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「安全」と「危険」とは何ですか？

正しく説明できますか？



危険danger
危険が確認できる

安全か危険が
わからない状態

リスクがある状態
risk

安全safety
安全が確認できる

不適切な安全の定義（１）
危険danger

安全＝(危険ではない）

適切な安全の定義

危険danger（＝安全ではない） 安全(＝安全）

安全とは？ 安全とは安全が確認できている状態



安全とは？

安全（safety) ＝
許容可能でない(not tolerable)リスクが ないこと

許容可能でない
リスク

許容可能な
リスク

許容不可能な
リスク

安
全

残留リスク

リ
ス
ク
大

リ
ス
ク
小

リスク 小 リスク 大

リスク０（ゼロ）は不可能！
絶対安全はない



危険とは？

risk  英国で17世紀(産業革命）に生まれた概念。

損害保険とともに使われ始めた比較的新し概念
risk management  

danger   欧州で13世紀ごろから使われている。

危害にさらされている状態

日本で「risk」という言葉が使われ始めたのは、昭和30年代まだ30数年

crisis  20世紀（1962年キューバ危機） 国際政治上の危機管理

現在は、起きてしまった危機的状況を言い現わすことが多い
crisis management

現在は、危険な事象が起こってしまった後の処理・対処に対して、クライストマネジメントと呼ぶ



リスクとは？ ハザードとは？

risk(リスク）危害の発生確率及びその危害の重大さの組合せ

（Combination of the probability of occurrence of harm and
the severity of that harm）

危害の発生確率 × 危害の重大さ

ｈazard(ハザード） 「危害の潜在的な源

（potential source of harm） 」

日本語では「危険」という一つの言葉だが、英語では多くの単語で使い分け
ている。それだけ、重要な概念だということ。



世の中には「ハザード」に満ちているが、
それによる必ずしも「危害が発生」するわけではない。

深刻度 量 時間・タイミング 組み合わせ

ハザードとは、危険源や被害拡大の要因
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水たまり

自動車 友だち

あめ玉

太陽
学校

乾燥した
空気

遊具



適切な情報や対応など、効果的に利用することで、

最悪の事態を避けるだけでなく、

より良い成長の糧やステップにしていく！

リスクには 「純粋リスク」 リスクは悪いことが起きる可能性

「投機的リスク」 時には良い結果ももたらす

いづれにしても、まだ起きていない！

という 将来の不確実性
リスクマネジメントが重要！



ハザード（hazard)

事故の発生に影響する事情 原因

イベント
（event) 事故

ロス (loss)

損失

ベネフィット(benefit)
便益

リスク（risk)
可能性があるが、まだ発生していない

リスクって…何？

組織経営
リスクは悪いとは限らな
い

製品安全
基本的にリスクは好ましくない結果を引き起こすもの

＜言葉の理解をまとめると…＞

参照：「基本リスクマネジメント用語辞典」上田和勇 亀井克之 同文舘出版



ハザード（hazard)

事故の発生に影響する事情 原因

イベント（event) 

事故

ロス (loss)

損失

リスク（risk)
事故発生の可能性

ベネフィット(benefit)
便益
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リスクって…何？

参照：「基本リスクマネジメント用語辞典」上田和勇 亀井克之 同文舘出版

滑り台から

転落

脳障害 骨折

遊具での事故



ハザード（hazard)

事故の発生に影響する事情 原因

イベント（event) 

事故

ロス (loss)

損失

リスク（risk)
事故発生の可能性

ベネフィット(benefit)
便益
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リスクって…何？

参照：「基本リスクマネジメント用語辞典」上田和勇 亀井克之 同文舘出版

遊具での事故

いたわり
あい

危険の認知
能力

ルールの
大切さ



許容可能でな
いリスク

許容可能な
リスク

許容不可能な
リスク

安
全

残留リスク

リ
ス
ク
大

リ
ス
ク
小

リスク 小 リスク 大

リスクマネジメントとは？

安全（safety) ＝ 許容可能でない(not tolerable)リスクが ないこと

★許容可能なリスクはどこ？ 社会の価値観、文化、技術レベル経済
的な問題…で変化する

★ゼロリスクはない＝けがゼロはない！
「許容できないリスク」を避ける



結果の監視 うまくいった？

計画の実行 実行しないとね！

リスク処理手段の選択 どうしようか？

リスクの評価 それってどれくらい危険？

リスクの確認 どんなリスクがあるの？ 回避

除去

保有

転嫁

リスクの遮断
（例：滑り台を撤去）

予防・分散・制限
（例：セイフティマット）

（例：けがも大事！）

保険・基金・下請
（例：傷害保険）

どれくらいの「安全」を求めるか

決断！

リスクマネジメントとは？



リスクマネジメントの誤った理解

リスクマネジメント ＝ ヒアリ・ハット報告？

ハインリッヒ 1931年出版
Industrial Accident Prevention

「災害防止の科学的研究」

労働災害の発生比率のこと。

1件の重大な事故に注目するよりも、最大の傷害グループである軽い傷
害にこそ災害要因の手がかりがある。

その要因は、労働者の不安全行動が88％である。

労働者への注意喚起こそが、事故防止である

マネジメントの理
論と手法としては、
古くて、実効性

はない！



リスクを把握（調査・検証）し、

そのリスクをどの程度許容するかを決断。

どこまでのケガを防ぐのか？

敢えて残すリスクとは？ ＜ベネフィットを明確にする＞

決定したリスク許容レベル、および、リスクの対応策を共有
対 スタッフ
対 利用者（保護者）

リスクコミュニケーション

対：子どもの傷害リスク

実効性のあるリスクマネジメントとは

対：社会的責任というリスク

対：利用者との意識
の乖離というリスク

ケガをゼロは現実的ではない。
どこまで許容し、それも基づき管理し、

リスクレベルを共有する



子ども成長過程で考えられるリスクは多い

病気
＜感染症・ＳＩＤＳ＞

誘拐・性犯罪な
どの犯罪被害

保護者から
の虐待

交通事故

地震や台風な
どの災害

事 故
＜転落・火災・溺水など＞

いじめ

16

基本的はに、純粋リスクが多い ⇒ 避ける

しかし、遊びに関するリスクは異なる



遊び場での事故の特殊性

遊び 高い所へ登る、高い所から滑る、ぶら下る、飛び降りる、揺らし、

回転して眩暈を起こす、など
子どもの探索行動を刺激し、しばしば危険性の内在する行為により成り立つ場
合が多い

一概に安全であれば良いというわけにはいかない。

リスクも善でありむしろ必要とされる

リスクをどのように理解し、どこまで許容し、それをマネジメントしていくかという

議論が必要。この視点が充分ではないため、実効性のある対策がとられない。

リスクと便益のバランスを考慮したリスクマネジメントが必要



消費者庁

遊具 ＜製造物だが、消費生活者製品ではない＞

⇒ 経済産業省の管轄外

遊具メーカーの主務省庁 ⇒ 国土交通省

遊具の設置場所による管理省庁

都市公園 国土交通省

幼稚園、小学校など 文部科学省

保育所、児童館など 厚生労働省

商業施設内の遊戯施設 経済産業省
（屋内遊具）

しかも、
主たる業務でない。

付属品。

「遊具」の製品としての特殊性 どこの省庁の管轄か？

様々な目的が異なる場所に設置されるが、主たる業務でもない付属品であること

遊び場や遊具のトータルな事故データがなく、その管理体制もまちまち
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遊び場の誕生・発展と遊具の安全規準制定

1800年代 
産業革命後の都市への人口集中と生活環境の劣悪化 

    子どもの健全な育成の場として遊び場が誕生 

1900年代 
後半 

第 2 次世界大戦後の都市の復興と自家用車の激増 

  危険な街路で遊ぶ子どもたちを守るために遊び場が発展 

欧 米 日 本 

1970年代 遊び場での事故が社会問題化     

1978年 
 独 

世界初遊具の安全規準  
ＤＩＮ7926 

  

1981年 
 米 

ＣＰＳＣ指針   

1986年 
 英 

ＢＳ5696   

 
 1990 年

頃～ 
遊び場での事故が社会問題化   

安全を求めすぎた反省 
子どもの遊びにはリスクが必要 

2002年 
国交省安全指針、及び 
JPFA安全規格発表 

 

1939 年～1945 年  
第 2 次世界大戦 

1995 年・1999 年  
国際遊び場会議 

欧米では、遊具の整備と転落
事故に備えての設置面の衝
撃緩和対策が徹底される。 

欧米と日本 
20年間で出来た差 

欧米では、リスクアセスメントこそが重
要であると、試行錯誤していた。

＜基礎知識＞

2012年

2018年

公園施設の長寿命化計画策定指針

維持管理に関しの補助金を得るに
は現状調査と管理計画の策定



1800年代の世界の公園・日本の公園

西ドイツブレーメンの公園 東京の公園

出典：「遊び場のデザイン」



2000年頃の世界の公園・日本の公園

アメリカ NY

ハンガリー ブダペスト

京都市

向日市



2018年～ 公園の管理が本格化

2002年の安全規準では大きな変化がなかったが、2012年からに
出された「公園施設の長寿命化計画策定指針」、及び、「都市
公園安全・安心対策緊急総合支援事業」により、各自治体が遊
具の保全は管理者の責務だとの認識が広がり、併せて、2016年
からスタートした公園の維持・管理に対する補助金が公園施設
の長寿命化計画に基づき適切に維持管理されているものに限定
されるという規定となり、急速に自治体の公園管理計画が進め
られている。
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公園遊具の適切化により
評価に値するが、ここから 安全とチャレンジ性のバランシングが
大きな課題となると予想される



遊び場で日常的に発生する事故の理解
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京都市消防局 遊具による事故(14歳未満) 救急搬送データ

2007年から2012年 総数 237件

転落事故 160件 67.5％ / 重症・中等症29件（32件中） 90.6％転落による

事故の発生状況 事故の発生状況・傷病程度別件数


Graph1

		転落		転落

		転倒		転倒

		衝突		衝突

		挟まれ		挟まれ

		その他		その他



発生件数

中等症以上の割合

件

n=237

160

0.90625

17

0.03125

27

0

2

0

31

0.0625



事故総件数 238件

		京都市消防局　救急搬送データ キョウトシショウボウキョクキュウキュウハンソウ

				事故総件数 ジコソウケンスウ		転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		2007		37		22		4		7		0		4		37				160		17		27		2		31		237

