
平成23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

症状 被害程度 再発防止策の状況

1 3/30 両手に荷物等
上りエスカレーターで、ジュースを飲もう
としてバランスを崩し、後方に転倒した。

マーケット 上り 中央 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている
（注意喚起掲示）

2 3/31 体調不良等
上りエスカレーターで、体調不良によりふ
らつき、座り込んで後ろに転倒した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1
右膝・右腕
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）

3 3/31 体調不良等
上りエスカレーターに搭乗中、突然意識を
なくして後方に転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 後頭部打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている
（注意喚起掲示、放送）

4 4/1 体調不良等
下りエスカレーターで、バランスを崩し転
倒した。

駅舎 下り 降り口 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
（注意喚起放送）

5 4/2 両手に荷物等
両手いっぱいに荷物を持ち下りエスカレー
ターに乗り、途中で荷物を持ち替えようと
した際に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
額打撲・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）

6 4/4 体調不良等
上りエスカレーターに幼児２人で乗り、バ
ランスをくずして中段付近で転倒した。

マーケット 上り 中央 5歳以下 2
手のひら・
額裂傷

入院不要
従来より事故対策を講じている
（注意喚起放送、警備員巡回）

7 4/5 両手に荷物等
杖とカートを持ち、上りエスカレーター乗
り口で貧血によりバランスを崩し転倒し
た。

百貨店 上り 乗り口 65歳以上 1 左肩打撲 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 4/12 両手に荷物等
両手に荷物を持ち、地下１階から上りエス
カレーターに乗ろうとした際に転倒した。

マーケット 上り 乗り口 65歳以上 1 なし 入院不要
高齢者やベビーカート使用者に対
し、エレベーターの利用を促すよ
う、従業員教育を行った。

9 4/14 つまづき
母親に連れられた男児が、ふざけて足を滑らせ
ステップ角で額を打った。

マーケット 下り 中央 5歳以下 1 額を裂傷 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 4/18 その他･不明
3名連れで上りエスカレーターに乗り、1人が
バランスを崩し転倒、後ろの２名も転倒した。

マーケット 上り 中央 65歳以上 3

両手打撲・右
足裂傷（２
名）

擦り傷（１
名）

入院不要
従来より事故対策を講じている
（注意喚起掲示）

11 4/24 体調不良等
杖を持って、下りエスカレーターで２階から１
階へ下降中にふらついて転倒し、１階まで転落
した。

百貨店 下り 中央 65歳以上 1
後頭部を強

打
入院不要

従来より事故対策を講じている。
（注意喚起放送）

12 4/26 その他･不明
下りエスカレーターを降りる際、杖が足と絡ま
り転倒した。

マーケット 下り 降り口 65歳以上 1 額裂傷 入院不要 乗り口に注意喚起掲示を追加した。

13 4/28 体調不良等
１階から２階への上りエスカレーターの乗り口
で、左半身が不自由な為バランスを崩し後向き
に転倒した。

マーケット 上り 乗り口 20～64歳 1
一時意識不
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）

14 4/29 その他･不明
上りエスカレーターに独りで乗った子供を、両
親が引きとめ用とした際、バランスを崩して転
倒した。

百貨店 上り 乗り口 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、放送）

15 5/4 その他･不明
下りエスカレーターを降りる際、杖を足に引っ
掛け転倒した。

マーケット 下り 降り口 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）

16 5/5 その他･不明
上りエスカレーターで、子供がアウターデッキ
を上り、側壁に挟まって身動きがとれなくなっ
た。

マーケット 上り 降り口 不明 1
背中・左手
中指擦過傷

入院不要 警備員の巡回を強化した。

17 5/6 逆行等
２階から３階への上りエスカレーターの乗り口
で、下りエスカレーターと勘違いしたため、バ
ランスを崩し転倒した。

販売店 上り 乗り口 65歳以上 1
右目下擦過
傷

入院不要
誤進入防止のため、「上り専用」の
掲示物を設置した。

18 5/7 カート等利用
地階から上りエスカレーターにカートを押した
まま乗り、１階降り口で後ろに転倒した。

百貨店 上り 降り口 65歳以上 1
頸部・臀部
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）

19 5/20 つまづき
下りエスカレーターを歩行しながら下降中、バ
ランスを崩して転倒した。

駅舎 下り 降り口 20～64歳 1 左肩強打 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）

20 5/20 両手に荷物等
上りエスカレーターに、両手に重い荷物を持
ち、背中にも荷物を背負って乗り込み、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
右手首出血
顔面擦過傷

