
NO. 報告種別 記述項目 内容

第１報 発生日時 平成21年3月28日（土）／12:34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、意識がなくなり、転倒
被害者の概要 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 意識がなくなったため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成21年3月23日（月）／12:55頃
（速報） 発生場所 高槻市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにて、意識が薄くなり、転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

後頭部及び腰部打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 意識が薄くなった為
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成21年3月12日（木）／18:57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の降り口にて、男児がしゃがみこみ、指先を降り口で引っ
掛け、負傷。

被害者の概要 5歳以下(1名）
右手指先爪を内出血(入院を要さない程度）

第２報 事故の原因 エスカレーターから降りたくないとしゃがみこんだ為
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成21年3月8日（日）／13:35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、バランスを崩し転倒。
被害者の概要 65歳以上(1名）

後頭部打撲及び裂傷(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 注意喚起放送の音量を上げ、注意喚起表示を大きなものにする。
第１報 発生日時 平成21年3月5日（木）／14:30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、踏ん張りきれず、転倒。
被害者の概要 65歳以上(1名）

頭部の打撲及び右手甲部裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 バランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成21年3月2日（月）／15:09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を駆け下りてバランスを崩し、転倒。
被害者の概要 6～12歳(1名）

右足に切り傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 保護者を追い掛けようと駆け下り、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21年2月28日（土）／11:34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 エスカレーターが突然停止し、バランスを崩し転倒。
被害者の概要 65歳以上(1名）

両膝の打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 安全装置が作動し、停止したため
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（詳報） 再発防止策 特になし
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第１報 発生日時 平成21年2月27日（金）／17:34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バランスを崩し転倒。その際、下にいた別の利用客も
一緒に転倒

被害者の概要
20～64歳（1名）頭部及び左肩打撲
65歳以上(1名）左腕及び左足打撲
(いずれも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21年2月25日（水）／15:30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。
被害者の概要 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て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21年2月24日（火）／12:00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て、バランスを崩し、転倒。
被害者の概要 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 カートを押しながら乗り、バランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 エスカレーター横に注意喚起の表示をし、音声注意喚起の音量を上げた。
第１報 発生日時 平成21年2月22日（日）／10:15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にて、バランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

額の打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 カートを押した時、バランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 巡回強化
第１報 発生日時 平成21年2月19日（木）／10:59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
被害者の概要 65歳以上(1名）

後頭部打撲・左手甲裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 荷物、カートにより両手が塞がれておりバランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 監視カメラを設置予定、照明器具の取替えで照度をアップさせる予定。
第１報 発生日時 平成21年2月18日（水）／11:50頃
（速報） 発生場所 東大阪市

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。
被害者の概要 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 座席付手押し車及び杖を持っており、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21年2月17日（火）／15:20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、立ちくらみで転倒。
被害者の概要 65歳以上(1名）

後頭部と腕を打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 立ちくらみによる
（詳報） 再発防止策 注意喚起放送の音量を上げた
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第１報 発生日時 平成21年2月16日（月）／16:02頃
（速報） 発生場所 東大阪市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにて、バランスを崩し、転倒。
被害者の概要 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 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21年2月14日（土）／13:25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にて、バランスを崩し転倒。
被害者の概要 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 手押し車を押しながら利用しており、重さに耐え切れず、バランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 注意喚起放送を館内全体で実施
第１報 発生日時 平成21年2月13日（金）／14:25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、バランスを崩し、転倒。
被害者の概要 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 両手に大量の荷物を持っていてバランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 手すりを持って利用するよう注意喚起する
第１報 発生日時 平成21年2月4日（水）／8:50頃
（速報） 発生場所 河内長野市

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。
被害者の概要 20～64歳(1名）

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 特になし
第１報 発生日時 平成21年2月3日（火）／20:45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にて、飲酒状態で利用し、バランスを崩し転倒。
被害者の概要 65歳以上(1名）

後頭部打撲及び裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 飲酒した利用者が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21年2月2日（月）／13:50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
被害者の概要 65歳以上(1名）

左側頭部裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 カートを押して利用し、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21年1月30日（金）／15:36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にて、カートを押して利用中、転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

頭部打撲及びすり傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 カートを押して利用し、降り口で車輪が引っかかったため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成21年1月30日（金）／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 動く歩道にて、バランスを崩し、転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