		2008		32		22		1		3		0		6		32

		2009		36		25		1		4		2		4		36						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2010		42		30		3		6		0		3		42				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		2		32

		2011		46		25		6		4		0		11		46				軽症 ケイショウ		131		16		27		2		29		205

		2012		44		36		2		3		0		3		44						160		17		27		2		31		237

		合計 ゴウケイ		237		160		17		27		2		31		237				中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		91%		3%		0%		0%		6%		100%

						67.5%		7.2%		11.4%		0.8%		13.1%

																						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																				発生件数 ハッセイケンスウ		160		17		27		2		31		237

				事故総件数 ジコソウケンスウ		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ						中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		91%		3%		0%		0%		6%		100%

		2007		37		21		9		2		2		3

		2008		32		17		11		1		0		3

		2009		36		23		10		0		0		2

		2010		42		21		14		5		1		2						公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ		合計 ゴウケイ						公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2011		46		32		10		1		2		1				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		14		17		0		0		1		32				合計 ゴウケイ		133		73		14		6		11		237

		2012		44		19		18		6		1		0				軽症 ケイショウ		119		56		14		6		10		205				中等症以上総数（32件）に対する割合 チュウトウショウイジョウソウスウケンタイワリアイ		44%		53%		0%		0%		3%

		合計 ゴウケイ		237		133		72		15		6		11				合計 ゴウケイ		133		73		14		6		11		237																237

						56%		30%		6%		3%		5%				事故総件数（237件）に対する割合 ジコソウケンスウケンタイワリアイ		56.1%		30.8%		5.9%		2.5%		4.6%		100.0%																1

																		中等症以上総数（32件）に対する割合 チュウトウショウイジョウソウスウケンタイワリアイ		43.8%		53.1%		0.0%		0.0%		3.1%		100.0%																1

		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ

		133		72		15		6		11		237

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ								転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		重症 ジュウショウ		3		0		0		0		0		3				合計 ゴウケイ		160		17		27		2		32		238

		中等症 チュウトウショウ		26		1		0		0		2		29				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		3		33

		軽症 ケイショウ		131		16		27		2		29		205				中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		88%		3%		0%		0%		9%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		237

		合計 ゴウケイ		160		17		27		2		31		32

				68%

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		2		97%

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		88%		3%		0%		0%		6%

				公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		14		17		0		0		1		32

		軽症 ケイショウ		119		55		15		6		10		205

		合計 ゴウケイ		133		72		15		6		11		237

		事故全体の割合 ジコゼンタイワリアイ		56%		30%		6%		3%		5%		100%

		中等症以上総数での割合 チュウトウショウイジョウソウスウワリアイ		44%		53%		0%		0%		3%		100%

				軽症 ケイショウ		中等症 チュウトウショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ						ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2007		34		3		0		37				2007		8		7		9		3		2		8		37

		2008		27		4		1		32				2008		6		6		11		1		0		8		32

		2009		32		3		1		36				2009		8		10		8		2		0		8		36

		2010		37		5		0		42				2010		4		12		14		1		1		10		42

		2011		40		6		0		46				2011		8		13		9		1		2		13		46

		2012		35		8		1		44				2012		7		10		16		0		0		11		44

				205		29		3		237				合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		58		237

														％		17%		24%		28%		3%		2%		24%		100%

																ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		合計 ゴウケイ

														合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53		237		13%

														中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		3		9		32

														中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		9%		28%

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		32

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		3		9		205

																軽症 ケイショウ		39		53		55		7		5		2		44		237

																合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53		100%

																事故全体での割合 ジコゼンタイワリアイ		17%		24%		28%		3%		2%		2%		22%		100%

																中等症以上総数での割合 チュウトウショウイジョウソウスウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		9%		28%

																																ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ

																																2		5		12		1		0

																														中等症以上 チュウトウショウイジョウ				2		5		12		1		0

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		1.0606060606		39		53		55		7		5

																合計 ゴウケイ		14		44		62		8		5		3		59		61		3.0606060606		46		70		68		8

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		13

																中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		15%		36%		3%		0%		6%		39%

																重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59

																中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0

																		39		53		55		7		5		その他 タ		合計 ゴウケイ

																重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1		46

																中等症 チュウトウショウ												12		59

																軽症 ケイショウ												46		0

																合計 ゴウケイ												59		0

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

																合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53

																中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		9%		28%

		砂場 スナバ		681

		鉄棒 テツボウ		564

		ブランコ		551

		滑り台 スベダイ		537

		シーソー		216

		スプリング遊具 ユウグ		176

		うんてい		114

		ジャングルジム		93

		小動物型固定 ショウドウブツガタコテイ		243

		その他 タ		230

																				公園		小学校		幼稚園		大規模		その他		合計

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ										中学校		など		店舗

		軽症 ケイショウ		132		15		27		2		29						重症		1		2		0		0		0		3

		中等症 チュウトウショウ		26		1		0		0		3						中等症		13		15		0		0		1		29

		重症 ジュウショウ																軽症		119		55		15		6		10		205

		合計 ゴウケイ		158		16		27		2		32						合計		133		72		15		6		11		237

																		事故全体の割合		56%		30%		6%		3%		5%		100%

				3		0		0		0		0						重・中等症の割合		45%		52%		0%		0%		3%

																		ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																小学校 ショウガッコウ		8		7		45		3		2		8		37

																幼稚園 ヨウチエン		6		6		7		1		0		8		32

																公園 コウエン		8		10		15		2		0		8		36

																その他 タ		4		12		0		1		1		11		43

																		26		35		67		7		3		35		148

		転落が起きた遊具 テンラクオユウグ				160

				鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		ジャングルジム		ブランコ		すべり台 ダイ		シーソー

		2007		2		0		4		8		1		5		2		22

		2008		0		0		4		10		2		6		0		22

		2009		0		1		3		8		4		8		1		25

		2010		1		1		6		13		0		8		1		30

		2011		1		1		4		7		2		9		1		25

		2012		0		1		6		16		5		8		0		36

				4		4		27		62		14		44		5		160																うんてい		その他 タ

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ																				1		11

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160														鉄棒 テツボウ						12

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		6%		22%		100%						ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー						1		14

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ						2007		8				2								1		17

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160				2008		6		2		2						1		1		10

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		7		29				2009		8				2						1		3		11

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		6%		22%						2010		4		1		2		1				2		7		75

																						2011		8		1		1

																						2012		7		1		3				0

																								41		5		12		1

		公園での事故 コウエンジコ				133

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ								転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		軽症 ケイショウ		71		8		19		1		21						中等症以上 チュウトウショウイジョウ		12		0		0		0		1		13

		中等症 チュウトウショウ		11		0		0		0		1		12				軽症 ケイショウ		71		8		19		1		21		120

		重症 ジュウショウ		1		0		0		0		0						合計 ゴウケイ		83		8		19		1		22		133

		合計 ゴウケイ		83		8		19		1		22		133				公園での事故全体での割合 コウエンジコゼンタイワリアイ		62%		6%		14%		1%		17%		100%

				62%		6%		14%		1%		17%		100%				中等症以上総数での割合 チュウトウショウイジョウソウスウワリアイ		92%		0%		0%		0%		8%		100%				うんてい		その他 タ

																																		0		17		55

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ																				鉄棒 テツボウ		0		3		24

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		20		133										ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		2		4		22		163

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		14		0		0		0		0		14								小・中学校 ショウチュウガッコウ		2		6		45		1		1

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		100%		0%		0%		0%		0%		100%								幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		1		2		7		0		2		1		11		10

																						公園 コウエン		38		47		15		5				5		53		174

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ										大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ										0

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		21		134								その他 タ		0		3		0		2		5

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		100%		0%		0%		0%		0%		100%										41		58		67		8

						0		0		0		1

																																		237

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ																11

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21		133						133		72		15		6

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		3		13

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%

		重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59		12

		中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0				46

				39		53		55		7		5		その他 タ		59

		重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1

		中等症 チュウトウショウ												12

		軽症 ケイショウ												46		その他 タ

		合計 ゴウケイ												59		22

																4

																29%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21		133

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		3		13

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%
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図3-3　遊具の種類別事故発生の割合　
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図3-4　発生状況別件数･中等症以上の割合



		



合計

中等症以上の割合

件

n=237

図3-2　遊具の種類別事故発生件数と中等症以上の割合
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図3-4　転落事故発生の遊具別件数と中等症以上の割合
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図3-4　公園で発生した事故の遊具種類別件数・　　　　　　中等症以上の割合
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図3-2　発生場所別事故件数と中等症以上の総件数に対する割合



		京都市消防局　救急搬送データ キョウトシショウボウキョクキュウキュウハンソウ

				事故総件数 ジコソウケンスウ		転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		2007		37		22		4		7		0		4		37				160		17		27		2		32

		2008		32		22		1		3		0		6		32

		2009		36		25		1		4		2		4		36

		2010		43		30		3		6		0		4		43

		2011		46		25		6		4		0		11		46

		2012		44		36		2		3		0		3		44

		合計 ゴウケイ		238		160		17		27		2		32		238

						67%		7%		11%		1%		13%

				total		public park		school		nursery		store		other

		2007		37		21		9		2		2		3

		2008		32		17		11		1		0		3

		2009		36		23		10		0		0		2

		2010		43		22		14		5		1		2

		2011		46		32		10		1		2		1

		2012		44		19		18		6		1		0

		合計 ゴウケイ		238		134		72		15		6		11

						56%		30%		6%		3%		5%

		public park		school		nursery		store		other

		134		72		15		6		11

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		重症 ジュウショウ		3		0		0		0		0		3