入院不要
注意喚起掲示を増設し、わかりやす
くした。

21 5/21 つまづき
上りエスカレーターで、バランスを崩して後ろ
に転倒した。

マーケット 上り 中央 65歳以上 1
後頭部・鼻
下裂傷

3週間未満
の入院

事後防止放送、掲示および巡回・声
かけの徹底

22 6/2 つまづき 上りエスカレーター中ほどで転倒した。 その他 上り 中央 65歳以上 1
頭部切傷
左腰部打撲

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

23 6/6 飲酒
酒気を帯びて上りエスカレーターを利用し、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
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

24 6/6 カート等利用
1階から上りエスカレーターに足をかけたと
き、持っていたキャリーバックがひっかかり転
倒した。

駅舎 上り 乗り口 20～64歳 1
右肩脱臼・
骨折

不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

25 6/16 つまづき
上りエスカレーター上段付近でふらつき、後ろ
向きに転倒した。

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）

人
数
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26 6/18 つまづき
上りエスカレーターの途中で、バランスをくず
し転倒した。

百貨店 上り 不明 65歳以上 1 側頭部裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起放送）

27 6/21 飲酒
上りエスカレーターで、飲酒により足から崩れ
落ちるように倒れた。

駅舎 上り 不明 20～64歳 1
左耳裏後頭
部裂傷

入院不要
原因が飲酒によるため、特に対策を
講じる予定はない。

28 6/22 その他･不明
下りエスカレーターの降り口で遊んでいた子供
が、手すりベルト部分に左手を伸ばして触れた
際に、ベルト部分に左手を挟まれた。

百貨店 下り 降り口 6～12歳 1 左手首骨折 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

29 6/25 つまづき
上りエスカレーター降り口付近で振り返り、そ
のまま転倒し、手すりベルト下部と床の間に右
足踵が挟まれた。

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

30 6/27 飲酒
酒気帯びの利用者が、上りエスカレーターの中
ほどでふらつき転倒した。

駅舎 上り 中央 20～64歳 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）

31 7/2 つまづき
上りエスカレーターに乗った直後に、バランス
を崩して前のめりに転倒した。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1
右頬・右手
甲打撲

入院不要
利用者の不注意によるもので、新た
に対策を講じる予定はない。

32 7/9 飲酒
飲酒状態の電動車椅子利用者が、下りエスカ
レーターに進入し転倒した。

駅舎 下り 乗り口 65歳以上 1 額裂傷 入院不要
従来より車椅子利用者へはエレベー
ターへの誘導案内表示をしている。

33 7/14 つまづき
下りエスカレーターに杖を持って下降中、バラ
ンスを崩し転倒した。

百貨店 下り 不明 65歳以上 1 擦り傷 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）

34 7/17 つまづき 上りエスカレーターでふらつき、転倒した。 駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1 不明 入院不要 （第２報未提出）

35 7/17 つまづき
上りエスカレーター中段付近で、バランスを崩
し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1
側頭部打撲
切り傷

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起放送、警備員巡回）

36 7/18 体調不良等
上りエスカレーターに杖と買い物袋を持ち、立
ちくらみのため転倒した。

百貨店 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）

37 7/18 つまづき
上りエスカレーター中間付近で、手提げ袋の中
身を取ろうとしてバランスを崩して前のめりに
転倒した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1
頭部に軽い
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）

38 7/22 体調不良等
下りエスカレーターの中程で、一瞬意識をなく
し、後ろ向きに転倒した。

駅舎 下り 中央 65歳以上 1 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）

39 7/25 カート等利用
片手に日傘を持ちもう片方の手でカートを押し
ながら、上りエスカレーターに乗り込んだ直後
にバランスを崩して転倒した。

販売店 下り 乗り口 65歳以上 1
前頭部・左
手挫創

不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

40 7/26 その他･不明
上りエスカレーター中段で２人が転倒し、後ろ
の２人がまき沿いを食い転倒した。

百貨店 上り 中央 20～64歳 1 背中打撲 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）

41 8/1 つまづき
上りエスカレーターで、ステップに荷物を置こ
うとして足を滑らせ、バランスを崩し転倒し
た。

百貨店 上り 乗り口 20～64歳 1 打撲 入院不要
利用者の不注意によるもので、新た
に対策を講じる予定はない。

42 8/8 両手に荷物等
右手にショッピングカー、左手に日傘を持ち、
上りエスカレーターに乗り、中央付近でバラン
スを崩し転倒した。

販売店 上り 中央 65歳以上 1
右膝・向う
脛より出血

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

43 8/8 体調不良等
上りエスカレーターで数段上ったところで、ふ
らつき転倒した。

マーケット 上り 乗り口 65歳以上 1
左肘より出
血

入院不要 （第２報未提出）

65歳以上 1 膝骨折
3週間未満の
入院

65歳以上 1
打撲・擦過
傷 入院不要

45 8/14 つまづき 上りエスカレーターでつまづき、転倒した。 マーケット 上り 乗り口 65歳以上 1 腰を強打 入院不要 （第２報未提出）

46 8/18 その他･不明
上りエスカレーター途中で杖を落とし、拾おう
として転倒した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1
側頭部・左
上腕裂傷

