胸部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
手すりを持たずに乗った、或いは黄色の線の内側に乗らなかったため、バラン
スを崩して転倒

（詳報） 再発防止策 上りエスカレーター乗り口足元に注意喚起表示
第１報 発生日時 平成１９年２月３日／（土）１１：９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で、バランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　左前頭部及び左耳裂傷（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
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年１月２９日／（月）１２：１５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 上りエスカレーターで、重いリュックサックと杖を持った状態で、バランスを崩し
被害者の概要 ６５歳以上　　左耳裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 重いリュックサック重いリュックサックと杖を持った状態で、バランスを崩し転倒
（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１月２５日／（木）１７：４０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 下りエスカレーターで、突然目眩を起こし転倒
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　後頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者が突然目眩を起こしたため転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年１２月２５日／（月）１３：４７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で、泥酔の方が途中でバランスを崩して転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　右側頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 かなり酔われた状態で乗ったため、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１９年１月１０日／（水）１９：２０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で、落とした物を拾おうとして前かがみになり転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　頭頂部出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 落とした物を拾おうとして前かがみになり、バランスを崩して転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起放送を流しているため）
第１報 発生日時 平成１９年１月６日／（土）１１：４５頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店

事故の状況
男児をつれた方が、上りエスカレーターで突然気を失い転倒。男児も転倒した
が負傷しなかった
６５歳以上　　右側頭部裂傷（入院を要さない程度）
０歳から５歳　名負傷なし

第２報 事故の原因 上りエスカレーターで突然気を失い転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起放送を流しているため）
第１報 発生日時 平成１９年１２月３０日／（土）１５：４５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でバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　左手中指裂傷（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
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１９年１月６日／（土）１３：０８頃
（速報） 発生場所 羽曳野市

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母親と乗っていた子供が、手を繋いでおらずバランスを
崩し転倒

被害者の概要 ０歳から５歳　　頭部に軽症（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 子供の手を繋いでいなかったため、子供がバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 エスカレーター利用者に注意喚起の呼びかけを行う
第１報 発生日時 平成１９年１月１１日／（木）１８：４２頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）

事故の状況
上りエスカレーターで、飲酒者がバランスを崩して転倒し、下段にいた２人もま
き添いにあい転倒。下段にいた方が軽症を負い、他の2名は診察をしなかった

被害者の概要 ６５歳以上　　両腕打撲等（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 最初に転倒した方の自己転倒
（詳報） 再発防止策 巡回を強化する
第１報 発生日時 平成１９年１月２日／（火）１８：２３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で、昇り降りして遊んでいた子供がバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６歳から１２歳　　前頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 遊んでいて転倒した
（詳報） 再発防止策 警備員や巡回員がエスカレーター利用者を注視していく
第１報 発生日時 平成１８年１２月２６日／（火）１５：２０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乗った際、バランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　腕の打撲及び頬の擦過傷（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(既に注意喚起ステッカーの貼付や注意喚起放送を行っているため）
第１報 発生日時 平成１８年１２月１１日／（月）２０：４０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 飲食店
事故の状況 下りエスカレーターで、バランスを崩し転倒
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　擦過傷（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
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第１報 発生日時 平成１８年１２月１４日／（木）１４：４２頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 下りエスカレーターでバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　軽症（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 利用者の自己転倒
（詳報） 再発防止策 巡回強化
第１報 発生日時 平成１８年１１月２０日／（月）１５：０１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でバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　脇腹打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 手すりを持っていなかったため
（詳報） 再発防止策 特になし（既に手すりを持って乗るよう注意喚起放送を行っているため）
第１報 発生日時 平成１８年１２月４日／（月）１０：４５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の中段付近でバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　軽症（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の中段付近でバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 従業員が来客者に対して注意喚起の声かけを徹底する
第１報 発生日時 平成１８年１２月１１日／（月）１１：２０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でバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　頭部及び指の裂傷（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１８年１１月２１日／（火）１５：４５頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 販売店