		中等症 チュウトウショウ		25		1		0		0		3		29

		軽症 ケイショウ		132		16		27		2		29		206

				fall		overturning		impact		insert		other		238

		total		160		17		27		2		32		32

				67%

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		28		1		0		0		3		97%

		Percentage of moderate & serious injuries		85%		3%		0%		0%		9%

				公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ		3

		重症 ジュウショウ		1		2		0		0		0		30

		中等症 チュウトウショウ		14		15		0		0		1		205

		軽症 ケイショウ		119		55		15		6		10		238

		合計 ゴウケイ		134		72		15		6		11		100%

		事故全体の割合 ジコゼンタイワリアイ		56%		30%		6%		3%		5%

		重・中等症の割合 ジュウチュウトウショウワリアイ		45%		52%		0%		0%		3%				ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

				軽症 ケイショウ		中等症 チュウトウショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ				2007		8		7		9		3		2		8		37

		2007		34		3		0		37				2008		6		6		11		1		0		8		32

		2008		27		4		1		32				2009		8		10		8		2		0		8		36

		2009		32		3		1		36				2010		4		12		14		1		1		11		43

		2010		37		6		0		43				2011		8		13		9		1		2		13		46

		2011		40		6		0		46				2012		7		10		16		0		0		11		44

		2012		35		8		1		44				合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		59		238

														％		17%		24%		28%		3%		2%		25%		100%

																																ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ

																														中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0

																		swings		slides		jungle jym		see-saws		horizontal bar		ladder		other				2		5		12		1		0

																total		41		58		67		8		5		3		59		241		39		53		55		7		5

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		13		35		243		46		70		68		8

																Percentage of moderate & serious injuries		6%		15%		36%		3%		0%		6%		39%

																重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59

																中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0

																		39		53		55		7		5		その他 タ		合計 ゴウケイ

																重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1		180

																中等症 チュウトウショウ												12		12

																軽症 ケイショウ												46		46

																合計 ゴウケイ												59		59

		砂場 スナバ		681

		鉄棒 テツボウ		564

		ブランコ		551

		滑り台 スベダイ		537

		シーソー		216

		スプリング遊具 ユウグ		176

		うんてい		114

		ジャングルジム		93

		小動物型固定 ショウドウブツガタコテイ		243

		その他 タ		230

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		軽症 ケイショウ		132		15		27		2		29

		中等症 チュウトウショウ		26		1		0		0		3

		重症 ジュウショウ

		合計 ゴウケイ		158		16		27		2		32

				3		0		0		0		0

																		ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																小学校 ショウガッコウ		8		7		45		3		2		8		37

																幼稚園 ヨウチエン		6		6		7		1		0		8		32

																公園 コウエン		8		10		15		2		0		8		36

																その他 タ		4		12		0		1		1		11		43

																						67

		転落が起きた遊具 テンラクオユウグ

				鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		ジャングルジム		ブランコ		すべり台 ダイ		シーソー

		2007		2		0		4		8		1		5		2		22

		2008		0		0		4		10		2		6		0		22

		2009		0		1		3		8		4		8		1		25

		2010		1		1		6		13		0		8		1		30

		2011		1		1		4		7		2		9		1		25

		2012		0		1		6		16		5		8				36

				4		4		27		62		14		44		5		160

				鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		ジャングルジム		ブランコ		すべり台 ダイ		シーソー

				4		4		28		60		16		44		5		161

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2%		5%		12%		1%		0%		2%		7%		0.29

				7%		17%		41%		3%		0%		7%		24%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

				14		44		62		5		4		4		27		160

		中等症の割合 チュウトウショウワリアイ		7%		17%		41%		3%		0%		7%		24%

				7%		17%		41%		3%		0%		7%		24%				鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		ジャングルジム		ブランコ		すべり台 ダイ		シーソー

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ						2007						1		2								3

		軽症 ケイショウ		71		8		19		1		20						2008								2				2				4

		中等症 チュウトウショウ		13		0		0		0		1						2009						1		2								3

		重症 ジュウショウ		1		0		0		0		0						2010						1		2				1		1		5

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		21		134				2011		0		1		1		1		1		1				5

				63%		6%		14%		1%		16%		100%				2012				1		3		3		1		1				9

																				0		2		7		12		2		5		1		29

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		21

		中等症・重症の割合 チュウトウショウジュウショウワリアイ		16%		0%		0%		0%		5%

				14		0		0		0		1

				swings		slides		jungle jym		see-saws		horizontal bar		ladder		other

		total		38		47		15		6		2		4		22

		Percentage of moderate & serious injuries		14%		21%		7%		7%		0%		21%		29%
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図８　公園での事故発生　遊具の種類別
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図９　公園での事故　発生状況
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		京都市消防局　救急搬送データ キョウトシショウボウキョクキュウキュウハンソウ

																																																																		事故総件数 ジコソウケンスウ		転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

				事故総件数 ジコソウケンスウ		転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ																																		2007		総件数 ソウケンスウ		37		22		4		7		0		4		37

		2007		37		22		4		7		0		4		37				160		17		27		2		31		237																																		うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		3		3		0		0		0		0

		2008		32		22		1		3		0		6		32																																														2008		総数 ソウスウ		32		22		1		3		0		6		32

		2009		36		25		1		4		2		4		36						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ																																うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		5		4		1		0		0		0

		2010		42		30		3		6		0		3		42				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		2		32																														2009		総数 ソウスウ		36		25		1		4		2		4		36

		2011		46		25		6		4		0		11		46				軽症 ケイショウ		131		16		27		2		29		205																																うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		4		3		0		0		0		1

		2012		44		36		2		3		0		3		44						160		17		27		2		31		237																														2010		総数 ソウスウ		42		30		3		6		0		3		42

		合計 ゴウケイ		237		160		17		27		2		31		237				中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		91%		3%		0%		0%		6%		100%																																うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		5		5		0		0		0		0

						67.5%		7.2%		11.4%		0.8%		13.1%																																																2011		総数 ソウスウ		46		25		6		4		0		11		46

																						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ																																うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		6		5		0		0		0		1

																				発生件数 ハッセイケンスウ		160		17		27		2		31		237																														2012		総数 ソウスウ		44		36		2		3		0		3		44

				事故総件数 ジコソウケンスウ		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ						中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		91%		3%		0%		0%		6%		100%																																うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		9		9		0		0		0		0

		2007		37		21		9		2		2		3																																																総件数の合計 ソウケンスウゴウケイ				237		160		17		27		2		31		237

		2008		32		17		11		1		0		3																																																中等症以上の合計 チュウトウショウイジョウゴウケイ				32		29		1		0		0		2

		2009		36		23		10		0		0		2																																																各中等症以上件数／中等症以上の総数 カクチュウトウショウイジョウケンスウチュウトウショウイジョウソウスウ				13.5%		90.6%		3.1%		0.0%		0.0%		6.3%

		2010		42		21		14		5		1		2						公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2011		46		32		10		1		2		1				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		13		17		0		0		1		31

		2012		44		19		18		6		1		0				軽症 ケイショウ		120		55		15		6		10		206

		合計 ゴウケイ		237		133		72		15		6		11				合計 ゴウケイ		133		72		15		6		11		237

						56%		30%		6%		3%		5%				事故全体の割合 ジコゼンタイワリアイ		56.1%		30.4%		6.3%		2.5%		4.6%		100.0%

																		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		41.9%		54.8%		0.0%		0.0%		3.2%		100.0%

		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ										公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		133		72		15		6		11		237						合計 ゴウケイ		133		72		15		6		11		237

																		中等症以上の総件数に対する割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウタイワリアイ		41.9%		54.8%		0.0%		0.0%		3.2%		100.0%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ								転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		重症 ジュウショウ		3		0		0		0		0		3				合計 ゴウケイ		160		17		27		2		32		238

		中等症 チュウトウショウ		26		1		0		0		2		29				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		3		33

		軽症 ケイショウ		131		16		27		2		29		205				中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		88%		3%		0%		0%		9%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		237

		合計 ゴウケイ		160		17		27		2		31		32

				68%

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		2		97%

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		88%		3%		0%		0%		6%

				公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		14		17		0		0		1		32

		軽症 ケイショウ		119		55		15		6		10		205

		合計 ゴウケイ		133		72		15		6		11		237

		事故全体の割合 ジコゼンタイワリアイ		56%		30%		6%		3%		5%		100%

		中等症以上総数での割合 チュウトウショウイジョウソウスウワリアイ		44%		53%		0%		0%		3%		100%

				軽症 ケイショウ		中等症 チュウトウショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ						ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2007		34		3		0		37				2007		8		7		9		3		2		8		37

		2008		27		4		1		32				2008		6		6		11		1		0		8		32

		2009		32		3		1		36				2009		8		10		8		2		0		8		36

		2010		37		5		0		42				2010		4		12		14		1		1		10		42

		2011		40		6		0		46				2011		8		13		9		1		2		13		46

		2012		35		8		1		44				2012		7		10		16		0		0		11		44

				205		29		3		237				合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		58		237

														％		17%		24%		28%		3%		2%		24%		100%

																ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		合計 ゴウケイ

														合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53		237

														中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		3		9		32		13%

														中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		9%		28%

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		3		9		32

																軽症 ケイショウ		39		53		55		7		5		2		44		205

																合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53		237

																事故全体での割合 ジコゼンタイワリアイ		17.3%		24.5%		28.3%		3.4%		2.1%		2.1%		22.4%		100%

																中等症以上総数での割合 チュウトウショウイジョウソウスウワリアイ		6.3%		15.6%		37.5%		3.1%		0.0%		9.4%		28.1%		100.0%

																																ブランコ

																														中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ				滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ

																合計 ゴウケイ		14		44		62		8		5		3		59		1.0606060606		5		12		1		0

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		13		61		2		5		12		1		0

																中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		15%		36%		3%		0%		6%		39%				39		53		55		7		5

																重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59						3.0606060606		46		70		68		8

																中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0

																		39		53		55		7		5		その他 タ		合計 ゴウケイ

																重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1		46

																中等症 チュウトウショウ												12		59

																軽症 ケイショウ												46		0

																合計 ゴウケイ												59		0

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

																合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53

																中等症以上の総件数に対する割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウタイワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		9%		28%

		砂場 スナバ		681

		鉄棒 テツボウ		564

		ブランコ		551

		滑り台 スベダイ		537

		シーソー		216

		スプリング遊具 ユウグ		176

		うんてい		114

		ジャングルジム		93

		小動物型固定 ショウドウブツガタコテイ		243

		その他 タ		230

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		軽症 ケイショウ		132		15		27		2		29