左足大腿骨骨折(3週間以上の入院を要する程度）
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第２報 事故の原因 カートの前輪がオートウォークの溝にうまくはまらず傾き、バランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 業者による安全確認点検
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第１報 発生日時 平成21年1月29日（木）／15:20頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 展望台
事故の状況 写真撮影のため、後方を振り向いた際にバランスを崩し、転倒。
被害者の概要 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 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21年1月29日（木）／13:54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、意識が薄くなり、転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

外傷性くも膜下出血(3週間未満の入院を要する程度）
第２報 事故の原因 体調不良により意識が低下していたため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成21年1月28日（水）／15:30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、乗った直後に転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

後頭部出血及び腰部打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 被害者が、忘れ物を他の利用客から知らされ、戻る際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21年1月23日（金）／11:55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、カートを押して利用し、バランスを崩して転倒
被害者の概要 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 カートを押して利用しバランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 エスカレーター利用時にカートの使用禁止の表示及び放送の実施
第１報 発生日時 平成21年1月20日（火）／17:10頃
（速報） 発生場所 枚方市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにて、バランスを崩し、転倒
被害者の概要 65歳以上(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 意識が薄くなった為
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成21年1月19日（月）／13:00頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにてバランスを崩し、転倒
被害者の概要 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 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21年1月18日（日）／16:27頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎
事故の状況 エスカレーターが緊急停止し、その弾みで2名転倒
被害者の概要 20～64歳(2名）

足打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 被害者のサンダルが挟み込まれ、安全装置が作動したものと思われる。
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成21年1月17日（土）／12:25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て転倒し、下にいた利用者も一緒に転
被害者の概要 20～64歳（1名）、65歳以上(1名）

2名とも頭部打撲(入院を要さない程度）
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第２報 事故の原因 1名は立ちくらみのため、もう1名は支えようとして支えきれなかった為
（詳報） 再発防止策 特になし
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第１報 発生日時 平成21年1月16日（金）／8:50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
被害者の概要 65歳以上(1名）

頭部切傷(3週間未満の入院を要する程度）

第２報 事故の原因
ステップ上で落し物を拾おうとした際、上着がステップと側面間に挟まり、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21年1月12日（月）／14:00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降り口付近でふらつき、転倒。
被害者の概要 65歳以上(1名）

胸部打撲及び前歯の折損(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 意識が薄くなり、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21年1月12日（月）／11:40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降り口付近で、つまづき転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

右肩打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 足が不自由であったため
（詳報） 再発防止策 身体の不自由な利用者には従業員が付き添う
第１報 発生日時 平成21年1月11日（日）／17:30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にてバランスを崩し、転倒
被害者の概要 5歳以下(1名）

前頭部裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 保護者と手が繋がれていなかったため、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21年1月8日（木）／20:00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、ステップの端に足を乗せてバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

肩の打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 ステップの端に足を乗せて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21年1月8日（木）／10:10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、足を踏み外し、転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

頭部打撲、右ひざ裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 中段付近で足を踏み外したため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成21年1月3日（土）／16:20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利用時、バランスを崩し転倒（飲酒していた）
被害者の概要 65歳以上(1名）

頭部及び左頬裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 飲酒の為
（詳報） 再発防止策 特になし
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第１報 発生日時 平成21年1月2日（金）／10:08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
エスカレーター利用時、後ろ向きに従業員から忘れ物を受け取った際に、バ
ランスを崩し転倒

被害者の概要 65歳以上(1名）
頭部切傷(入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
エスカレーター利用時、後ろ向きに従業員から忘れ物を受け取った際に、バ
ランスを崩し転倒

（詳報） 再発防止策
管理責任者が従業員等に対し、エスカレーター利用中の方への声掛けの手
法を指導

第１報 発生日時 平成20年12月30日（火）／11:40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、祖母がふらつき、孫にもたれかけ二人とも転倒
被害者の概要 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 意識がなくなったため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年12月21日（日）／18:46頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 複合施設
事故の状況 下りエスカレーター利用中、転倒
被害者の概要 20～64歳(1名）

顔擦過傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 酩酊状態であったため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年12月21日（日）／14:21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利用中、中段付近で足を踏み外し、後方に倒れた
被害者の概要 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 上りエスカレーター利用中、中段付近で足を踏み外し、後方に倒れた
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年12月20日（土）／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、後部の利用者が載せたベビーカーに接触し、転倒
被害者の概要 20～64歳(1名）

右腕及び腰の打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 後部の利用者が載せたベビーカーが前にいた人を押した為
（詳報） 再発防止策 注意喚起シール貼付
第１報 発生日時 平成20年12月14日（日）／13:26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、バランスを崩し転倒
被害者の概要 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 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12月14日（日）／11:15頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 その他（地下連絡通路）
事故の状況 動く歩道にて、降りる際に転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