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

47 8/23 両手に荷物等
上りエスカレーターに、手荷物と杖を持って乗
り、バランスを崩して後方に転倒した。

百貨店 上り 乗り口 65歳以上 1
眉間・左
頬・左前腕
部擦り傷

不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

48 8/27 飲酒
飲酒状態で上りエスカレーターに乗り、意識を
失い後ろに転倒、接触した後ろの乗客に当たっ
た。

駅舎 上り 不明 65歳以上 2
後頭部打撲
左肘打撲

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）

49 8/28 体調不良等
下りエスカレーターで下降中に、てんかんの発
作を起こし転倒し、下階まで転落した。

マーケット 下り 不明 20～64歳 1

左前額部・
肩・背部打
撲および挫

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）

50 8/29 その他･不明

たたんだ車椅子を持って上りエスカレーターに
乗ろうとして、先に自身が乗ってしまい、慌て
て車椅子を持ち上げ乗せようとしてバランスを
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、自動停止装置）

従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

44 8/10 カート等利用
上りエスカレーターにカートを押して乗り、バ
ランスを崩し後ろに倒れ、後ろにいた妻がささ
えようとしたが、一緒に転倒した。

百貨店 上り 乗り口 2
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51 8/31 カート等利用
老人用カートを押しながら上りエスカレーター
に乗り、中段付近でバランスを崩し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1
左頭部打撲
左肘裂傷

入院不要
転倒原因が利用方法に起因するた
め、特に対策を講じることはない。

52 9/1 その他･不明

上りエスカレーターで、サンダルが脱げた児童
が、手すりにつかまりながらサンダルを取ろう
として、降り口の手すりベルト吸い込み口に左
手が巻き込まれた

販売店 上り 降り口 6～12歳 1 左手挫傷 入院不要

従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）
なお、エスカレーターの構造上、吸い込
み口への対策は困難

53 9/7 カート等利用
カートとともに上りエスカレータに乗り込んだ
直後、バランスを崩し後ろ向きに転倒した。

販売店 上り 乗り口 65歳以上 1 後頭部裂傷 入院不要
注意喚起掲示および放送を強化し
た。

54 9/9 体調不良等
上りエスカレーター中段で、意識不明で倒れて
いるのが発見された。

販売店 上り 中央 20～64歳 1 意識不明 不明 注意喚起放送を行う。

55 9/11 つまづき
杖をついて上りエスカレーターに乗り、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 後頭部打撲 入院不要
注意喚起ポスターを掲示するととも
に、従業員への緊急時対応訓練を実
施した。

56 9/11 両手に荷物等
両手に荷物を持ち、上りエスカレーターに乗
り、バランスを崩して転倒した。

複合施設 上り 乗り口 65歳以上 1 頭部負傷 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）

57 9/15 カート等利用
上りエスカレーターにカートを載せて上りかけ
た際、バランスを崩し転倒した。

マーケット 上り 乗り口 不明 1 左手首骨折 入院不要
注意喚起掲示および放送を強化し
た。

58 9/15 その他･不明
下りエスカレーター降り場で、親が目を話した
隙に幼児がベルト吸い込み口に指を入れた。
（緊急停止）

マーケット 下り 降り口 5歳以下 1 手指切り傷 入院不要
直近のレジ従業員に幼児に注意する
よう指導するとともに、巡回監視を
強化した。

59 9/17 飲酒
上りエスカレーター乗り場付近で、飲酒状態で
転倒した。

複合施設 上り 乗り口 65歳以上 1
後頭部打
撲・擦り傷

入院不要
飲酒状態によるもので、新たに対策
を講じる予定はない。

60 9/19 飲酒
飲酒後に２人で下りエスカレーターに前後に乗
り、中央付近で後ろの１人がバランスを崩して
前に倒れこみ、２人とも転倒した。

複合施設 下り 中央 65歳以上 2

左手首・首
後頭部擦過
傷

左足首打
撲・唇擦過

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）

61 9/24 つまづき
上りエスカレーター中段付近で会話のため振り
返り、バランスを崩して転倒した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1
頭部打撲
左頬擦り傷