		中等症 チュウトウショウ		26		1		0		0		3

		重症 ジュウショウ

		合計 ゴウケイ		158		16		27		2		32

				3		0		0		0		0

																		ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																小学校 ショウガッコウ		8		7		45		3		2		8		37

																幼稚園 ヨウチエン		6		6		7		1		0		8		32

																公園 コウエン		8		10		15		2		0		8		36

																その他 タ		4		12		0		1		1		11		43

																						67

		転落が起きた遊具 テンラクオユウグ				160

				鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		ジャングルジム		ブランコ		すべり台 ダイ		シーソー

		2007		2		0		4		8		1		5		2		22

		2008		0		0		4		10		2		6		0		22

		2009		0		1		3		8		4		8		1		25

		2010		1		1		6		13		0		8		1		30

		2011		1		1		4		7		2		9		1		25

		2012		0		1		6		16		5		8		0		36

				4		4		27		62		14		44		5		160

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160

		中等症以上の総件数に対する割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウタイワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		6%		22%		100%						ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ						2007						2								1		3

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160				2008				2		2										4

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		7		29				2009						2								1		3

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		6%		22%						2010				1		2		1						1		5

																						2011		1		1		1						1		1		5

																						2012		1		1		3						1		3		9

																								2		5		12		1		0		2		7		29

		公園での事故 コウエンジコ				133

																		公園での事故 コウエンジコ

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ								転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		軽症 ケイショウ		71		8		19		1		21						中等症以上 チュウトウショウイジョウ		12		0		0		0		1		13

		中等症 チュウトウショウ		11		0		0		0		1		12				軽症 ケイショウ		72		8		19		1		20		120

		重症 ジュウショウ		1		0		0		0		0		1				合計 ゴウケイ		84		8		19		1		21		133

		合計 ゴウケイ		83		8		19		1		22		133				公園での発生総件数での割合 コウエンハッセイソウケンスウワリアイ		63.2%		6.0%		14.3%		0.8%		15.8%		100.0%

				62%		6%		14%		1%		17%		100%				中等症以上総件数での割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウワリアイ		92.3%		0.0%		0.0%		0.0%		7.7%		100.0%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		20		133				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		14		0		0		0		0		14		事故件数 ジコケンスウ		84		8		19		1		21		133

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		100%		0%		0%		0%		0%		100%		中等症以上総件数での割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウワリアイ		92.3%		0.0%		0.0%		0.0%		7.7%		100.0%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		21		134

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		100%		0%		0%		0%		0%		100%

						0		0		0		1

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21		133

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		3		13

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%

		重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59		12

		中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0				46

				39		53		55		7		5		その他 タ		59

		重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1

		中等症 チュウトウショウ												12

		軽症 ケイショウ												46		その他 タ

		合計 ゴウケイ												59		22

																4

																29%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21		133

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		3		13

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		事故件数 ジコケンスウ		38		47		15		6		2		4		21

		中等症以上総件数での割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%

		公園で発生した事故全体に対する割合 コウエンハッセイジコゼンタイタイワリアイ

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		合計 ゴウケイ

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		3		13

		軽症 ケイショウ		36		44		14		5		2		1		18		120

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21		133

		公園での事故全体に対する割合 コウエンジコゼンタイタイワリアイ		28.6%		35.3%		11.3%		4.5%		1.5%		3.0%		15.8%		100.0%

		中等症以上の合計に対する割合 チュウトウショウイジョウゴウケイタイワリアイ		15.4%		23.1%		7.7%		7.7%		0.0%		23.1%		23.1%		100.0%

		傷害名 ショウガイメイ		肩・ 上腕皮下骨折		頭部挫傷 トウブザショウ		頭部皮下出血（ 皮下血腫を含む）		頭部打撲				肘・前腕皮下骨折  ヒジセツ		肘・ 前腕開放性骨折

				頭部皮下出血（ 皮下血購含む ）  トウカワゲケツ		頭部打撲  トウブ								手首・ 手皮下骨折		肘・前腕皮下骨折

						肩・ 上腕皮下骨析  カタワン								肘・ 前腕皮下骨折  ヒジ		肘・ 前腕皮下骨折

		転落事故　遊具別 テンラクジコユウグベツ

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		7		29

		軽症 ケイショウ		12		39		50		4		4		2		20		131

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160

		転落事故総件数に対する割合 テンラクジコソウケンスウタイワリアイ		8.8%		27.5%		38.8%		3.1%		2.5%		2.5%		16.9%		100.0%

		中等症以上の件数に対する割合 チュウトウショウイジョウケンスウタイワリアイ		6.9%		17.2%		41.4%		3.4%		0.0%		6.9%		24.1%		100.0%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160

		中等症以上の総件数に対する割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウタイワリアイ		6.9%		17.2%		41.4%		3.4%		0.0%		6.9%		24.1%		100.0%
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中等症以上の割合
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中等症以上の割合
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図3-3　遊具の種類別事故発生の割合　
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図3-4　発生状況別件数･中等症以上の割合
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中等症以上の総件数に対する割合

件

n=237

図3-2　遊具の種類別事故発生件数と　　　　　　　　　　　　　中等症以上の総件数に対する割合
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図3-4　転落事故発生の遊具別件数と中等症以上の割合
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図3-6　公園での事故　遊具種類別件数・　　　　　　中等症以上総件数での割合
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件
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図3-3　発生場所別事故件数と中等症以上の総件数に対する割合
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件
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図3-3　発生場所別件数と中等症以上の総件数に対する割合
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件
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図3-5　公園での事故　発生状況別件数と
中等症以上総件数での割合



		京都市消防局　救急搬送データ キョウトシショウボウキョクキュウキュウハンソウ

				事故総件数 ジコソウケンスウ		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ

		2007		37		21		9		2		2		3

		2008		32		17		11		1		0		3

		2009		36		23		10		0		0		2

		2010		42		21		15		4		1		2

		2011		46		32		10		1		2		1

		2012		44		19		18		6		1		0

		合計 ゴウケイ		237		133		73		14		6		11		237

						56%		31%		6%		3%		5%

		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ

		133		72		15		6		11

														％

																						ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		合計 ゴウケイ

																				小・中学校 ショウチュウガッコウ		2		6		45		1		2		0		17		73

																				幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		1		2		7		0		1		0		3		14

																				公園 コウエン		38		47		15		5		2		4		22		133

																				大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		0		0		0		0		0		0		11		11

																				その他 タ		0		3		0		2		0		1		5		11

																						41		58		67		8		5		5		53		237

																										公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ

																								ブランコ

																								すべり台 ダイ

																								ジャングルジム

																								シーソー

																								鉄棒 テツボウ

																								うんてい

																								その他 タ

																										小・中学校 ショウチュウガッコウ		幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		公園 コウエン		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ

																								ブランコ		2		1		38		0		0		41

																								すべり台 ダイ		6		2		47		0		3		58

																								ジャングルジム		45		7		15		0		0		67

																								シーソー		1		0		5		0		2		8

																								鉄棒 テツボウ		2		1		2		0		0		5

																								うんてい		0		0		4		0		1		5

																								その他 タ		17		3		22		6		5		53

																								合計 ゴウケイ		73		14		133		6		11		237

																								公園 コウエン		小・中学校 ショウチュウガッコウ		幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ

																						ブランコ		38		2		1		0		0		41

																						すべり台 ダイ		47		6		2		0		3		58

																						ジャングルジム		15		45		7		0		0		67

																						シーソー		5		1		0		0		2		8

																						鉄棒 テツボウ		2		2		1		0		0		5

																						うんてい		4		0		0		0		1		5

																						その他 タ		22		17		3		6		5		53

																						合計 ゴウケイ		133		73		14		6		11		237

																								公園 コウエン		小・中学校 ショウチュウガッコウ		幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		その他 タ												転落 テンラク		38		2		1		0		0		41

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		12		0		0		0		12												47		6		2		0		3		58

		軽症 ケイショウ		50		1		1		3		55										ジャングルジム		15		45		7		0		0		67

		合計 ゴウケイ		62		1		1		3		67										シーソー		5		1		0		0		2		8

																						鉄棒 テツボウ		2		2		1		0		0		5

				公園		小学校・		幼稚園・保育所		大規模		その他		合計 ゴウケイ								うんてい		4		0		0		0		1		5

						中学校				商業施設												その他 タ		22		17		3		6		5		53

		中等症以上		1		11		0		0		0		12								合計 ゴウケイ		133		73		14		6		11		237

		軽症		11		34		5		0		0		50																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0

		合計		12		45		5		0		0		62				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ				2		5		12		1		0

																合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		3		59		241		39		53		55		7		5

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		13		35		243		46		70		68		8

																中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		15%		36%		3%		0%		6%		39%

																重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59

																中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ						39		53		55		7		5		その他 タ		合計 ゴウケイ

		軽症 ケイショウ		6		15		27		2		29				重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1		180

		中等症 チュウトウショウ		12		1		0		0		3				中等症 チュウトウショウ												12		12

		重症 ジュウショウ														軽症 ケイショウ												46		46

		合計 ゴウケイ		18		16		27		2		32				合計 ゴウケイ												59		59

				3		0		0		0		0

		公園での事故 コウエンジコ

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		軽症 ケイショウ		71		8		19		1		20

		中等症 チュウトウショウ		13		0		0		0		1

		重症 ジュウショウ		1		0		0		0		0

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		21

				63%		6%		14%		1%		16%		134

														100%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		21

		中等症・重症の割合 チュウトウショウジュウショウワリアイ		16%		0%		0%		0%		5%

				14		0		0		0		1

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		うんてい

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		4

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		14%		21%		7%		7%		0%		3

		重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		21%

		中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0		59

				39		53		55		7		5

		重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		その他 タ

		中等症 チュウトウショウ												1

		軽症 ケイショウ												12

		合計 ゴウケイ												46

														59

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ				小学校 ショウガッコウ		8		7		45		3		2		8		37

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		うんてい		幼稚園 ヨウチエン		6		6		7		1		0		8		32

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		4		公園 コウエン		8		10		15		2		0		8		36

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		14%		21%		7%		7%		0%		3		その他 タ		4		12		0		1		1		11		43

