
特定設備事故届出状況（遊戯施設）

番号
事故
発生日 事故の分類 事故状況

建物
用途

被害者の
年齢層

症状 被害程度 再発防止対策の状況

1 4/3
運行管理上の
不注意による

コースター乗車中に身体を振られた際に、
右後頭部を座席外のハンドレールに当て
た。

遊園地 6～12歳 1
右後頭部打

撲
入院不要

後頭部を当接したと推測される箇所（乗降
補助用の手摺等）へのクッション材を追加
設置

2 4/4
運行管理上の
不注意による

コースターに乗車中、身体を振られた際
に、右後頭部を乗物で打撲した。

遊園地 13～19歳 1
右後頭部打

撲
入院不要

後頭部を当接したと推測される箇所（乗降
補助用の手摺等）へのクッション材を追加
設置

3 4/14 体調不良等
気分不良の状態で乗物に乗車（ロー
ター）、動き出し直後に倒れたことを運行
監視者が確認したため運行を停止した。

遊園地 13～19歳 1 意識喪失 入院不要
従来より事故対策を講じている（乗車制限
の告知・乗車前の説明による確認）

4 5/29 その他･不明
コースターに乗車中、手足のしびれを覚え
た。

遊園地 13～19歳 1
過換気症候

群
入院不要

従来より事故対策を講じている（乗車姿勢
については既に案内を徹底している。）

5 6/27
機械的

トラブル等
コースターが設備不良にて断続的に停止し
た際に、気分不良となった。

遊園地 20～64歳 1 過換気症候群 入院不要
制御装置の回路変更する。また、運行管理
については、避難誘導時は乗客に不安を感
じさせないよう案内を徹底する。

6 7/5 その他･不明
コースター乗車後、過呼吸と手足の痺れを
申告。

遊園地 20～64歳 1 過換気症候群 入院不要
従来より事故対策を講じている（乗車制限
の告知・乗車前の説明による確認）

7 8/10 体調不良等 コースター乗車後、気分不良となった。 遊園地 20～64歳 1 右被殻出血
3週間未満
の入院

従来より事故対策を講じている（乗車制限
の告知・乗車前の説明による確認）

8 8/12 その他･不明
コースターに乗車中の男児が前のめりの姿勢にな
り首を痛めた。

遊園地 6～12歳 1 頚部捻挫 入院不要
従来より事故対策を講じている（乗車制限
の告知・乗車姿勢に係る案内と注意喚起）

9 8/12 その他･不明
ウォーターシュート滑走後、着水場で恐さで身体
が横になり、着水場の床面に左側前頭部を打ち受
傷した。

遊園地 6～12歳 1 左側前頭部 入院不要 安全な正しい滑走体勢の注意案内の徹底。

10 8/16 その他･不明 子供がナナメパームスで遊戯中に落下した。 その他 6～12歳 1 右腕骨折 入院不要 （第2報未届出）

11 8/23 その他･不明
コースター乗車後、左股関節痛で歩行不可とな
る。

遊園地 6～12歳 1 左股関節痛 入院不要
従来より事故対策を講じている
（乗車姿勢の案内等、乗車前の注意喚起）

12 8/23
運行管理上の
不注意による

コースター乗車中、回転時に後頭部を打撲した。 遊園地 13～19歳 1 頸筋痛症 入院不要
乗物の頭部クッション形状を変更し、後頭
部打接時の衝撃緩和措置を講じる。乗車時
の姿勢に係る案内と注意喚起を図る。

13 9/6
運行管理上の
不注意による

コースター乗車中、回転時に後頭部を打撲した。 遊園地 13～19歳 1 後頭部打撲 入院不要 乗車姿勢に係る案内と注意喚起の徹底

14 9/15 体調不良等 コースターに乗車中、体調不良で嘔吐 遊園地 13～19歳 1
体調不良に
よる嘔吐

入院不要
従来より利用時の制限事項案内と注意喚起
を行っている。

15 9/24 体調不良等 コースター乗車後、痙攣発作を起した。 遊園地 20～64歳 1
クモ膜化出
血

3週間以上
の入院

従来より事故対策を講じている（乗車制限
の告知・乗車前の説明による確認）

16 10/25 その他･不明
乗車後に降車場からの退出経路にある階段で転倒
した。

遊園地 20～64歳 1 右肘骨折 入院不要
従来より事故対策を講じている（退出経路
の階段は段鼻への滑止材を設置済）

17 10/30 体調不良等
コースター、ローターと続けて乗車後に気分不良
となり園内で休憩中に意識を消失。

遊園地 6～12歳 1 意識喪失 入院不要
乗物の動き等に関する利用制限は既に案内
を徹底している。

18 10/30 体調不良等 コースター乗車後に過換気症状となる。 遊園地 6～12歳 1 過換気症 入院不要
利用時の制限事項案内と注意喚起は既に徹
底している。

19 11/1 体調不良等
ウォーターシュート乗車中に過呼吸症状を発症し
た。

遊園地 13～19歳 1 過呼吸症状 入院不要
利用制限事項については従来より乗車前に
告知している。

20 11/1 体調不良等 コースター乗車後に気分不良となる。 遊園地 20～64歳 1 気分不良 入院不要
利用時に制限事項案内と注意喚起は従来よ
り実施している。

21 11/6
器具などに衝
突する

コースター乗車中の子供が座席横の手摺で顔面を
打った。

遊園地 5歳以下 1 顔面裂傷 入院不要
乗車座席横の左右の縁に打撲対策として安
全保護用のクッションの取り付け改良を
行った。

22 11/13 体調不良等 ローター乗車後に痙攣を伴い意識を喪失した。 遊園地 20～64歳 1 意識喪失 入院不要
乗車制限の告知、ならびに乗車前の説明に
より確認を行っている。

23 12/6 その他･不明 コースター乗車中に頚部を打撲した。 遊園地 13～19歳 1 頚部打撲
3週間未満
の入院

乗車姿勢については従来より案内を徹底し
ている。

24 12/9
運行管理上の
不注意による

ウオーターシュート乗車中に遊戯施設からの噴水
が耳に入った。

遊園地 20～64歳 1 外耳炎 入院不要
遊戯施設の効果を調整し、乗客にかかる水
の量を減らした。

25
（H23）

2/18 その他･不明
ウオーターシュート乗車中に前屈姿勢をとり、乗
り物で前歯を折損した。

遊園地 6～12歳 1 前歯折損 入院不要
乗車姿勢については従来より案内を徹底し
ている。

26
（H23)

3/9 その他･不明
ウオーターシュート乗車中にのけぞるような姿勢
となり腰を痛めた。

遊園地 65歳以上 1 腰痛 入院不要
乗車姿勢については従来より案内を徹底し
ている。

人数