腰の打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 余所見をしていた為
（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12月8日（月）／9:25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利用中、バランスを崩し転倒
被害者の概要 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 上りエスカレーター利用中、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20年12月5日（金）／22:00頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーター利用中、転倒(酩酊していた）
被害者の概要 20～64歳(1名）

前頭部負傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 酩酊していたため転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年12月3日（水）／16:40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利用中、バランスを崩し後方へ転倒。その際後ろにいた
人もはずみで転倒

被害者の概要 65歳以上(2名）
臀部打撲、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利用中、バランスを崩し後方へ転倒。その際後ろにいた
人もはずみで転倒

（詳報） 再発防止策 注意喚起の表示等を検討
第１報 発生日時 平成20年11月29日（土）／14:55頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 事務所
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
被害者の概要 65歳以上(1名）

頭部、腰部、肩の打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 会話のため後ろを振り返った際バランスを崩したため。
（詳報） 再発防止策 誘導時に注意徹底する。
第１報 発生日時 平成20年11月27日（木）／15:32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利用中、急にめまいがし、バランスを崩し転倒
被害者の概要 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 被害者本人の目まいによる
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年11月20日（木）／20:30頃
（速報） 発生場所 大阪市

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。
被害者の概要 20～64歳(1名）

顔面打撲及び挫傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 飲酒して利用し、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11月15日（土）／13:31頃
（速報） 発生場所 八尾市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーターにて、会話に夢中で降り口に気づかず、つまずき転倒
被害者の概要 65歳以上(２名）

左手甲の打撲･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にて、会話に夢中で降り口に気づかず、つまずき転倒
（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11月14日（金）／13:04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、ステップに座り込み、降り口付近で手をコムにぶつけた
被害者の概要 5歳以下(１名）

右手小指挫傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 エスカレーターにて、ステップに座り込み、降り口付近で手をコムにぶつけた
（詳報） 再発防止策 巡回時、遊んでいる子供を発見した際は、保護し速やかに保護に連絡する
第１報 発生日時 平成20年11月13日（木）／15:00頃
（速報） 発生場所 泉大津市

建築物用途 マーケット
事故の状況 カートを引いてエスカレーターに乗ろうとした際に、つまずき転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

頭部打撲(入院を要さない程度）
第２報 （届出なし）
（詳報）

第１報 発生日時 平成20年11月10日（月）／13:05頃
（速報） 発生場所 高槻市

建築物用途 百貨店
事故の状況 両手に荷物を持って上りエスカレーターを利用中、バランスを崩し転倒
被害者の概要 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 両手に荷物を持って上りエスカレーターを利用中、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20年11月10日（月）／10:25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 両手に荷物を持って下りエスカレーターを利用中、バランスを崩し転倒
被害者の概要 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 両手に荷物を持って下りエスカレーターを利用中、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20年11月9日（日）／9:20頃
（速報） 発生場所 寝屋川市

建築物用途 複合用途
事故の状況 エスカレーター利用中に意識を失い、後ろに転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

頭部打撲(3週間未満の入院）
第２報 事故の原因 エスカレーター利用中に意識を失い、後ろに転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年11月7日（金）／16:05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利用中、バランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

頭部裂傷、右手擦り傷(3週間未満の入院）
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20年10月31日（金）／12:35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利用中、一瞬意識を失いバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

後頭部裂傷、両膝打撲(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利用中、一瞬意識を失い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20年10月28日（火）／15:30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 エスカレーター利用中、バランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

左手親指骨折、頭部打撲(入院を要さない程度）
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第２報 事故の原因 靴紐がほどけていたため、ステップ吸い込み口に巻き込まれ、バランスを崩
（詳報） 再発防止策 高齢者に対し極力エレベーターの利用を促す案内表示を追加
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第１報 発生日時 平成20年10月28日（火）／15:15頃
（速報） 発生場所 枚方市

建築物用途 遊技場
事故の状況 エスカレーターに乗る際につまずき転倒
被害者の概要 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 乗る際に余所見をしていたと思われ、足をつまずき転倒
（詳報） 再発防止策 見回り警備を強化し、足元注意を呼びかける
第１報 発生日時 平成20年10月25日（土）／11:45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、バランスを崩し転倒。
被害者の概要 65歳以上(1名）

肩の打撲(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 乗り口付近に、エレベータの案内板を設置。
第１報 発生日時 平成20年10月25日（土）／時刻不明
（速報） 発生場所 富田林市