														21%				26		35		67		7		3		35		148

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		うんてい		シーソー

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		14%		21%		7%		7%		0%		4		2		6.5

														21%		0		0.2142857143

																1		1

																1		1

																1		1

																		0

																5		9.7142857143

																シーソー

																5		161

																その他 タ

																28		28

																100%

																その他 タ

																22		22

																4		4

																29%

																合計 ゴウケイ

																1

																12

																46

																59

																その他 タ

																22

																4

																29%

																その他 タ

																22

																29%
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図８　公園での事故発生　遊具の種類別
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図９　公園での事故　発生状況
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事故総件数 238件

		京都市消防局　救急搬送データ キョウトシショウボウキョクキュウキュウハンソウ

				事故総件数 ジコソウケンスウ		転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		2007		37		22		4		7		0		4		37				160		17		27		2		31		237

		2008		32		22		1		3		0		6		32

		2009		36		25		1		4		2		4		36						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2010		42		30		3		6		0		3		42				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		2		32

		2011		46		25		6		4		0		11		46				軽症 ケイショウ		131		16		27		2		29		205

		2012		44		36		2		3		0		3		44						160		17		27		2		31		237

		合計 ゴウケイ		237		160		17		27		2		31		237				中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		91%		3%		0%		0%		6%		100%

						67.5%		7.2%		11.4%		0.8%		13.1%

																						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																				発生件数 ハッセイケンスウ		160		17		27		2		31		237

				事故総件数 ジコソウケンスウ		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ						中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		91%		3%		0%		0%		6%		100%

		2007		37		21		9		2		2		3

		2008		32		17		11		1		0		3

		2009		36		23		10		0		0		2

		2010		42		21		14		5		1		2						公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ		合計 ゴウケイ						公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2011		46		32		10		1		2		1				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		14		17		0		0		1		32				合計 ゴウケイ		133		73		14		6		11		237

		2012		44		19		18		6		1		0				軽症 ケイショウ		119		56		14		6		10		205				中等症以上総数（32件）に対する割合 チュウトウショウイジョウソウスウケンタイワリアイ		44%		53%		0%		0%		3%

		合計 ゴウケイ		237		133		72		15		6		11				合計 ゴウケイ		133		73		14		6		11		237																237

						56%		30%		6%		3%		5%				事故総件数（237件）に対する割合 ジコソウケンスウケンタイワリアイ		56.1%		30.8%		5.9%		2.5%		4.6%		100.0%																1

																		中等症以上総数（32件）に対する割合 チュウトウショウイジョウソウスウケンタイワリアイ		43.8%		53.1%		0.0%		0.0%		3.1%		100.0%																1

		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ

		133		72		15		6		11		237

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ								転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		重症 ジュウショウ		3		0		0		0		0		3				合計 ゴウケイ		160		17		27		2		32		238

		中等症 チュウトウショウ		26		1		0		0		2		29				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		3		33

		軽症 ケイショウ		131		16		27		2		29		205				中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		88%		3%		0%		0%		9%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		237

		合計 ゴウケイ		160		17		27		2		31		32

				68%

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		2		97%

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		88%		3%		0%		0%		6%

				公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		14		17		0		0		1		32

		軽症 ケイショウ		119		55		15		6		10		205

		合計 ゴウケイ		133		72		15		6		11		237

		事故全体の割合 ジコゼンタイワリアイ		56%		30%		6%		3%		5%		100%

		中等症以上総数での割合 チュウトウショウイジョウソウスウワリアイ		44%		53%		0%		0%		3%		100%

				軽症 ケイショウ		中等症 チュウトウショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ						ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2007		34		3		0		37				2007		8		7		9		3		2		8		37

		2008		27		4		1		32				2008		6		6		11		1		0		8		32

		2009		32		3		1		36				2009		8		10		8		2		0		8		36

		2010		37		5		0		42				2010		4		12		14		1		1		10		42

		2011		40		6		0		46				2011		8		13		9		1		2		13		46

		2012		35		8		1		44				2012		7		10		16		0		0		11		44

				205		29		3		237				合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		58		237

														％		17%		24%		28%		3%		2%		24%		100%

																ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		合計 ゴウケイ

														合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53		237		13%

														中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		3		9		32

														中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		9%		28%

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		32

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		3		9		205

																軽症 ケイショウ		39		53		55		7		5		2		44		237

																合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53		100%

																事故全体での割合 ジコゼンタイワリアイ		17%		24%		28%		3%		2%		2%		22%		100%

																中等症以上総数での割合 チュウトウショウイジョウソウスウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		9%		28%

																																ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ

																																2		5		12		1		0

																														中等症以上 チュウトウショウイジョウ				2		5		12		1		0

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		1.0606060606		39		53		55		7		5

																合計 ゴウケイ		14		44		62		8		5		3		59		61		3.0606060606		46		70		68		8

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		13

																中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		15%		36%		3%		0%		6%		39%

																重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59

																中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0

																		39		53		55		7		5		その他 タ		合計 ゴウケイ

																重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1		46

																中等症 チュウトウショウ												12		59

																軽症 ケイショウ												46		0

																合計 ゴウケイ												59		0

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

																合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53

																中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		9%		28%

		砂場 スナバ		681

		鉄棒 テツボウ		564

		ブランコ		551

		滑り台 スベダイ		537

		シーソー		216

		スプリング遊具 ユウグ		176

		うんてい		114

		ジャングルジム		93

		小動物型固定 ショウドウブツガタコテイ		243

		その他 タ		230

																				公園		小学校		幼稚園		大規模		その他		合計

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ										中学校		など		店舗

		軽症 ケイショウ		132		15		27		2		29						重症		1		2		0		0		0		3

		中等症 チュウトウショウ		26		1		0		0		3						中等症		13		15		0		0		1		29

		重症 ジュウショウ																軽症		119		55		15		6		10		205

		合計 ゴウケイ		158		16		27		2		32						合計		133		72		15		6		11		237

																		事故全体の割合		56%		30%		6%		3%		5%		100%

				3		0		0		0		0						重・中等症の割合		45%		52%		0%		0%		3%

																		ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																小学校 ショウガッコウ		8		7		45		3		2		8		37

																幼稚園 ヨウチエン		6		6		7		1		0		8		32

																公園 コウエン		8		10		15		2		0		8		36

																その他 タ		4		12		0		1		1		11		43

																		26		35		67		7		3		35		148

		転落が起きた遊具 テンラクオユウグ				160

				鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		ジャングルジム		ブランコ		すべり台 ダイ		シーソー

		2007		2		0		4		8		1		5		2		22

		2008		0		0		4		10		2		6		0		22

		2009		0		1		3		8		4		8		1		25

		2010		1		1		6		13		0		8		1		30

		2011		1		1		4		7		2		9		1		25

		2012		0		1		6		16		5		8		0		36

				4		4		27		62		14		44		5		160																うんてい		その他 タ

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ																				1		11

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160														鉄棒 テツボウ						12

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		6%		22%		100%						ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー						1		14

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ						2007		8				2								1		17

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160				2008		6		2		2						1		1		10

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		7		29				2009		8				2						1		3		11

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		6%		22%						2010		4		1		2		1				2		7		75

																						2011		8		1		1

																						2012		7		1		3				0

																								41		5		12		1

		公園での事故 コウエンジコ				133

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ								転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		軽症 ケイショウ		71		8		19		1		21						中等症以上 チュウトウショウイジョウ		12		0		0		0		1		13

		中等症 チュウトウショウ		11		0		0		0		1		12				軽症 ケイショウ		71		8		19		1		21		120

		重症 ジュウショウ		1		0		0		0		0						合計 ゴウケイ		83		8		19		1		22		133

		合計 ゴウケイ		83		8		19		1		22		133				公園での事故全体での割合 コウエンジコゼンタイワリアイ		62%		6%		14%		1%		17%		100%

				62%		6%		14%		1%		17%		100%				中等症以上総数での割合 チュウトウショウイジョウソウスウワリアイ		92%		0%		0%		0%		8%		100%				うんてい		その他 タ

																																		0		17		55

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ																				鉄棒 テツボウ		0		3		24

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		20		133										ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		2		4		22		163

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		14		0		0		0		0		14								小・中学校 ショウチュウガッコウ		2		6		45		1		1

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		100%		0%		0%		0%		0%		100%								幼稚園・保育所 ヨウチエンホイクショ		1		2		7		0		2		1		11		10

																						公園 コウエン		38		47		15		5				5		53		174

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ										大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ										0

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		21		134								その他 タ		0		3		0		2		5

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		100%		0%		0%		0%		0%		100%										41		58		67		8

						0		0		0		1

																																		237

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ																11

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21		133						133		72		15		6

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		3		13

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%

		重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59		12

		中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0				46

				39		53		55		7		5		その他 タ		59

		重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1

		中等症 チュウトウショウ												12

		軽症 ケイショウ												46		その他 タ

		合計 ゴウケイ												59		22

																4

																29%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21		133

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		3		13

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%
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図3-3　遊具の種類別事故発生の割合　
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図3-4　発生状況別件数･中等症以上の割合
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図3-2　遊具の種類別事故発生件数と中等症以上の割合
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図3-4　転落事故発生の遊具別件数と中等症以上の割合
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図3-4　公園で発生した事故の遊具種類別件数・　　　　　　中等症以上の割合
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図3-2　発生場所別事故件数と中等症以上の総件数に対する割合



		





		京都市消防局　救急搬送データ キョウトシショウボウキョクキュウキュウハンソウ

				事故総件数 ジコソウケンスウ		転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		2007		37		22		4		7		0		4		37				160		17		27		2		32

		2008		32		22		1		3		0		6		32

		2009		36		25		1		4		2		4		36

		2010		43		30		3		6		0		4		43

		2011		46		25		6		4		0		11		46

		2012		44		36		2		3		0		3		44

		合計 ゴウケイ		238		160		17		27		2		32		238

						67%		7%		11%		1%		13%

				total		public park		school		nursery		store		other

		2007		37		21		9		2		2		3

		2008		32		17		11		1		0		3

		2009		36		23		10		0		0		2

		2010		43		22		14		5		1		2

		2011		46		32		10		1		2		1

		2012		44		19		18		6		1		0

		合計 ゴウケイ		238		134		72		15		6		11

						56%		30%		6%		3%		5%

		public park		school		nursery		store		other

		134		72		15		6		11

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		重症 ジュウショウ		3		0		0		0		0		3