事故の状況
上りエスカレーターの降口付近で、前の踏み段につま先を立てて乗っていたた
め、櫛歯部につま先を挟んだ

被害者の概要 ２０歳から６４歳　　右足首捻挫（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 スニーカーのつま先が、踏み段の黄色の線からはみ出していたため

（詳報） 再発防止策
自動案内放送のボリュームアップ、踏み段異常走行検出装置の設置及び、サ
イドパネルに注意喚起表示

第１報 発生日時 平成１８年１１月２８日／（火）１４：１５頃
（速報） 発生場所 高石市

建築物用途 販売店
事故の状況 上りエスカレーターを降りる際、バランスを崩して転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　後頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 エスカレーターを降りる際、バランスを崩して転倒
（詳報） 降口手前に「降口まで５メートル」と事前表示

エスカレーター昇降口に関する注意喚起放送の実施
第１報 発生日時 平成１８年１１月２５日／（土）１９：４０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 上りエスカレーター中段で、バランスを崩し転倒
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　軽症（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 手すりを持たず不安定な状態であったため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年１１月１４日／（火）１８：２０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で、飲酒されていた方がバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 飲酒による転倒
（詳報） 再発防止策 注意喚起ステッカーの追加貼付
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第１報 発生日時 平成１８年１１月５日／（日）１７：４０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で、杖をついた方が手すりを持っておらずバランスを崩し転
被害者の概要 ６５歳以上　　後頭部打撲（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１８年１１月８日／（水）１６：３５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、突然めまいを起こし、転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　打撲等（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 目眩を起こして転倒
（詳報） 再発防止策 従業員による巡回強化及び、利用者のサポートを実施
第１報 発生日時 平成１８年１１月１２日／（土）１６：１５頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 詳細不明
被害者の概要 ６５歳以上　　軽症（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１８年１１月４日／（土）１６：００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 買い物カートを押したまま上りエスカレーターに乗り、途中でバランスを崩し転
被害者の概要 ６５歳以上　　側頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 買い物カートを押したままエスカレーターに乗り、途中でバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 買い物カートを押しての利用禁止表示の設置
第１報 発生日時 平成１８年１１月７日／（火）１５：４５頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）

事故の状況
上りエスカレーターで、手すりを持とうとした際バランスを崩し、後ろの男性と共
に転倒（最初に転倒された方のみ負傷）

被害者の概要 ６５歳以上　　腰の打撲等（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 手すりを持たずに乗っていたため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年１１月５日／（日）１６：１５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で両手に荷物を持って乗っており、途中でバランスを崩し転
被害者の概要 ６５歳以上　　骨折（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乗っており、途中でバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（既に注意喚起表示及び注意喚起アナウンスの実施しているため）
第１報 発生日時 平成１８年１１月１日／（水）１４：０６頃
（速報） 発生場所 阪南市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）

事故の状況
上りエスカレーターでベビーカーを押したまま乗り込みバランスを崩して転倒
（子供のみ負傷）

被害者の概要 ０歳から５歳　　軽症（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 ベビーカーを両手で押したままエスカレーターを利用したため、バランスを崩し
（詳報） 再発防止策 特になし（注意喚起ステッカー、自動放送による注意喚起を行っているため）
第１報 発生日時 平成１８年１０月２６日／（木）１４：０６頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）

事故の状況
上りエスカレーターに手押し車を押しながら乗った際、手押し車のみが先に進
んだため、バランスを崩し転倒

被害者の概要 ６５歳以上　　右側頭部出血（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に手押し車を押しながら乗ったため、手押し車のみ先に進
んだため、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１８年１０月２７日／（日）１６：００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乗っている際、突然意識を失い転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　頭部打撲（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乗っている際、突然意識を失い転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年１０月２２日／（日）１６：００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で、右手に荷物、左手にカートを押して乗り、途中でバラン
スを崩し転倒