建築物用途 販売店
事故の状況 テレビを持って上りエスカレーターを利用中、降りる際につまずき転倒
被害者の概要 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 テレビを持って上りエスカレーターを利用中、降りる際につまずき転倒
（詳報） 再発防止策 エレベーターの案内表示を作成し設置
第１報 発生日時 平成20年10月18日（土）／17:20頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 エスカレーター利用中、後の人が落し物をし、気づいた際に振り返り転倒
被害者の概要 20～64歳(１名）

右手首骨折(但し、入院は不要）
第２報 事故の原因 エスカレーター利用中、後の人が落し物をし、気づいた際に振り返り転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年10月12日（日）／18:54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 動く歩道を利用中、靴紐がほどけていたため降り口で引っかかり転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

頭部・両手両足の打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 靴紐がほどけていたため、降り口で引っかかり転倒
（詳報） 再発防止策 注意喚起放送及び注意喚起表示の再確認
第１報 発生日時 平成20年10月11日（土）／11:10頃
（速報） 発生場所 岸和田市

建築物用途 複合施設
事故の状況 エスカレーターにて、手摺から手を離さず、手摺収納口に手を巻き込まれた
被害者の概要 0～5歳以下(１名）

擦り傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 手摺を離さなかったため
（詳報） 再発防止策 巡回の強化、注意喚起表示等を行う予定
第１報 発生日時 平成20年10月9日（木）／14:20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。
被害者の概要 20～64歳(1名）

下肢の打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 カートを押して利用し、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10月8日（水）／13:00頃
（速報） 発生場所 高石市

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中、降り口手前で転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

後頭部裂傷(入院を要さない程度）
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第２報 （届出なし）
（詳報）
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第１報 発生日時 平成20年10月4日（土）／11:51頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 販売店
事故の状況 幼児が下りエスカレーターを上りと勘違いして転倒。
被害者の概要 5歳以下(1名）

頭部打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 親が目を離したすきに、乗り込み、逆走した為
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年10月4日（土）／10:31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、エスカレーターが停止し、転倒
被害者の概要 20～64歳(1名）

右膝打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 別の利用者が、台車を載せた際に安全装置が作動したため
（詳報） 再発防止策 台車利用禁止のチラシを関係者に対し配布
第１報 発生日時 平成20年10月2日（木）／15:26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 下りエスカレーター利用中、降り口手前で転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

両手・左足擦り傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 気がついたら転倒していた（気を失った）
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年10月1日（水）／14:17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、中段付近でバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

肩の打撲(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9月27日（土）／11:50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 エスカレーター利用中、バランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

肩の打撲・左肘擦過傷(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ため、手摺を掴めず、バランスを崩し転倒した
（詳報） 再発防止策 注意喚起放送及び注意喚起表示の再確認
第１報 発生日時 平成20年9月15日（月）／11:10頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 駅舎
事故の状況 前の人がバランスを崩し転倒し、後ろの人も巻き込まれ転倒。
被害者の概要 20～64歳(１名）

右腕打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 前方の人が両手に荷物と杖を持ってバランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年9月14日（日）／16:40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、バランスを崩し転倒。
被害者の概要 65歳以上(1名）

右指骨折(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 体調不良により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9月14日（日）／10:55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、バランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

左手打撲(入院を要さない程度）
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第２報 事故の原因 降り口にて児童を抱きかかえようとし、バランスを崩した為
（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9月13日（土）／18:40頃
（速報） 発生場所 東大阪市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーター利用中、酩酊のためバランスを崩し転倒した
被害者の概要 20～64歳(１名）

3週間未満の入院
第２報 事故の原因 酩酊のため
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年9月13日（土）／17:50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 両親が目を離した際に幼児がエスカレーターに乗り、転倒し前頭部打撲
被害者の概要 0～5歳以下(１名）

前頭部打撲(3週間未満の入院を有する程度）
第２報 事故の原因 両親が目を離した隙にエスカレーターに乗ったため
（詳報） 再発防止策 エスカレーター周りの注意喚起表示の点検・見直し
第１報 発生日時 平成20年9月11日（木）／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 下りエスカレーターにて、乗ろうとした際に転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

後頭部打撲及び小指骨折(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 ステップから足を踏み外したため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年8月29日（金）／14:00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利用の際、転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

まぶたの上切傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 被害者は視力が弱く、足元がよく見えなかったため、つまづき転倒
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示を掲示の上、従業員・警備員の巡回強化
第１報 発生日時 平成20年8月25日（月）／19:15頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 下りエスカレーター利用中にバランスを崩し転倒
被害者の概要 20～64歳(１名）