		中等症 チュウトウショウ		25		1		0		0		3		29

		軽症 ケイショウ		132		16		27		2		29		206

				fall		overturning		impact		insert		other		238

		total		160		17		27		2		32		32

				67%

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		28		1		0		0		3		97%

		Percentage of moderate & serious injuries		85%		3%		0%		0%		9%

				公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ		3

		重症 ジュウショウ		1		2		0		0		0		30

		中等症 チュウトウショウ		14		15		0		0		1		205

		軽症 ケイショウ		119		55		15		6		10		238

		合計 ゴウケイ		134		72		15		6		11		100%

		事故全体の割合 ジコゼンタイワリアイ		56%		30%		6%		3%		5%

		重・中等症の割合 ジュウチュウトウショウワリアイ		45%		52%		0%		0%		3%				ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

				軽症 ケイショウ		中等症 チュウトウショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ				2007		8		7		9		3		2		8		37

		2007		34		3		0		37				2008		6		6		11		1		0		8		32

		2008		27		4		1		32				2009		8		10		8		2		0		8		36

		2009		32		3		1		36				2010		4		12		14		1		1		11		43

		2010		37		6		0		43				2011		8		13		9		1		2		13		46

		2011		40		6		0		46				2012		7		10		16		0		0		11		44

		2012		35		8		1		44				合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		59		238

														％		17%		24%		28%		3%		2%		25%		100%

																																ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ

																														中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0

																		swings		slides		jungle jym		see-saws		horizontal bar		ladder		other				2		5		12		1		0

																total		41		58		67		8		5		3		59		241		39		53		55		7		5

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		13		35		243		46		70		68		8

																Percentage of moderate & serious injuries		6%		15%		36%		3%		0%		6%		39%

																重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59

																中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0

																		39		53		55		7		5		その他 タ		合計 ゴウケイ

																重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1		180

																中等症 チュウトウショウ												12		12

																軽症 ケイショウ												46		46

																合計 ゴウケイ												59		59

		砂場 スナバ		681

		鉄棒 テツボウ		564

		ブランコ		551

		滑り台 スベダイ		537

		シーソー		216

		スプリング遊具 ユウグ		176

		うんてい		114

		ジャングルジム		93

		小動物型固定 ショウドウブツガタコテイ		243

		その他 タ		230

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		軽症 ケイショウ		132		15		27		2		29

		中等症 チュウトウショウ		26		1		0		0		3

		重症 ジュウショウ

		合計 ゴウケイ		158		16		27		2		32

				3		0		0		0		0

																		ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																小学校 ショウガッコウ		8		7		45		3		2		8		37

																幼稚園 ヨウチエン		6		6		7		1		0		8		32

																公園 コウエン		8		10		15		2		0		8		36

																その他 タ		4		12		0		1		1		11		43

																						67

		転落が起きた遊具 テンラクオユウグ

				鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		ジャングルジム		ブランコ		すべり台 ダイ		シーソー

		2007		2		0		4		8		1		5		2		22

		2008		0		0		4		10		2		6		0		22

		2009		0		1		3		8		4		8		1		25

		2010		1		1		6		13		0		8		1		30

		2011		1		1		4		7		2		9		1		25

		2012		0		1		6		16		5		8				36

				4		4		27		62		14		44		5		160

				鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		ジャングルジム		ブランコ		すべり台 ダイ		シーソー

				4		4		28		60		16		44		5		161

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2%		5%		12%		1%		0%		2%		7%		0.29

				7%		17%		41%		3%		0%		7%		24%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

				14		44		62		5		4		4		27		160

		中等症の割合 チュウトウショウワリアイ		7%		17%		41%		3%		0%		7%		24%

				7%		17%		41%		3%		0%		7%		24%				鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		ジャングルジム		ブランコ		すべり台 ダイ		シーソー

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ						2007						1		2								3

		軽症 ケイショウ		71		8		19		1		20						2008								2				2				4

		中等症 チュウトウショウ		13		0		0		0		1						2009						1		2								3

		重症 ジュウショウ		1		0		0		0		0						2010						1		2				1		1		5

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		21		134				2011		0		1		1		1		1		1				5

				63%		6%		14%		1%		16%		100%				2012				1		3		3		1		1				9

																				0		2		7		12		2		5		1		29

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		21

		中等症・重症の割合 チュウトウショウジュウショウワリアイ		16%		0%		0%		0%		5%

				14		0		0		0		1

				swings		slides		jungle jym		see-saws		horizontal bar		ladder		other

		total		38		47		15		6		2		4		22

		Percentage of moderate & serious injuries		14%		21%		7%		7%		0%		21%		29%
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		京都市消防局　救急搬送データ キョウトシショウボウキョクキュウキュウハンソウ

																																																																		事故総件数 ジコソウケンスウ		転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

				事故総件数 ジコソウケンスウ		転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ																																		2007		総件数 ソウケンスウ		37		22		4		7		0		4		37

		2007		37		22		4		7		0		4		37				160		17		27		2		31		237																																		うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		3		3		0		0		0		0

		2008		32		22		1		3		0		6		32																																														2008		総数 ソウスウ		32		22		1		3		0		6		32

		2009		36		25		1		4		2		4		36						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ																																うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		5		4		1		0		0		0

		2010		42		30		3		6		0		3		42				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		2		32																														2009		総数 ソウスウ		36		25		1		4		2		4		36

		2011		46		25		6		4		0		11		46				軽症 ケイショウ		131		16		27		2		29		205																																うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		4		3		0		0		0		1

		2012		44		36		2		3		0		3		44						160		17		27		2		31		237																														2010		総数 ソウスウ		42		30		3		6		0		3		42

		合計 ゴウケイ		237		160		17		27		2		31		237				中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		91%		3%		0%		0%		6%		100%																																うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		5		5		0		0		0		0

						67.5%		7.2%		11.4%		0.8%		13.1%																																																2011		総数 ソウスウ		46		25		6		4		0		11		46

																						転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ																																うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		6		5		0		0		0		1

																				発生件数 ハッセイケンスウ		160		17		27		2		31		237																														2012		総数 ソウスウ		44		36		2		3		0		3		44

				事故総件数 ジコソウケンスウ		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ						中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		91%		3%		0%		0%		6%		100%																																うち中等症以上 チュウトウショウイジョウ		9		9		0		0		0		0

		2007		37		21		9		2		2		3																																																総件数の合計 ソウケンスウゴウケイ				237		160		17		27		2		31		237

		2008		32		17		11		1		0		3																																																中等症以上の合計 チュウトウショウイジョウゴウケイ				32		29		1		0		0		2

		2009		36		23		10		0		0		2																																																各中等症以上件数／中等症以上の総数 カクチュウトウショウイジョウケンスウチュウトウショウイジョウソウスウ				13.5%		90.6%		3.1%		0.0%		0.0%		6.3%

		2010		42		21		14		5		1		2						公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2011		46		32		10		1		2		1				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		13		17		0		0		1		31

		2012		44		19		18		6		1		0				軽症 ケイショウ		120		55		15		6		10		206

		合計 ゴウケイ		237		133		72		15		6		11				合計 ゴウケイ		133		72		15		6		11		237

						56%		30%		6%		3%		5%				事故全体の割合 ジコゼンタイワリアイ		56.1%		30.4%		6.3%		2.5%		4.6%		100.0%

																		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		41.9%		54.8%		0.0%		0.0%		3.2%		100.0%

		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ										公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		133		72		15		6		11		237						合計 ゴウケイ		133		72		15		6		11		237

																		中等症以上の総件数に対する割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウタイワリアイ		41.9%		54.8%		0.0%		0.0%		3.2%		100.0%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ								転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		重症 ジュウショウ		3		0		0		0		0		3				合計 ゴウケイ		160		17		27		2		32		238

		中等症 チュウトウショウ		26		1		0		0		2		29				中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		3		33

		軽症 ケイショウ		131		16		27		2		29		205				中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		88%		3%		0%		0%		9%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		237

		合計 ゴウケイ		160		17		27		2		31		32

				68%

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		29		1		0		0		2		97%

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		88%		3%		0%		0%		6%

				公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模商業施設 ダイキボショウギョウシセツ		その他 タ

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		14		17		0		0		1		32

		軽症 ケイショウ		119		55		15		6		10		205

		合計 ゴウケイ		133		72		15		6		11		237

		事故全体の割合 ジコゼンタイワリアイ		56%		30%		6%		3%		5%		100%

		中等症以上総数での割合 チュウトウショウイジョウソウスウワリアイ		44%		53%		0%		0%		3%		100%

				軽症 ケイショウ		中等症 チュウトウショウ		重症 ジュウショウ		合計 ゴウケイ						ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		2007		34		3		0		37				2007		8		7		9		3		2		8		37

		2008		27		4		1		32				2008		6		6		11		1		0		8		32

		2009		32		3		1		36				2009		8		10		8		2		0		8		36

		2010		37		5		0		42				2010		4		12		14		1		1		10		42

		2011		40		6		0		46				2011		8		13		9		1		2		13		46

		2012		35		8		1		44				2012		7		10		16		0		0		11		44

				205		29		3		237				合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		58		237

														％		17%		24%		28%		3%		2%		24%		100%

																ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		合計 ゴウケイ

														合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53		237

														中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		3		9		32		13%

														中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		9%		28%

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		3		9		32

																軽症 ケイショウ		39		53		55		7		5		2		44		205

																合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53		237

																事故全体での割合 ジコゼンタイワリアイ		17.3%		24.5%		28.3%		3.4%		2.1%		2.1%		22.4%		100%

																中等症以上総数での割合 チュウトウショウイジョウソウスウワリアイ		6.3%		15.6%		37.5%		3.1%		0.0%		9.4%		28.1%		100.0%

																																ブランコ

																														中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ				滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ

																合計 ゴウケイ		14		44		62		8		5		3		59		1.0606060606		5		12		1		0

																中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		13		61		2		5		12		1		0

																中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		15%		36%		3%		0%		6%		39%				39		53		55		7		5