被害者の概要 ６５歳以上　　右手首骨折（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で、右手に荷物、左手にカートを押して乗り、バランスを崩し
転倒

（詳報） 再発防止策 特になし（既に売り場巡回及び声かけを行っているため）
第１報 発生日時 平成１８年１０月６日／（金）１１：５０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 足の不自由な方が、上りエスカレーターに乗ろうとした際、つまずいて転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　腕部擦り傷（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乗ろうとした際つまずいて転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年１０月１６日／（月）２０：２８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で転倒（詳細不明）
被害者の概要 ２０歳から64歳以上　　後頭部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 下りエスカレーター降口付近で、本人の不注意で転倒
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示を貼付
第１報 発生日時 平成１８年１０月１９日／（木）１６：１５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の踏み段に、足を半分程度しか乗せておらず、バランスを
崩し転倒

被害者の概要 ６５歳以上　　後頭部打撲（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の踏み段に、足を半分程度しか乗せておらず、バランスを
崩し転倒

（詳報） 再発防止策 特になし（既に巡回及び、声かけ等を行っているため）
第１報 発生日時 平成１８年１０月２１日／（土）１８：００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乗っている際、履いていた履物が脱げて、降りる際にス
テップとコムにすれて負傷

被害者の概要 １３歳から１９歳　　足の親指負傷（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 履物を脱いでエスカレーターに乗っていたため
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示
第１報 発生日時 平成１８年１０月１１日／（日）１７：１０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 上りエスカレーターに手押し車、かさを持って乗っている際、バランスを崩し転
被害者の概要 ６５歳以上　　頭部負傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 手押し車やかさを持って乗ったため、バランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 巡回強化
第１報 発生日時 平成１８年１０月１１日／（日）１７：１０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット

事故の状況
下りエスカレーターの降口付近で、子供の長靴がスカートパネルと踏み段の間
に挟まり停止。長靴を切り救出

被害者の概要 ６歳から１２歳　　軽症（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 長靴がスカートガイドパネルに接触していたため、挟まれた

（詳報） 再発防止策
幼児を乗せる際の注意書き文書を拡大掲示及び、スカートパネルにシリコン塗
布等の改良
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第１報 発生日時 平成１８年１０月１５日／（日）１８：４０頃
（速報） 発生場所 大阪狭山市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 下りエスカレーターで、足を踏み外し転倒
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 下りエスカレーターで、足を踏み外し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年１０月９日／（月）１５：００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
降りオートウォークで、子供用カート（幼児を乗せるタイプのカート）の手を離し
た際、子供用カートが前方へ転倒

被害者の概要 ０歳から５歳　　擦り傷等（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 調査中
（詳報） 再発防止策 子供用カートを一時中止した
第１報 発生日時 平成１８年１０月１２日／（木）１７：３５頃
（速報） 発生場所 河内長野市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）

事故の状況
上りエスカレーターで、体の不自由な方がバランスを崩し、後ろにいた方と共に
転倒

被害者の概要 年齢不明2名　　軽症（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 身体障害者の方がバランスを崩し、後ろにいた方と共に転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年９月２８日／（木）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手押し車を押したまま乗り、バランスを崩して転倒
被害者の概要 ６５歳以上　頭部打撲及び右手首骨折（３週間未満の入院を要する程度）

第２報 事故の原因

下りエスカレーターに手押し車を押したまま乗り、バランスを崩して転倒。エス
カレーターのステップに手押し車が完全に乗っていなかったため、バランスを
崩したと思われる。

（詳報） 再発防止策 注意喚起表示の拡大及び、店内放送による注意喚起
第１報 発生日時 平成１８年９月１７日／（土）１９：００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 上りエスカレーターで、バランスを崩し転倒
被害者の概要 ０歳から５歳　　前頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
被害者が幼児のため、詳細は不明であるが、上りエスカレーターで進行中、バ
ランスを崩し転倒したと思われる。