左手切傷及び足打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 手摺を持たずに利用中、バランスを崩した
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年8月25日（月）／15:35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利用の際、バランスを崩し転倒
被害者の概要 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 薬の副作用の影響でふらつき、エスカレーターの側壁で頭部を打撲
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年8月23日（土）／19:29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、後ろのステップと踵が擦れ、負傷
被害者の概要 20～64歳(1名）

踵部挫傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 ステップ上の黄色のライン上に立っていたため
（詳報） 再発防止策 黄色のラインについての注意喚起ステッカー貼り付け
第１報 発生日時 平成20年8月22日（金）／23:40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
被害者の概要 20～64歳(1名）

全身打撲(入院を要さない程度）
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第２報 事故の原因 泥酔によりバランスを崩した為
（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8月22日（金）／15:35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利用中にバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

左腕及び左足擦過傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 両手に荷物を持ち、手すりを持つことが出来ず、途中でバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年8月17日（日）／12:30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 サンダルがエスカレーターのステップとガイド壁の間に挟まれ、緊急停止
被害者の概要 0～5歳以下(１名）

軽症(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 サンダルがエスカレーターのステップとガイド壁の間に挟まれたため
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年8月16日（土）／14:35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利用中に、バランスを崩し、転倒。
被害者の概要 20～64歳(1名）

右ひざの裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 前方の人を追い越そうとした際、ヒールがステップに引っ掛かったため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年8月12日（火）／10:50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乗ってすぐにバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

頭と腰の打撲(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、手すりを掴んでいなかった
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年8月10日（日）／19:20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利用中につまづき、転倒
被害者の概要 20～64歳(１名）

額・脛の裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 片手に荷物を持ち、途中でつまづきバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 従業員に巡回時、エスカレーター利用について注意喚起させることを再徹底
第１報 発生日時 平成20年8月9日（土）／20:10頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 複合ビル
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。
被害者の概要 20～64歳(1名）

顔面打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 飲酒をして利用し、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8月9日（土）／16:26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 エスカレーター利用中に足を滑らせ転倒
被害者の概要 6～12歳(１名）

右足切傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 エスカレーターのサイドステップに立とうとし誤って足を滑らせた
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年8月8日（金）／0:15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利用中に急に意識を失い転倒
被害者の概要 20～64歳(１名）

頭部裂傷(入院を要さない程度）
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第２報 事故の原因 飲酒をして利用中にバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 特に無し
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第１報 発生日時 平成20年8月5日（火）／8:40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 自転車を押しながら利用中、転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

右肘切傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 自転車を押しながら利用していたため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年8月4日（月）／14:48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 下りエスカレーターにて、降り口手前で転倒し床面に頭部を打ち付けた
被害者の概要 13～19歳以下(１名）

後頭部打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 被害者の持病が原因で倒れた
（詳報） 再発防止策 注意喚起放送の実施
第１報 発生日時 平成20年8月4日（月）／13:36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 車椅子を反対向きにして動く歩道(降り）を利用中、バランスを崩し転倒
被害者の概要 20～64歳(２名）

左足打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 車椅子使用での利用禁止設備であり、重量に耐えかね転倒
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年8月3日（日）／16:27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 カートと日傘を持ち、上りエスカレーター利用中、日傘が引っかかり転倒
被害者の概要 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 利用者が所持していた日傘が引っ掛かった為
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示の貼付、放送の音量アップ
第１報 発生日時 平成20年8月1日（金）／9:45頃
（速報） 発生場所 豊中市

建築物用途 駅舎
事故の状況 動く歩道を利用中、降り口付近で転倒
被害者の概要 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 車椅子の利用が禁止にも関わらず利用し、重量に耐えかね転倒
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年7月31日（木）／9:48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利用中、子供がバランスを崩し転倒
被害者の概要 0～5歳以下(１名）

額擦過傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 子供がバランスを崩した際、母親の手を握っていなかった
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年7月25日（金）／16:11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利用中バランスを仰向けに転倒
被害者の概要 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 手に持っていたカートの紐が床面に引っかかり、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7月24日（木）／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利用中転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

頭部打撲(入院を要さない程度）
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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 高齢者の利用者に対し、従業員が声掛け等を行う

53



第１報 発生日時 平成20年7月17日（木）／14:45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にて、降り場付近に設置の案内板のポールに頭部を衝突
被害者の概要 20～64歳(1名）