																重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59						3.0606060606		46		70		68		8

																中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0

																		39		53		55		7		5		その他 タ		合計 ゴウケイ

																重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1		46

																中等症 チュウトウショウ												12		59

																軽症 ケイショウ												46		0

																合計 ゴウケイ												59		0

																		ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

																合計 ゴウケイ		41		58		67		8		5		5		53

																中等症以上の総件数に対する割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウタイワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		9%		28%

		砂場 スナバ		681

		鉄棒 テツボウ		564

		ブランコ		551

		滑り台 スベダイ		537

		シーソー		216

		スプリング遊具 ユウグ		176

		うんてい		114

		ジャングルジム		93

		小動物型固定 ショウドウブツガタコテイ		243

		その他 タ		230

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		軽症 ケイショウ		132		15		27		2		29

		中等症 チュウトウショウ		26		1		0		0		3

		重症 ジュウショウ

		合計 ゴウケイ		158		16		27		2		32

				3		0		0		0		0

																		ブランコ		滑り台 スベダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		その他 タ		合計 ゴウケイ

																小学校 ショウガッコウ		8		7		45		3		2		8		37

																幼稚園 ヨウチエン		6		6		7		1		0		8		32

																公園 コウエン		8		10		15		2		0		8		36

																その他 タ		4		12		0		1		1		11		43

																						67

		転落が起きた遊具 テンラクオユウグ				160

				鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		ジャングルジム		ブランコ		すべり台 ダイ		シーソー

		2007		2		0		4		8		1		5		2		22

		2008		0		0		4		10		2		6		0		22

		2009		0		1		3		8		4		8		1		25

		2010		1		1		6		13		0		8		1		30

		2011		1		1		4		7		2		9		1		25

		2012		0		1		6		16		5		8		0		36

				4		4		27		62		14		44		5		160

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160

		中等症以上の総件数に対する割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウタイワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		6%		22%		100%						ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ						2007						2								1		3

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160				2008				2		2										4

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		7		29				2009						2								1		3

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		6%		16%		38%		3%		0%		6%		22%						2010				1		2		1						1		5

																						2011		1		1		1						1		1		5

																						2012		1		1		3						1		3		9

																								2		5		12		1		0		2		7		29

		公園での事故 コウエンジコ				133

																		公園での事故 コウエンジコ

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ								転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		軽症 ケイショウ		71		8		19		1		21						中等症以上 チュウトウショウイジョウ		12		0		0		0		1		13

		中等症 チュウトウショウ		11		0		0		0		1		12				軽症 ケイショウ		72		8		19		1		20		120

		重症 ジュウショウ		1		0		0		0		0		1				合計 ゴウケイ		84		8		19		1		21		133

		合計 ゴウケイ		83		8		19		1		22		133				公園での発生総件数での割合 コウエンハッセイソウケンスウワリアイ		63.2%		6.0%		14.3%		0.8%		15.8%		100.0%

				62%		6%		14%		1%		17%		100%				中等症以上総件数での割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウワリアイ		92.3%		0.0%		0.0%		0.0%		7.7%		100.0%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		20		133				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ		合計 ゴウケイ

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		14		0		0		0		0		14		事故件数 ジコケンスウ		84		8		19		1		21		133

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		100%		0%		0%		0%		0%		100%		中等症以上総件数での割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウワリアイ		92.3%		0.0%		0.0%		0.0%		7.7%		100.0%

				転落 テンラク		転倒 テントウ		衝突 ショウトツ		挟まれ ハサ		その他 タ

		合計 ゴウケイ		85		8		19		1		21		134

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		100%		0%		0%		0%		0%		100%

						0		0		0		1

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21		133

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		3		13

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%

		重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0		59		12

		中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0				46

				39		53		55		7		5		その他 タ		59

		重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1

		中等症 チュウトウショウ												12

		軽症 ケイショウ												46		その他 タ

		合計 ゴウケイ												59		22

																4

																29%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21		133

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		3		13

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		事故件数 ジコケンスウ		38		47		15		6		2		4		21

		中等症以上総件数での割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウワリアイ		15%		23%		8%		8%		0%		23%		23%

		公園で発生した事故全体に対する割合 コウエンハッセイジコゼンタイタイワリアイ

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ		合計 ゴウケイ

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		3		13

		軽症 ケイショウ		36		44		14		5		2		1		18		120

		合計 ゴウケイ		38		47		15		6		2		4		21		133

		公園での事故全体に対する割合 コウエンジコゼンタイタイワリアイ		28.6%		35.3%		11.3%		4.5%		1.5%		3.0%		15.8%		100.0%

		中等症以上の合計に対する割合 チュウトウショウイジョウゴウケイタイワリアイ		15.4%		23.1%		7.7%		7.7%		0.0%		23.1%		23.1%		100.0%

		傷害名 ショウガイメイ		肩・ 上腕皮下骨折		頭部挫傷 トウブザショウ		頭部皮下出血（ 皮下血腫を含む）		頭部打撲				肘・前腕皮下骨折  ヒジセツ		肘・ 前腕開放性骨折

				頭部皮下出血（ 皮下血購含む ）  トウカワゲケツ		頭部打撲  トウブ								手首・ 手皮下骨折		肘・前腕皮下骨折

						肩・ 上腕皮下骨析  カタワン								肘・ 前腕皮下骨折  ヒジ		肘・ 前腕皮下骨折

		転落事故　遊具別 テンラクジコユウグベツ

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		5		12		1		0		2		7		29

		軽症 ケイショウ		12		39		50		4		4		2		20		131

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160

		転落事故総件数に対する割合 テンラクジコソウケンスウタイワリアイ		8.8%		27.5%		38.8%		3.1%		2.5%		2.5%		16.9%		100.0%

		中等症以上の件数に対する割合 チュウトウショウイジョウケンスウタイワリアイ		6.9%		17.2%		41.4%		3.4%		0.0%		6.9%		24.1%		100.0%

				ブランコ		すべり台 ダイ		ジャングルジム		シーソー		鉄棒 テツボウ		うんてい		その他 タ

		合計 ゴウケイ		14		44		62		5		4		4		27		160

		中等症以上の総件数に対する割合 チュウトウショウイジョウソウケンスウタイワリアイ		6.9%		17.2%		41.4%		3.4%		0.0%		6.9%		24.1%		100.0%
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中等症以上の割合
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中等症以上の割合
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図3-3　遊具の種類別事故発生の割合　



		



発生件数

中等症以上の割合

件

n=237

図3-4　発生状況別件数･中等症以上の割合



		



合計

中等症以上の総件数に対する割合

件

n=237

図3-2　遊具の種類別事故発生件数と　　　　　　　　　　　　　中等症以上の総件数に対する割合
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件

n=160

図3-4　転落事故発生の遊具別件数と中等症以上の割合



		



事故件数

中等症以上総件数での割合

件
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図3-6　公園での事故　遊具種類別件数・　　　　　　中等症以上総件数での割合
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件

n=237

図3-3　発生場所別事故件数と中等症以上の総件数に対する割合



		



合計

中等症以上の総件数に対する割合

件

n=160

図3-3　発生場所別件数と中等症以上の総件数に対する割合



		



事故件数
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件

n=133

図3-5　公園での事故　発生状況別件数と
中等症以上総件数での割合



		京都市消防局　救急搬送データ キョウトシショウボウキョクキュウキュウハンソウ

				事故総件数 ジコソウケンスウ		公園 コウエン		小学校・中学校 ショウガッコウチュウガッコウ		幼稚園など ヨウチエン		大規模店舗 ダイキボテンポ		その他 タ

		2007		37		21		9		2		2		3

		2008		32		17		11		1		0		3

		2009		36		23		10		0		0		2

		2010		42		21		15		4		1		2

		2011		46		32		10		1		2		1
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遊具の種類事故・傷病程度別 事故件数

事故発生件数が多い
①ジャングルジム 67件（28％）
②すべり台 58件（24％）
③ブランコ 41件（17％）

中等症以上の割合の高い
①ジャングルジム 12件（36％）
②その他に分類された複合遊具など

５件（15％）

京都市消防局
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中等症以上の割合
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		合計 ゴウケイ		38		46		17		6		2		4		21		134

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		14%		21%		7%		7%		0%		21%		29%

		中等症以上 チュウトウショウイジョウ		2		3		1		1		0		3		4		14

		中等症以上の割合 チュウトウショウイジョウワリアイ		14%		21%		7%		7%		0%		21%		29%

		重症 ジュウショウ		0		0		2		0		0

		中等症 チュウトウショウ		2		5		10		1		0

				39		53		55		7		5		その他 タ		合計 ゴウケイ

		重症 ジュウショウ		41		58		67		8		5		1		180

		中等症 チュウトウショウ												12		12

		軽症 ケイショウ												46		46

		合計 ゴウケイ												59		59
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2007年から2013年までの５年間
遊具による事故で救急搬送された子ども（12歳以下） 5年間 3281人

事故の多い遊具
①すべり台991人
②ぶらんこ603人
③うんてい272人

中等症以上の割合
①うんてい
②のぼり棒・すべり棒

転落事故

東京都 総人口1300万人
年少人口(0歳～14歳） 150万人（11％）

東京消防庁発表 遊具による事故のデータ



年齢別・性別の遊具の事故による救急搬送人員と
中等症以上の割合

事故が多いのは ６歳
中等症以上の比率が高いのは 10歳

東京消防庁



・転落事故が７割

・その他の重大な結果となり得る事故
首しまり
指などの欠損

これまでの調査から

遊び場で日常的に発生する重大な傷害リスクとなるのは



2009年 和歌山の事例
4歳 転落し頭蓋内損傷

消費者庁 2010・４に発表した調査事例

2003年 尼崎の事例
4歳 死亡

転落事故事例



2017年 大阪府住之江区 複合遊具での首締まり事故

この遊具自体の問題はないわけではないが、開口部のサイズ自体は
規準を満たしている。
ランドセルを背負ったままでは、どんな遊具も危険。

⇒ 保護者と子どもへの教育
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2017年 ４月１２日 善通寺市内の認可保育施設での首しまり事故