（詳報） 再発防止策 注意喚起表示の追加及び従業員、警備員の巡回強化
第１報 発生日時 平成１８年９月１６日／（土）１１：３０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で、バランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　右側頭部打撲（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１８年９月１１日／（月）１６：３０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で、バランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　左ひじ打撲（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で進行中、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１８年９月２０日／（水）１９：４５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乗る手前でふらつき、そのままエスカレーターに乗ったた
め、バランスを崩して転倒

被害者の概要 ６５歳以上　後頭部裂傷（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乗る手前でふらつき、そのままエスカレーターに乗ったた
め、バランスを崩して転倒

（詳報） 再発防止策 特になし
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第１報 発生日時 平成１８年９月２０日／（水）１３：３０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カート共に乗りバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　右側頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 カートと一緒に下りエスカレーターに乗りバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（すでに音声アナウンス等を行っているため）
第１報 発生日時 平成１８年９月１５日／（金）１８：４５頃
（速報） 発生場所 枚方市

建築物用途 販売店

事故の状況
上りエスカレーターから降りる際、足元に置いていた荷物を持ち上げようとして
バランスを崩し転倒

被害者の概要 ６５歳以上　軽症（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から降りる際、足元に置いていた荷物を持ち上げようとして
バランスを崩し転倒

（詳報） 再発防止策 注意喚起ポスター貼付及び、注意喚起アナウンスのボリュームアップ
第１報 発生日時 平成１８年９月１９日／（火）２３：１０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 上りエスカレーターの降口でバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　後頭部出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 被害者が状況を思い出せないため不明
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年９月９日／（土）１２：２０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乗っていた際に、傘の先端がベルト部分に挟まり、引き
抜こうとして手持ちのカートが落ち、バランスを崩し転倒

被害者の概要 ６５歳以上　左目上部負傷（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乗っていた際に、傘の先端がベルト部分に挟まり、引き
抜こうとして手持ちのカートが落ちたため、バランスを崩した

（詳報） 再発防止策 エスカレーター利用時の注意喚起（呼びかけ）の徹底
第１報 発生日時 平成１８年９月５日／（火）１３：１５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 買い物袋を両手に持って上りエスカレーターに乗り、バランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
買い物袋を両手に持って上りエスカレーターに乗り、バランスを崩た際に手す
りをつかめずに転倒

（詳報） 再発防止策 保安員巡回強化
第１報 発生日時 平成１８年９月４日／（月）１１：３０頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）

事故の状況
上りエスカレーターに、手押し車と共に乗り、エスカレーター中段付近でバラン
スを崩し転倒

被害者の概要 ６５歳以上　右側頭部打撲（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 利用者がバランスを崩して転倒
（詳報） 再発防止策 巡回強化
第１報 発生日時 平成１８年９月６日／（水）１１：２０頃
（速報） 発生場所 東大阪市

建築物用途 マーケット

事故の状況
下りエスカレーターを上りエスカレーターと勘違いして、逆行するかたちで乗っ
たところ、手押し車が踏み段に押されたかたちになり転倒

被害者の概要 ６５歳以上　右目上部かすり傷（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１８年９月１日／（金）２１：３５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の中段でバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　右腕かすり傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因

（詳報） 再発防止策
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第１報 発生日時 平成１８年８月２３日／（水）１４：４０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 販売店
事故の状況 上りエスカレーターに泥酔者が乗り転倒
被害者の概要 ６５歳以上　左目じり裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 泥酔によりエスカレーターに乗り転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年７月２７日／（木）１８：００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 下りエスカレーターにカートと共に乗り、降口手前で転倒
被害者の概要 ６５歳以上　鼻骨骨折（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 下りエスカレーターにカートと共に乗り、降口手前で転倒
（詳報） 再発防止策 アナウンスにより、注意喚起を行っている
第１報 発生日時 平成１８年７月２２日／（土）１７：３０頃
（速報） 発生場所 茨木市