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）

62 9/24 つまづき
上りエスカレーターで下階から声をかけられ、
足元を見ていなかったため、一番上でつまづい
て転倒した。

マーケット 上り 降り口 65歳以上 1 腰・膝打撲 入院不要
注意喚起掲示を増設し、注意喚起放
送を常時流すようにした。

63 9/27 逆行等
下りエスカレーターで、後続の老母がバランス
を崩したため、支えようと逆行して自らもバラ
ンスを崩して手をついた。（本人申告）

百貨店 下り 中央 20～64歳 1 右手首負傷 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）

64 9/30 つまづき
下りエスカレーターでふらつき、バランスを崩
して転倒した。

駅舎 下り 乗り口 65歳以上 1 不明
3週間以上
の入院

（第２報未提出）

65 9/30 カート等利用
買い物カートが上りエスカレーターに引っかか
り、引っ張りあげようとして転倒した。

マーケット 上り 不明 65歳以上 1
右鎖骨にひ
び

不明

注意喚起掲示（荷物を持った客のエ
レベーター利用）を増やすととも
に、注意喚起放送の音量を大きくし
た。

66 10/1 カート等利用

上りエスカレーターにカートを乗せ、降り口で
カートを踊り場に乗り上げさせることができず
にバランスを崩し後続に接触、両名とも転倒し
た。

マーケット 上り 降り口 不明 1 打撲 不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

67 10/9 両手に荷物等

左手に杖、右手に買い物カートを持って、上り
エスカレーターに乗った直後にバランスを崩し
後方に尻餅をつく状態で転倒。そのまま１０段
ほど上昇したところで転げ落ちた。

マーケット 上り 乗り口 65歳以上 1
右側頭部擦
り傷

入院不要
高齢者等にエレベーター使用を促すよう
従業員教育を行うとともに、カート使用
に対する注意喚起掲示を追加した。

68 10/14 つまづき
下りエスカレーターで、母親と手をつないでい
た子供が、降りる直前で手を離し、着床ステッ
プにつまづき転倒した。

マーケット 下り 降り口 5歳以下 1 頭頂部裂傷 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、
   監視カメラ、巡回警備）

69 10/15 カート等利用
店内カートを使用したまま上りエスカレーター
に乗り、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 不明 不明 （第２報未提出）

70 10/19 つまづき
上りエスカレーターで、バランスを崩して降り
口で転倒した。

マーケット 上り 降り口 65歳以上 1 頭部打撲 不明
従業員への注意喚起を行うととも
に、注意喚起ポスターを掲示した。

71 10/19 その他･不明
上りエスカレーターの上階で、子どもが誤って
手すり入り込み口に手を挟んだ。

販売店 上り 降り口 5歳以下 1 手擦り傷 入院不要
注意喚起掲示を見やすいように、パ
ネルにして配置した。

72 10/20 その他･不明
上りエスカレーターに車椅子で乗り込み、すぐ
にバランスを崩して車椅子ごと転倒した。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1 頸部擦過傷 入院不要
車椅子利用者には、別途エレベー
ターが設置されている。

73 10/20 その他･不明
上りエスカレーターの上階で、子供が移動手す
りと上部インレットの間に誤って左下腿部を引
き込まれた。

その他 上り 降り口 6～12歳 1
左下腿部打

撲
入院不要

子どもがエスカレーター周辺で遊ば
ないよう従業員に注意を促した。

74 10/23 つまづき
上りエスカレーターでバランスを崩して転倒し
た。

販売店 上り 不明 65歳以上 1 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）

75 10/23 その他･不明
下りエスカレーターで、同乗したこどもが落と
した鞄を拾おうとして、バランスを崩して前方
へ転倒した。

駅舎 下り 不明 65歳以上 1
左手負傷・
頭部裂傷

不明
従来より安全対策は十分なされてい
る。
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76 10/30 その他･不明
上りエスカレーターで、倒れたスーツケースを
支えようとして、バランスを崩して転倒した。

その他 上り 乗り口 65歳以上 1 頭部打撲 不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

77 10/31 体調不良等
下りエスカレーターで、足が不自由なためバラ
ンスを崩し、転倒した。

マーケット 下り 乗り口 65歳以上 1 鼻骨折 入院不要
従来からの注意喚起放送に加え、従
業員や警備員による声かけ、歩行補
助などに努めていく。

78 11/2 その他･不明
上りエスカレーターで、見送りの人に手を振る
際、手すりを離し、バランスを崩して転倒し
た。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1 右手切り傷 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）

79 11/3 その他･不明
下りエスカレーター降り口で子どもが立ち止ま
り、ステップと下階床の間に指を挟み転倒し
た。

販売店 下り 降り口 5歳以下 1
左手人差
指・薬指と
右手挫創

入院不要
こどもに対する注意喚起掲示を追加
する。

80 11/5 その他･不明
上りエスカレーター中段で、孫が逆走するのを
止めようとして、バランスを崩して転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 腰部打撲 不明
突発的な出来事で、特に対策は講じ
ない。