頭部裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 エスカレーターから、身を乗り出したため
（詳報） 再発防止策 案内板を手摺より上部を撤去し、進入防止アクリル板を設置。
第１報 発生日時 平成20年7月15日（火）／10:02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
被害者の概要 20～64歳(1名）

頭部・腰部の打撲・肩の切傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 めまいにより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7月9日（水）／13:55頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 銀行
事故の状況 エスカレーター上部付近にて転倒
被害者の概要 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 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20年7月7日（月）／15:45頃
（速報） 発生場所 高石市

建築物用途 販売店
事故の状況 エスカレーター利用の際転倒
被害者の概要 20～64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 不明
（詳報） 再発防止策 注意喚起の表示
第１報 発生日時 平成20年7月7日（月）／15:30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利用の際転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

右肘擦過傷（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 利用時に手すりを掴めなかったことによる
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年7月6日（日）／13:00頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 販売店
事故の状況 エスカレーター利用中、逆行しようとし転倒
被害者の概要 0～5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 逆行しようとしたため
（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7月6日（日）／10:33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、バランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

頭部打撲・下肢裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 カートを利用したまま乗り、バランスを崩した為
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示、エスカレーターの速度の変更（30m/分⇒20m/分）
第１報 発生日時 平成20年7月4日（金）／20:22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利用中、降り場に気づかず転倒
被害者の概要 20～64歳以上(１名）

下あご部切創（入院を要さない程度）
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第２報 事故の原因 本人の意識障害に起因する。
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示の貼付

45



第１報 発生日時 平成20年7月4日（金）／15:20頃
（速報） 発生場所 大阪狭山市

建築物用途 マーケット
事故の状況 エスカレーター乗り口付近でバランスを崩した方を支えようとし転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

打撲・擦り傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 エスカレーター乗り口付近でバランスを崩した方を支えようとし転倒
（詳報） 再発防止策 高齢者や幼児に対してエレベーター利用を勧める表示物の取付
第１報 発生日時 平成20年7月3日（木）／16:10頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 百貨店
事故の状況 エスカレーター利用中、体調不良により転倒
被害者の概要 13～19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 体調不良による
（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7月2日（水）／10:47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を逆行し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

左前額部裂傷（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 被害者本人の認知症により、逆行するに至ったと思われる。
（詳報） 再発防止策 モニターによる監視の強化
第１報 発生日時 平成20年7月1日（火）／16:58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利用の際、バランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

頭部打撲・切り傷（3週間未満の入院を要する程度）
第２報 事故の原因 立ちくらみによる
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示を行った
第１報 発生日時 平成20年6月29日（日）／21:06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利用中、バランスを崩し転倒（飲酒）
被害者の概要 65歳以上(１名）

右膝裂傷（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転倒
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年6月29日（日）／19:31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利用中、めまいを起こし転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

右側頭部打撲（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 めまいを起こしバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示・注意喚起放送の音量アップ
第１報 発生日時 平成20年6月27日（金）／10:26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利用中、バランスを崩し後方へ転倒
被害者の概要 20～64歳以上(１名）

頭部打撲・裂傷（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 体調不良により転倒
（詳報） 再発防止策 従業員の使用頻度を多くし、事故発生時に迅速に対応する
第１報 発生日時 平成20年6月25日（水）／15:55頃
（速報） 発生場所 大阪狭山市

建築物用途 駅舎
事故の状況 前の乗客がバランスを崩し転倒。後ろにいた乗客も巻き込まれ転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

腰・手打撲（入院を要さない程度）
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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
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第１報 発生日時 平成20年6月23日（月）／15:20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利用中、降り口付近で手摺を離しバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

左肘擦過傷（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 エスカレーター利用中に手摺を離しバランスを崩した
（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6月15日（日）／15:24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 上りエスカレーターにて、降りる際に、バランスを崩し転倒
被害者の概要 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 手を放すタイミングを間違い、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20年6月14日（土）／21:40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
被害者の概要 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 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6月14日（土）／17:15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、上階に戻ろうと逆走してつまづき、転倒
被害者の概要 20～64歳(1名）

右足親指切傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 エスカレーターを逆走し、つまづいた為
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年6月11日（水）／11:10頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 その他
事故の状況 利用中に意識がなくなり転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

頭部より出血（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 エスカレーター中段付近で一時的に意識がなくなり、転倒
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年6月10日（火）／15:37頃
（速報） 発生場所 守口市