建築物用途 販売店
事故の状況 下りエスカレーターに乗っている際、バランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　前頭部裂傷（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１８年８月８日／（火）１０：１５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で、足の不自由な方を両親が両脇で支えて降りている際、
降口付近で転倒

被害者の概要 ２０歳から６４歳　　頭部出血（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１８年８月１０日／（木）１５：２３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 下りエスカレーター降り口より、子供が逆行するかたちで昇り、転倒
被害者の概要 ０歳から５歳　　　前頭部裂傷（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１８年８月２日／（水）１１：００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で、杖を持たれた方が足を踏み外し転倒
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　　軽症（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 杖を突いている女性が足を踏み外し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（すでに注意喚起ステッカーの貼付放送を行っているため）
第１報 発生日時 平成１８年７月７日／（金）１４：００頃
（速報） 発生場所 茨木市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 上りエスカレーターを利用中、突然意識をなくし転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　左手首の骨折（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１８年７月２４日／（月）１６：５６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 降りオートウォークを歩行中、歩調がくるい、抱いていた子供をかばったため転
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　くるぶしのはく離骨折（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 降りオートウォークを歩いている際、子供を抱いていたため、バランスを崩し転
（詳報） 再発防止策 店内放送で注意喚起を実施
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第１報 発生日時 平成１８年７月１６日／（日）１０：３０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、杖を持った男性が乗っている際、エスカレーター中段で
バランスを崩し転倒

被害者の概要 ６５歳以上　　頭部及び鼻の出血（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に、杖を持った男性が乗っている際、エスカレーター中段で
バランスを崩し転倒

（詳報） 再発防止策 特になし（すでに注意喚起表示や音声での注意喚起を行っているため）
第１報 発生日時 平成１８年７月１５日／（土）１４：００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 下りエスカレーターで、子供がバランスを崩し、親が子供をかばい転倒
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　左膝打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 下りエスカレーターで、子供がバランスを崩し、親が子供をかばい転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年６月３０日／（水）１２：００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
下りエスカレーターに、手押し車を押して乗ろうとした際、手押し車がエスカレー
ターのどこかにひっかかり転倒

被害者の概要 ６５歳以上　　耳裏裂傷（3週間以内の入院を要する程度）
第２報 事故の原因 下りエスカレーターに手押し車と共に前進し、手押し車ごと落下し転倒
（詳報） 再発防止策 エスカレーター付近に音声ガイダンス予定
第１報 発生日時 平成１８年７月１０日／（月）１５：４０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、ショッピングカートを押して乗ろうとした際バランスを崩し
転倒

被害者の概要 ６５歳以上　　負傷なし

第２報 事故の原因
上りエスカレーターに、ショッピングカートを押して乗ろうとした際バランスを崩し
転倒

（詳報） 再発防止策 エスカレーター近くに絵入り注意喚起ポスター貼付及び、巡回の強化
第１報 発生日時 平成１８年７月１６日／（日）１１：２０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降口でバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　軽症（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１８年７月４日／（火）１２：１５頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 エスカレーター降口でバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　軽症（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 エスカレーター降口でバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 巡回強化
第１報 発生日時 平成１８年７月１１日／（火）１５：００頃
（速報） 発生場所 東大阪市

建築物用途 マーケット

事故の状況
オートウォークから降りる際、後輪を持ち上げたところ、買い物カートがバラン
スを崩し、左手でささえたがその手を負傷

被害者の概要 ２０歳から６４歳　　左手捻挫（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１８年７月４日／（火）１１：５０頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 百貨店