81 11/5 つまづき
上りエスカレーターをこどもが駆け上がり、躓
いて転倒した。

百貨店 上り 不明 6～12歳 1 口内切傷 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）

82 11/7 体調不良等
上りエスカレーターに杖をついて（手足に不自
由あり）乗り、中段で段を踏み外し転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 腰部打撲 不明
本人自身に独りでの使用は困難との
自覚があり、これにより特に対策を
講じることはない。

83 11/8 つまづき
下りエスカレーターで、バランスを崩して転倒
した。

マーケット 下り 降り口 65歳以上 1 額切り傷 不明
エスカレーター廻りの巡回強化およ
び高齢者等のエレベーター利用誘導

84 11/10 カート等利用
上りエスカレーター中央付近で、鞄のキャス
ターが踏み段クリート部に挟まり、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 頭部裂傷 不明
従来より事故対策を講じている。
（監視モニタ、巡回、注意喚起掲
示）

85 11/11 その他･不明
上りエスカレーターに乗った際、バランスを崩
して後ろ向きに転倒した。

百貨店 上り 不明 65歳以上 1 後頭部裂傷 不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

86 11/12 体調不良等
上りエスカレーターを1/3ほどのぼったところ
で、頭がボーとなり、足を滑らせて後ろに転倒
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）

87 11/13 つまづき
下りエスカレーターで、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・両肩
打撲

入院不要
従来より安全対策は十分なされてい
る。

88 11/13 つまづき
下りエスカレーターで、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 頭部打撲 入院不要
従来より安全対策は十分なされてい
る。

89 11/14 その他･不明
上りエスカレーター上段付近でバランスを崩し
転倒した。（本人記憶なく詳細不明）

駅舎 上り 不明 20～64歳 1 出血あり 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

90 11/15 その他･不明
上りエスカレーターに靴ひもが挟まり、その弾
みで転倒した。

マーケット 上り 不明 20～64歳 1 不明 入院不要
不注意によるものでと、特に対策は
講じない。

91 11/16 カート等利用
キャリーバックを持って上りエスカレーターを
少しのぼったところで、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
左頭部擦り
傷

入院不要
高齢者等に対し、エレベーター利用
を促すよう従業員教育を行った。

92 11/17 つまづき
子供が、上りエスカレーターに乗ったところで
バランスを崩して転倒した。

駅舎 上り 乗り口 6～12歳 1 右膝擦過傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

93 11/18 つまづき

上りエスカレーターで、８１歳男性がバランス
を崩し、後方に倒れかけため、後ろにいた８４
歳妻と69歳従業員が支えようとしたが、３名
とも転倒した。（81歳男性はけがなし）

マーケット 上り 乗り口 65歳以上 2

左腰、足打撲
（女性)

側頭部打撲、左
腕・膝擦過傷(従

業員)

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

94 11/19 つまづき
上りエスカレーター中央付近で、手荷物を持っ
た男性がバランスを崩して転倒し滑り落ち、後
続の女性も衝突されて転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 2

頭部・腰部打
撲

頭部擦過傷
右足首打撲

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）

95 11/23 カート等利用
上りエスカレーターを少しのぼったところで、
キャリーバックが倒れそうになり、支えようと
して転倒した。

その他 上り 乗り口 20～64歳 1
頸部・左
肩・左背部
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）

96 11/25 両手に荷物等
上りエスカレーターで、買い物袋を４つ抱えて
バランスを崩して後方に転倒した。

マーケット 上り 不明 65歳以上 1 不明 入院不要
乗り場の注意喚起掲示を大きなもの
に換えた。

97 11/26 その他･不明
エスカレーターを歩行中、ヒールの踵が引っか
かり転倒した。

販売店 不明 不明 20～64歳 1
両膝・頭部
打撲

入院不要
利用者の不注意によるため、これに
より特に対策を講じることはない。

98 11/28 その他･不明
上りエスカレーターで、前の利用者が転倒し、
接触転倒した。

駅舎 上り 不明 65歳以上 1
右頬・右手
甲負傷

入院不要
利用者の不注意によるもので、これ
により特に対策を講じることはな
い。

99 12/1 その他･不明
上りエスカレーターに靴ひもが挟まり、その弾
みで転倒した。

マーケット 上り 乗り口 20～64歳 1 肩打撲 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）

100 12/3 飲酒
酒に酔いふらつきながら上りエスカレーターに
のり、1段目と２段目付近で転倒し、そのまま
倒れこんで中段まで移動した。

駅舎 上り 乗り口 20～64歳 1 なし 入院不要
飲酒によるもので、特に対策を講じ
ることはない。
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101 12/8 つまづき
上りエスカレーターで、バランスを崩し転倒し
た。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 前頭部打撲 不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