建築物用途 百貨店
事故の状況 降りようとした際にバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

後頭部裂傷・左腕打撲（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最寄階で降りようとした際にバランスを崩した
（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6月10日（火）／14:40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 動く歩道を電動車いすで利用中に、車いす自体が制御不能となり前の乗客
被害者の概要 20～64歳以上(１名）

左ふくらはぎ打撲（3週間未満の入院を要する程度）

第２報 事故の原因
動く歩道に電動車いすで乗り込んだ際に、バランスを崩し車いすの操作ス
イッチ(前方に進む）が入りっぱなしになり、前の乗客に衝突

（詳報） 再発防止策
利用禁止にも関わらず、利用したため付き添っていたヘルパーの勤務先の
責任者に対し注意
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第１報 発生日時 平成20年6月8日（日）／16:05頃
（速報） 発生場所 高槻市

建築物用途 百貨店

事故の状況
上昇中に前の乗客がバランスを崩し転倒し、それを支えようとした後ろの乗
客が支えきれずに転倒

被害者の概要 65歳以上(１名）
左側頭部挫創（入院を要さない程度）

第２報 事故の原因
上昇中に前の乗客がバランスを崩し転倒し、それを支えようとしたが支えき
れずに転倒

（詳報） 再発防止策
従業員に対し、高齢者にはエレベーターの利用を勧め、エスカレーター利用
の際は声掛けを徹底

第１報 発生日時 平成20年6月8日（日）／15:35頃
（速報） 発生場所 門真市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーター利用中、バランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

背中・頭部打撲（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 注意喚起の表示・エレベーター利用を促す
第１報 発生日時 平成20年6月7日（土）／20:30: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にて、つまづき転倒
被害者の概要 20～64歳(1名）

膝と唇の裂傷(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 飲酒して利用し、つまづいたため
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年6月7日（土）／11:45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 両手に荷物を持って利用中にバランスを崩し転倒
被害者の概要 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 右肩に西瓜を担ぎ、左手に買い物袋を持ち、上昇中にバランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 特に無し（既に対策を講じているため）
第１報 発生日時 平成20年6月5日（木）／15:29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 利用中に手摺を離し後ろを振り返った際にバランスを崩して転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

顔面打撲（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 落し物に気付き、手摺を離し後ろを振り返った際にバランスを崩した
（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5月28日（水）／14:10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、バランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

鼻骨骨折(3週間未満の入院を要する程度）
第２報 事故の原因 カートを乗せて利用し、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5月27日（火）／18:39頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 ボーリング場
事故の状況 手摺の巻き込み部分に誤って手をいれ、本体とカバーの間に挟まれた
被害者の概要 0～5歳以下（１名）

すり傷（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 手摺の巻き込み部分に誤って手をいれ、本体とカバーの間に挟まれた
（詳報） 再発防止策 該当箇所のすき間を小さくした
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第１報 発生日時 平成20年5月27日（火）／10:15頃
（速報） 発生場所 池田市

建築物用途 駅舎
事故の状況 降りようと足を踏み出した際に、バランスを崩して転倒
被害者の概要 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 足を踏み外したため
（詳報） 再発防止策 係員巡回
第１報 発生日時 平成20年5月26日（月）／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の中程でバランスを崩し転倒
被害者の概要 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 ふらつきながらエスカレーターに乗り中程辺りで自然に後ろ向きに転倒
（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5月22日（木）／11:21頃
（速報） 発生場所 東大阪市

建築物用途 複合施設
事故の状況 エスカレーター乗車の際、途中でバランスを崩し転倒
被害者の概要 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 エスカレーター乗車の際、途中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20年5月21日（水）／12:40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 持っていた手押し車を離してしまい、それを捕りに行こうとした際に転倒
被害者の概要 65歳以上(１名）

左ほほ・左肩打撲（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 持っていた手押し車を離してしまい、それを捕りに行こうとした際に転倒
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示を貼付・注意喚起放送の音量のアップ
第１報 発生日時 平成20年5月19日（月）／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 降り場付近にて、靴が、くし板に巻き込まれた
被害者の概要 20～64歳(1名）

足親指にひび(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 ベビーカーを乗せ利用中に、足のつま先が、上段の踏段側面に触れていた
（詳報） 再発防止策 特になし
第１報 発生日時 平成20年5月16日（金）／15:20頃
（速報） 発生場所 枚方市

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
被害者の概要 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 両手に荷物を持っていたと併せ、本人の体調不良による
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年5月12日（月）／12:35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利用の際、足を滑らせ転倒
被害者の概要 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 飲酒による自己転倒
（詳報） 再発防止策 特に無し（既に注意喚起等を行っているため）
第１報 発生日時 平成20年5月8日（木）／10:50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
被害者の概要 65歳以上（１名）