事故の状況
両手に荷物と杖を持ちのっており、下りエスカレーターを降りる際、バランスを
崩し転倒

被害者の概要 ６５歳以上　　左肩骨折（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
両手に荷物と杖を持ちのっており、下りエスカレーターを降りる際、バランスを
崩し転倒
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（詳報） 再発防止策 注意喚起ステッカーを増やした
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第１報 発生日時 平成１８年７月３日／（月）１２：３５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の降口で手すりから手を上手く離すことが出来ず転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　右手内側及び耳たぶの裂傷（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１８年７月７日／（金）８：５７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
2歳児が下りエスカレーターの降口付近で遊んでいたところ、エスカレーターの
ベルト下部に巻き込まれた

被害者の概要 ０歳から５歳　　擦り傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
下りエスカレーターの降口付近で遊んでいたところ、エスカレーターのベルト下
部に巻き込まれた

（詳報） 再発防止策 巡回及び監視カメラでの監視を強化
第１報 発生日時 平成１８年６月３０日／（金）１４：４０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ののコムとステップの間に何かが挟まり、ガタガタと振動し、
左膝を療養中の利用者の左膝に負担がかかり、痛みのため立てなくなった

被害者の概要 ２０歳から６４歳　　左膝に痛み（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
エスカレーターが走行中、異物が上部コムとステップの間に挟まったため、振
動した

（詳報） 再発防止策 部品の交換及び営業中の定時点検の実施
第１報 発生日時 平成１８年６月２３日／（金）１５：３９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でに、両手に杖と荷物を持って乗ろうとした際バランスを崩
して転倒

被害者の概要 ６５歳以上　　軽症（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 両手に杖と荷物を持ち、手すりを持っていなかったため、バランスを崩し転倒

（詳報） 再発防止策

特になし（エスカレーター内専用放送等で、注意喚起を行っており、高齢者が
利用する状況を保安巡回員等が見かけた場合はエレベーターの利用を勧め
ているため）

第１報 発生日時 平成１８年６月２６日／（月）１４：４５頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 上りエスカレーターを利用中転倒（詳細不明）
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　左目瞼裂傷（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中転倒（詳細不明）
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年６月１８日／（月）１５：００頃
（速報） 発生場所 門真市

建築物用途 販売店
事故の状況 上りエスカレーターに乗ろうとした際、後ろに転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　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１８年６月２８日／（木）１７：１５頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 上りエスカレーターで上昇中にエスカレーターが緊急停止したため転倒
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　突き指（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１８年６月２１日／（木）１２：０４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で、３歳の子供と母親が手を繋いで乗っていたが、子供が
手を離してふらつき、後ろにいた女性が支えようとしたが２人とも転倒（子供は
被害なし）

被害者の概要 ６５歳以上　　軽症（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
子供が親の手を離してふらつき、後ろにいた女性が支えようとしたが２人とも転
倒（子供は被害なし）

（詳報） 再発防止策
親子連れのお客様に対して、手をつないで乗るよう、販売員による注意喚起の
声かけを徹底する

第１報 発生日時 平成１８年６月１８日／（木）１０：２０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
子供が後ろ向きで上りエスカレーターに乗っており、降り際のエスカレーター吸
い込み口につまずき転倒

被害者の概要 ０歳から５歳　　頭部裂傷（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 子供がエスカレーターに、後ろ向きで乗っていたため転倒

（詳報） 再発防止策
警備員の巡回強化、注意喚起ステッカーの増設及び注意喚起アナウンスを常
時流す

第１報 発生日時 平成１８年６月８日／（木）１２：５０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 販売店
事故の状況 下りエスカレーターで、カートと共に乗り込みバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　軽症（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エスカレーターを利用したため、バランスを崩しステップから
落下し転倒

（詳報） 再発防止策 注意喚起ステッカーを増やした
第１報 発生日時 平成１８年６月１３日／（火）１６：５０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で、男性が歩いて降りていた際に、３段目付近で足がふら
つき、踊り場で転倒

被害者の概要 ２０歳から６４歳　　左足首の捻挫（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 男性が歩いて降りていた際に、３段目付近で足がふらつき、踊り場で転倒
（詳報） 再発防止策 注意アナウンス放送時間帯の延長及び清掃時ステップ面の点検
第１報 発生日時 平成１８年６月７日／（水）１１：５０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で、足の不自由な男性が荷物を持ったまま４段目あたりで
バランスを崩し転倒