102 12/8 その他･不明
幼児が、祖父が目を離した際にエスカレーター
の手すりベルト部に左手を伸ばし、手を挟まれ
た。

百貨店 下り 降り口 5歳以下 1 左指打撲 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

103 12/9 両手に荷物等
両手に荷物を持ち、上りエスカレーター中段付
近でバランスを崩して転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1
前頭部等打
撲

不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

104 12/13 その他･不明
上りエスカレーターで、前方にいた夫が転倒し
たため、後方にいた妻も転倒した。（妻のみ負
傷）

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

105 12/13 両手に荷物等

キャリーバック、紙袋、杖等を持って上りエスカ
レーターに乗り、少しのぼったところで、荷物を引
き上げようとしてバランスを崩して転倒した。
（他の客が停止ボタンを押す）

マーケット 上り 乗り口 65歳以上 1 腰打撲 入院不要
高齢者やベビーカー使用者をエレ
ベーターに案内するよう、従業員教
育を実施した。

106 12/18 両手に荷物等

両手に荷物とカートを持ち、上りエスカレー
ターに乗り込んですぐにバランスを崩し、左側
面に額を打ち、そのまま額を擦りながら上段ま
で行き、警備員に助けられた。

マーケット 上り 乗り口 65歳以上 1 頭部擦傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

107 12/23 つまづき
上りエスカレーターを急いでのぼり、通段付近
で足を滑らせて転倒した。

マーケット 上り 中央 65歳以上 1 頭部負傷 不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

108 12/27 その他･不明
上りエスカレーターで、手すりを握り損ねて後
方に転倒した。

マーケット 上り 不明 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
乗り場の注意喚起掲示を大きなもの
に換えた。

109 12/27 カート等利用
手押し車を持って上りエスカレーターにのり、
３段目でバランスを崩して転倒した。

販売店 上り 乗り口 65歳以上 1 左半身打撲 入院不要
利用者の過失が明らかなため、特に
対策を講じることはない。

110 12/28 飲酒
酩酊状態で上りエスカレーターにのり、バラン
スを崩した転倒した。

駅舎 上り 不明 20～64歳 1
頭頂部・後
頭部より出
血（軽症）

入院不要
酩酊状態によるもので、これにより
特に対策を講じることはない。

111 12/29 その他･不明

下りエスカレーターで、中学生数名が手すりに
乗りふざけていて、三角部ガード板が外れ落ち
て、反対の上りエスカレーターの乗客に当たっ
た。

マーケット 上り 不明 65歳以上 1

右頭部出血
右瞼裂傷
右白目内出

血

入院不要
警備員の巡回を強化し、従業員もバック
ヤードのエレベーターではなく売り場の
エスカレーターでフロア移動する。

112 12/31 両手に荷物等
右手にキャリーバック、左手に買い物袋を持
ち、上りエスカレーターに乗り、中央付近で荷
物の重さでバランスを崩して転倒した。

百貨店 上り 中央 20～64歳 1
左前額部の腫

れ
顔面に擦過傷

入院不要
利用者の過失が明らかなため、特に
対策を講じることはない。

113 （H24年）

1/3
体調不良等

上りエスカレーターに乗り込もうと一歩踏み込
んだとき、足が不自由なため残りの足がついて
行かず、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 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）

114 1/3 つまづき
上りエスカレーターを２段ほど歩いたところ
で、つまづいて転倒した。

マーケット 上り 乗り口 65歳以上 1 右手切り傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起放送）

115 1/4 その他･不明
下りエスカレーターで、持っていたキャリー
バックが倒れ、それを元に戻そうとしてバラン
スを崩して転倒した。

マーケット 下り 不明 65歳以上 1
左眼窩部打

撲
入院不要

不注意によるもので、これにより特
に対策を講じることはない。

116 1/4 その他･不明
親が買い物中に、幼児がベルトとガード部分に
指を挟まれた。

販売店 不明 不明 5歳以下 1 指のはれ 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

117 1/5 つまづき
上りエスカレーター乗り口で、手すりを握り損
ねて仰向けに転倒した。

マーケット 上り 乗り口 65歳以上 1 頭部出血 入院不要
乗り場の注意喚起掲示を大きなもの
に換えた。

118 1/6 つまづき
上りエスカレーターに乗った直後、バランスを
崩して仰向けに転倒した。

マーケット 上り 乗り口 65歳以上 1
頭部タンコ

ブ
入院不要

乗り場の注意喚起掲示を大きなもの
に換えた。

119 1/11 飲酒
酩酊状態で上りエスカレーターにのり、転倒し
ているところを発見された。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 1
頭頂部・後
頭部より微
量出血