頭部裂傷等（入院を要さない程度）
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第２報 事故の原因 何らかの要因でバランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 特に無し

15



第１報 発生日時 平成20年5月6日（火）／20:10頃
（速報） 発生場所 高槻市

建築物用途 複合施設
事故の状況 下りエスカレータにてバランスを崩し転倒
被害者の概要 0～5歳以下（１名）

後頭部打撲（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 降り口付近でジャンプしバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年5月2日（金）／16:40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転倒
被害者の概要 0～5歳以下（１名）

中指打撲（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 自己転倒（遊んでいた）
（詳報） 再発防止策 エスカレーター周辺に注意喚起のステッカー貼付予定
第１報 発生日時 平成20年4月29日（火）／12:17頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレータにて意識を失い転倒
被害者の概要 65歳以上（１名）

背中の打撲（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 本人のめまい（手摺を持っていなかった）
（詳報） 再発防止策 特に無し
第１報 発生日時 平成20年4月28日（月）／11:20頃
（速報） 発生場所 摂津市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレータの昇り口付近でよろけて転倒
被害者の概要 20～64歳（１名）

右肩打撲（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 放送等、注意喚起を図る
第１報 発生日時 平成20年4月27日（月）／11:06頃
（速報） 発生場所 高槻市

建築物用途 百貨店
事故の状況 上りエスカレータにてバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上（１名）

後頭部打撲・左手小指切傷（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 5～6段目で自己転倒
（詳報） 再発防止策 従業員に対し高齢者・子供連れの客には声掛けすることを徹底指導
第１報 発生日時 平成20年4月26日（土）／10:10頃
（速報） 発生場所 堺市

建築物用途 マーケット
事故の状況 上りエスカレータにてバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上（１名）

後頭部負傷（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 ベルトを持たずに降りる際にバランスを崩した
（詳報） 再発防止策 特に無し（既に注意喚起等を行っているため）
第１報 発生日時 平成20年4月22日（火）／12:50頃
（速報） 発生場所 八尾市

建築物用途 駅舎
事故の状況 上りエスカレーター乗車の際バランスを崩し転倒
被害者の概要 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 自己転倒
（詳報） 再発防止策 特に無し（既に注意喚起等を行っているため）
第１報 発生日時 平成20年4月21日（月）／16:00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 下りエスカレータにてバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上（１名）

頭部打撲（入院を要さない程度）
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第２報 事故の原因 エスカレーター利用中、バランスを崩し転倒
（詳報） 再発防止策 警備・従業員の巡回強化
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第１報 発生日時 平成20年4月19日（土）／18:52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 上りエスカレータにてバランスを崩し転倒。後続の乗客も巻き込まれ転倒
被害者の概要 20～64歳（１名）※後続の乗客

右頬・指先強打（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 上りエスカレータにてバランスを崩し転倒。後続の乗客も巻き込まれ転倒
（詳報） 再発防止策 注意喚起表示の貼付・注意喚起放送の音量アップ
第１報 発生日時 平成20年4月5日（土）／14:45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 エスカレーターが緊急停止し、後刻気分がすぐれないとの申し出があった
被害者の概要 20～64歳（１名）

むち打ち（入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 安全装置の作動により停止（作動要因は不明）
（詳報） 事故の状況 調速器取替、注意喚起放送の音量アップ等
第１報 発生日時 平成20年4月2日（水）／14:10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、非常停止した際に膝をつき打撲
被害者の概要 5歳以下(1名）

膝の打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 ズボンの紐がエスカレーター側面の隙間に挟まり、店員が非常停止した為
（詳報） 再発防止策 注意喚起
第１報 発生日時 平成20年4月1日（火）／11:05頃
（速報） 発生場所 大阪市

建築物用途 駅舎
事故の状況 下りエスカレーターにて、安全装置が作動し転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

頭部・手首打撲(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 安全装置が作動したため
（詳報） 再発防止策 点検を実施したが異常は無かった
第１報 発生日時 平成20年3月29日（土）／15:30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 上りエスカレータにてバランスを崩し転倒
被害者の概要 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 荷物を持ち替えようとした際にバランスを崩した
（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3月25日（火）／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 下りエスカレーターにて、降りようとした際にバランスを崩し転倒
被害者の概要 65歳以上(1名）

左頬骨折(入院を要さない程度）
第２報 事故の原因 降りようとした際にバランスを崩したため
（詳報） 再発防止策 特になし
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