被害者の概要 ６５歳以上　　軽症（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１８年６月３日／（土）１９：４０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で、男性が中段付近でバランスを崩し転倒
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　頭部打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 飲酒によりバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（音声による注意放送、注意喚起ステッカーを貼っているため）
第１報 発生日時 平成１８年５月２２日／（月）１７：１５頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）
事故の状況 下りエスカレーターで、男性がカートを押しながら乗り、降口付近で転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　左まぶた上部裂傷（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 エスカレーターで降っている最中に落下物を拾おうとして無理な体勢となり転
（詳報） 再発防止策 注意喚起アナウンスの音量調節
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第１報 発生日時 平成１８年５月２２日／（月）１１：１５頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎（改札口より外側）

事故の状況
上りエスカレーターに乗り込んだ女性が、途中で手すりを離したため、バランス
を崩し転倒

被害者の概要 ６５歳以上　　外傷なし
第２報 事故の原因 不安定な状態で手すりを離したため、転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成１８年５月８日／（日）１５：４２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でショッピングカートと共に乗り、バランスを崩し転倒。まき
添えで後方の方１名も転倒

被害者の概要 ６５歳以上２名　　打撲等（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共に乗り、バランスを崩し転倒

（詳報） 再発防止策
従業員による声かけによる注意喚起の強化及び、カートでのエスカレーター利
用禁止の案内表示

第１報 発生日時 平成１８年４月１６日／（日）１０：５５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で、被害者の前方にいた方がバランスを崩し、まき添えで
被害者の概要 ２０歳から６４歳　　手の打撲（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 前に乗っていた方がバランスを崩し、後ろに乗った方が巻き添えで転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（緊急点検の結果エスカレーターに異常が無かったため）
第１報 発生日時 平成１８年５月９日／（火）１５：２０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で両手に荷物を持った方がバランスを崩し転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　外傷なし

第２報 事故の原因 両手に荷物を持ち、エスカレーターに乗り転倒。
（詳報） 再発防止策 特に無し（荷物を持っている方へのエレベーター利用の案内を行っているた
第１報 発生日時 平成１８年５月９日／（火）１４：２５頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 販売店

事故の状況
上りエスカレーターにてショッピングカートと共に乗り倒れこみそのまま２階まで
行った

被害者の概要 ６５歳以上　　負傷（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 カートを押してエスカレーターに乗り転倒
（詳報） 再発防止策 特になし（以前より注意喚起放送等を行っているため）
第１報 発生日時 平成１８年４月２８日／（金）１３：００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杖を持ってショッピングカートと共に乗ろうとして転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　外傷なし

第２報 事故の原因 杖を持ってショッピングカートと共に乗ろうとして転倒
（詳報） 再発防止策 注意書きを掲示
第１報 発生日時 平成１８年４月１５日／（土）１９：０９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で母親と一緒に乗っていた男児が転倒。
被害者の概要 ０歳から５歳　　あご部軽打による出血（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 後ろから駆け上がって子供に驚いた
（詳報） 再発防止策 警備員の巡回強化
第１報 発生日時 平成１８年４月１０日（月）／１４：２０頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 親が目を離していたため不明
被害者の概要 ０歳から５歳　　掌底部分の怪我（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 親が目を放した時の事故で直接的な原因不明
（詳報） 再発防止策 特になし
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第１報 発生日時 平成１８年４月４日（火）／１７：００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下から２．３段のあたりで親の手を離れ転倒
被害者の概要 ０歳から５歳　　眉尻付近を負傷し出血（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１８年４月３日（月）／１０：４７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３階の５．６段手前で転倒
被害者の概要 ６５歳以上　　右頭部擦り傷他（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
（詳報） 再発防止策 アナウンス及び、注意喚起看板設置
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