入院不要
飲酒によるものと思われ、これによ
り特に対策を講じることはない。

120 1/13 その他･不明
上りエスカレーターで、倒れたキャリーバック
を支えようとして転倒した。

その他 上り 乗り口 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）

121 1/14 カート等利用
下りエスカレーターに４輪手押しカートを押し
て乗り、振り向いて後方の人と話をしていて、
中段付近でバランスを崩して前方に転倒した。

百貨店 下り 乗り口 20～64歳 1
顔・腕・脛
等打撲、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）

20～64歳 1 手の皮下骨折 入院不要

65歳以上 2
腰部腰椎損傷１

名
軽症１名

入院不要

123 1/22 つまづき
下りエスカレーターを降りる際に、足を滑らせ
て転倒した。

百貨店 下り 降り口 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）

124 1/25 両手に荷物等
両手に買い物袋を２袋づつ持ち上りエスカレー
ターに乗り、中央付近で立ちくらみを起こし、
後ろに転倒した。

マーケット 上り 中央 65歳以上 1
左側頭部よ
り出血

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）

125 1/26 つまづき
上りエスカレーター中段で、荷物を持っていた
ためバランスを崩して転倒した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1
左側頭部打
撲（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）

122 1/15 その他･不明

上りエスカレーターを1/3ほどのぼったところで、前の人
が倒れ掛かってきたように見えたため、避けようとして足
を踏み外して後ろに倒れ、それを支えようとした女性も転
倒。さらにその後ろにいた女性も巻き込まれて転倒した。

駅舎 上り 中央 3
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）
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126 1/27 体調不良等
上りエスカレーターに夫婦で乗った際、夫が立
ちくらみのため後方に倒れ、支えようとした妻
とともに転倒した。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 2 不明 入院不要 （第２報未提出）

127 1/28 カート等利用
高齢者用手押し車を押したまま、上りエスカ
レーターに乗り込んで、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 頭部擦傷 入院不要

カート利用者等にエレベーター利用を告知す
る。
従業員のエスカレーター利用を促し、危険防止
に努める。

128 1/29 その他･不明
下りエスカレーターで、右腕を横に出したまま
乗っていた女児が、ベルトと転落防止アクリル
板との間に腕を巻き込まれた。

複合施設 下り 中央 6～12歳 1
右前腕部骨
折

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、低速運転）

129 2/3 逆行等
上りエスカレーターを利用中、忘れ物を取りに
戻ろうと降りはじめ、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 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、巡回）

130 2/8 その他･不明
上りエスカレーターで、前の人が急によろけて
被害者に接触転倒、そのばずみで転倒した。

販売店 上り 不明 65歳以上 1
頭部打撲・
創傷

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

131 2/10 その他･不明

左前腕部にぶら下げていたビニールの買い物袋が手
すりの外側にでたまま下りエスカレーターに乗って
いたため、買い物袋が荷物落下防止ストッパーに
引っかかり、左腕に手さげ部分が巻きついた。

百貨店 下り 不明 65歳以上 1
左前腕部擦
過傷・内出
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）

132 2/12 つまづき
上りエスカレーターの上から３～４段目でふら
つき、転倒した。

百貨店 上り 降り口 65歳以上 1

左前頭部・
顔面打撲
（出血あ
り）

不明
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示、放送）

133 2/13 つまづき
左手に買い物袋を持ち、下りエスカレーターに
乗った直後にバランスを崩して前方へ転倒し
た。

マーケット 下り 乗り口 65歳以上 1
右額たんこ
ぶ、鼻付近
出血

入院不要
高齢者等にエレベータ利用を案内す
るよう、従業員教育をした。

134 2/13 つまづき
エスカレーターに乗った直後に、バランスを崩
して前に転倒した。

マーケット 不明 乗り口 65歳以上 1
顔・手足擦
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）

135 2/15 カート等利用
手押し車を押してエスカレーターに乗ったと同
時に、バランスを崩して転倒した。

マーケット 不明 乗り口 65歳以上 1
右こめかみ
下部・右手
甲裂傷

入院不要
従業員、警備員の巡回および注意喚
起掲示・放送の強化

136 2/16 つまづき
上りエスカレーターでバランスを失い転倒し
た。

マーケット 上り 不明 65歳以上 1
後頭部打
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）

137 2/19 体調不良等
上りエスカレーター中段でふらつき、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
負傷者の突然の体調不良によるもの
で、これにより特に対策を講じるこ
とはない。

138 2/20 つまづき
上りエスカレーターで、バランスを崩して転倒
した。

百貨店 上り 中央 65歳以上 1 左足脛裂傷 入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚放送、巡回）

139 2/24 つまづき
夫婦で上りエスカレーターに乗ろうとしたと
き、夫がバランスを崩し、妻が支えようとした
が支えきれずに両名とも転倒した。

駅舎 上り 乗り口 65歳以上 2 不明 入院不要
エスカレーター自体に起因する事故
ではないため、特に対策を講じるこ
とはない。

140 2/26 つまづき
杖を突いた８５歳女性（ふらつきあり）が、下
りエスカレーターの手すりを持った直後にバラ
ンスを崩して転倒した。

百貨店 下り 不明 65歳以上 1
頭部打撲
（出血）

不明
負傷者の体調不良によるもので、こ
れにより特に対策を講じることはな
い。

141 2/28 体調不良等
上りエスカレーター中央付近で、意識が遠のい
て、そのまま後ろに転倒した。

マーケット 上り 中央 65歳以上 1 後頭部裂傷 入院不要
注意喚起POPの確認および従業員
への緊急停止の教育実施

142 3/1 カート等利用
手押し車を押しながら上りエスカレーターに乗
り、中ほどで転倒し、数段転げ落ちた。

マーケット 上り 中央 65歳以上 1
後頭部打撲
右親指基節
骨骨折

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

143 3/1 つまづき
８０台女性が、上りエスカレーター搭乗直後に
転倒した。

販売店 上り 乗り口 65歳以上 1
頭部打撲・
創傷

入院不要
従来より事故対策を講じている。
（注意喚起掲示）

144 3/2 飲酒
泥酔者が下りエスカレーターに乗り込み転倒し
た。

販売店 下り 不明 65歳以上 1 顔面負傷 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）

145 3/3 つまづき
下りエスカレーター下段で、足を踏み外して下
階フロアまで転倒した。

マーケット 下り 降り口 65歳以上 1 不明 入院不要
警備巡回の強化
老人等のエレベーターへの誘導

146 3/3 つまづき
上りエスカレーターの上から５段目付近でふら
つき、バランスを崩して後ろに転倒した。

複合施設 上り 中央 65歳以上 1
左肘・右足
脛打撲

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）

147 3/5 つまづき
下りエスカレーターを急いで駆け下り、途中で
バランスを崩して転倒した。

複合施設 下り 中央 65歳以上 1
頭部打撲
頭部・右手
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）

148 3/5 両手に荷物等
89歳女性が上りエスカレーターに乗る際、
リュックの重みでバランスを崩して後ろ向きに
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、警備）

149 3/6 つまづき
上りエスカレーターの降り口で、手すりに身を
ゆだねたままだったためバランスを崩して後ろ
へ転倒した。

マーケット 上り 降り口 20～64歳 1
後頭部切り
傷

入院不要
老人等のエレベーターへの誘導を従
業員教育した。

150 3/8 両手に荷物等

91歳の男性が、左手にキャリーバッグと布製
鞄、右手に杖をもって上りエスカレーターに
乗ったところ、バランスを崩して左後方に転倒
した。

複合施設 上り 乗り口 65歳以上 1
左側頭部か
ら出血

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）
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151 3/10 つまづき
上りエスカレーターの降り口近くで、手すりを
持っていなかったため、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
後頭部より
出血

入院不要 昇降時の自動注意アナウンス

152 3/11 つまづき
上りエスカレーターの降り口で、バランスを崩
して転倒した。

駅舎 上り 降り口 65歳以上 1
後頭部切り
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）

153 3/11 両手に荷物等

両手に荷物を持った８２歳女性が、上りエスカ
レーターに乗った直後にバランスを崩して後方
に転倒。そのまま中段まで運ばれ、起き上がろ
うとして再度後方に転倒した。

マーケット 上り 乗り口 65歳以上 1
頭部擦過傷
右肩打撲

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）

154 3/11 カート等利用
手荷物カートを持った86歳女性が、上りエス
カレーターでバランスを崩して後ろにカートご
と転倒した。

マーケット 上り 中央 65歳以上 1 出血あり 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）

155 3/15 両手に荷物等
両手に荷物を持ち、上りエスカレーター利用
中、バランスを崩して転倒した。

複合施設 上り 中央 20～64歳 1 頭部額裂傷 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）

156 3/17 体調不良等
上りエスカレーター中段で、７０歳女性が急に
意識を失いかけ、後方仰向けに転倒した。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1

両膝打撲
左手裂傷・
打撲・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）

157 3/21 体調不良等
上りエスカレーターで、体調不良によりふらつ
き、転倒した。

販売店 上り 不明 65歳以上 1 頭部打撲 入院不要
・カート使用禁止の掲示追加
・注意喚起放送の音量を上げる

158 3/27 飲酒

泥酔状態のうえ、両手に買い物袋を提げ上りエ
スカレーターを利用中、バランスを崩して転
倒。ほぼ前転に近い状態で、下階床まで転げ落
ちた。

駅舎 上り 中央 65歳以上 1
頭部裂傷

(4cm,出血
多量)

入院不要
酩酊状態によるもので、これにより
特に対策を講じることはない。