横桟が水平または下向きならセーフだが、上向きに傾斜があれば横向きのV字でも
首が挟まり、足がつかない状況で首が締まる。

「遊具の安全に関する指針」を施設長をはじめ保育士が知らなかった
それは 仕方がないことなのか？

フォローアップ講座で、地元からの発表あり！



指などの欠損 ＜滑り台の滑降面の亀裂＞
＜回転遊具のボルトの欠落＞

回避すべき事故

2004 高槻市

回転遊具のハンドルが外れており、
穴が露出した状態

同じ日に2人の子どもが指を切断



遊具の設計、デザインについて

まとめ

ポイント！
転落事故
首しまり
指などの欠損



欧米では、
20年前から転落事故への対策の重要性が指摘されてきた。

米：1975年発表 CPSC（全米消費者安全委員会）による調査
「HAZARD ANALYSIS PLAYGROUND EQUIPMENT」

1972年1年間 約12万件の救急搬送された遊び場での事故
75％が転落事故

1981年 CPSC指針により、コンクリート・アスファルトは不可。
遊具設置面として砂、ウッドチップ、セイフティマットが推奨。

欧州： EN規格 遊具全般に関する規格 EN1176 
設置面規格 EN1177

2003年3月 米国NY マジソンスクエア
筆者撮影

現在、遊具の設計としてリスクの許容レベルを上げるとと
もに、設置面対策はより厳しくするという傾向にある

リスクへの対処 転落へ備える



頭部に損傷を起こす衝撃

あくまでも、
脳への傷害。



設置面遊具の高さ



２階建ての園舎よりも高い複合遊具
北欧のメーカー製

転落防止柵のサイズは十分にあり、滑り台もチューブ型
⇒ 転落する隙間がない

転落の可能性をゼロに近づける



安全とチャレンジのバランシングをとるために
「リスク・ベネフィットアセスメント」

英国のリスク･ベネフィットアセスメントからの示唆

1980年代 厳しい安全規準の運用
設置面対策に10年間で数百万円を投じる

2000年 遊びの価値を見直し、安全に行き過ぎたことを反省
2002年 子どもの遊びとリスクに関するPSF憲章が発表。
2008年 Managing Risk in Play Provision : implementation guide

（PSFガイドブック）
リスク･ベネフィットアセスメントの提唱

従前のリスクアセスメント リスクのスコアリング R-MAPなど

リスクと便益（ベネフィット）を併記し、許容可能なリスクを管理
リスク＝数値化が容易（事故発生の頻度、重症度など）
便 益＝数値化し難い（身体的、精神的な子どもの成長、自己肯定感・充足感など）

記述による可視化を図り、数値になり難かった便益にも光をあてることができる。

リスクとベネフィットのバランスを考慮した、決断を促す。



遊びの
ベネフィット

コメント

遊び場所
子どもは遊ぶ権利を必要としており、遊ぶ権利を持っている。遊びを提供するということは、子どもに
自由な場所を提供することである。

人と出会う場所 子どもは人と会い、いつも行ける場所をさがしている。その提供となる。

楽しむ場 よい遊び環境は、幅広い遊びの体験の選択肢をひろげる。

自然と出会う場 自然と触れ合う体験で自然や環境の大切さを認識させる

友だちを作る場 友だちを作ったり、友情を深める機会は子ども時代に最も重要な経験。

身体活動の促進 外遊びをする時には、子どもは身体的に活発である。

リスクへの対処を学ぶ 自分自身を試し、可能性を伸ばしてくれる。リスク判断を誤った時の結果を学ぶことができる。

個人の可能性への感覚
を発達させる

自律した遊びの経験で、子どもは大人の干渉なしに自分自身の問題を解決したり、目的を達成する方法
を試す機会を得る。それらは、子どもの可能性や回復力を育てる

冒険心に応える 安心してわくわくする遊びを与えることができ、子どもの可能性を伸ばしていく。

遊びによる
リスク

コメント

利用者の損害 身体的・精神的傷害(例：いじめ)、犯罪被害を含め、様々な傷害が利用者に生じる。

その他の人への損害や
攻撃

遊び場利用者以外から嫌がられる。（例：近隣住民からの子どもや子どもの声への不快感）
飲酒や犯罪行為が起きる。

提供者(管理者)が受け
る損失

訴訟、悪評。
（この心配は、提供者がリスクの除去を強調し過ぎたことも一因）

リスク＝数値化が容易
（事故発生の頻度、重症度など）

便 益＝数値化し難い

（身体的、精神的な子どもの成長、自己肯定
感・充足感など）



より現実的なマネジメントのために 遊び場の役割の多様性への配慮

リスクマネジメントの本質は突詰めると、

いかに適切な「決断」を行うか。
「リスクを自ら取りにいく」

施設の管理者である行政職員又は公務員に

とっては、現実問題としてかなり難しい判断である。

管理体制により、遊び場のマネジメントの目的を選択するべき。

利用者 管理者 リスクコミュニケー
ション

街区公園 不特定多数 行政職員 困難

幼稚園・保育
所・小中学校

特定できる 園長・校長 可能

有料の遊び場 特定できる 経営者、スタッフ 可能
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リスクに関する査定

危険だと思われる点 被害の可能性 評価※１ 被害低減のための対処はあるか

転落の危険があるプラットホー

ム下、登はん部下にコンクリー

トの基礎が露出している。

滑走面がコンクリート製

滑走部側壁にまたがり滑る子ど

もがいる

最も高い位置からでは、2m以上

の高さからの転落となり、頭部

外傷、四肢の骨折などの危険性

がある。

滑走中、又は、滑走面を逆走し

た場合など、転倒をすれば頭部

外傷の危険性がある。

転落の可能性が高く、支柱のコ

ンクリート基礎による外傷の危

険性がある。

高

高

中

基礎コンクリートを埋め、衝撃緩和対策の

マットを敷く。

逆走の禁止などの注意喚起。

基礎コンクリートを埋めて、衝撃緩和対策の

マットを敷く。

ベネフィット（便益）に関する査定

便益だと思われる点 評価 コメント

支柱の地際がコンクリート製であるため、倒壊の危険が少ない。

人研ぎコンクリート製であるため、堅牢である。

人研ぎコンクリート製であるため、ステンレスのように滑走面が高

温にならない。

低

低

低

便益は全て、維持管理の容易さには貢献して

いるが、遊びの価値との関連性はない。

倒壊防止に対しては、現状の点検頻度で予測

可能である。

リスク管理の判断と理由※２ ： □保有 ■改修可能な場合保有 □除去

※特に難しい決定について（リスクがあるが保有と判断した場合、その理由を第3者が理解できるように記載）

リスク ８ ＞ ベネフィット３

頭部外傷という生命に関わる外傷の可能性が否定できず、基礎コンクリートの露出の改修は必須。

安全規準に安全領域内の障害物の除去は明記されている。

人研ぎコンクリート製のすべり台は、堅牢であり倒壊の可能性は低いが、素材として硬いために転倒による外傷（頭部外傷、

歯の損傷、四肢などの骨折）の可能性が高い。

便益は、遊びの価値をことさら高めるものではない。

人研ぎコンクリート製
児童用すべり台

リスク・ベネフィットアセスメント実践例１
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リスクに関する査定

危険だと思われる点 被害の可能性 評価※１ 被害低減のための対処はあるか

人研ぎコンクリート製

側面からの登はん部

エンドが固定されていない

ロープ

滑走面が大きいため、自転車、

三輪車、ボードなどを持ち込

む可能性

転倒などの際、頭部、顔面

（特に歯）、四肢などへの外

傷の可能性。

首しまりによる窒息の可能性。

スピード超過による転倒、転

落などによる負傷。

中

高⇒

低

高

なし。

ロープのエンドを固定する。

持ち込みの禁止の看板、近隣の見守り。

ベネフィット（便益）に関する査定
便益だと思われる点 評価 コメント

大人数での遊びが可能（群れ遊び）。おにごっこなどの遊び

に付加価値をつけることができる。

遊びの自由度が高い。

側壁を登るためには、筋力や四肢のバランス感覚が必要であ

り、子どもの身体的、思考力の向上が望める。

近年人気のクライミングウォールと同様の遊び方ができる。

地域のランドマーク的な役割。世代間の共通の思い出。

高

中

高

中

中

異年齢の友だちづくりは、地域の遊び

場の大きな役割。昨今の遊具には、大

人数で遊ぶことのできるものは少ない。

子どもの自主性を伸ばす。

子どもの体力･筋力の増進は社会的に

も大きな課題である。

地域への愛着という意味でも価値は高

い。

リスク管理の判断と理由※２ ： ■保有 □改修可能な場合保有 □除去

※特に難しい決定について（リスクがあるが保有と判断した場合、その理由を第3者が理解できるように記載）

リスク8（ロープの改修を実施した場合6）＜ ベネフィット10

設置から30年以上経過した遊具であり、コンクリート製であるため、転倒による外傷リスクは否定できないが、

多くの便益がある遊具である。

登はん部のロープの改修を早急に実施し、見守りなどの地域への協力を得ながら、維持管理していくこととする。

人研ぎコンクリート製
大型複合遊具

リスク・ベネフィットアセスメント実践例２



子どもの遊びに関して、事故をゼロにすることはできない

「一定の自己責任」

それが、どの程度であるのかは、ある程度、保護者と管理者間での認識の一

致は必要。

そういったリスクコミュニケーションを図ることが難しい、

不特定多数の親子が利用する街区公園。

冒険遊び場ような遊びの価値を尊重した遊び場は、

管理者と保護者間のリスクコミュニケーション

より安全に
軸足を置く

リスクベネフィットアセスメントを普及させ、
遊びの価値を享受できる環境を保障。

関係者が
まず理解し、
意志をもっ
て説明す
る

安全志向が強く、リスクへの許容レベルが低い保護者が多い現状を踏まえ



リスクコミュニケーションのコツ！

★リスクはゼロにできないこと。

むしろ、子どもの成長にとっては、リスクをとることで得るものもあることを明
確に説明できるか。

リスクとベネフィットを可視化するリスクベネフィットアセスメントは、

リスクコミュニケーションツールとして有効。

★最も重要なのは、事故が起きる前に行うこと。
事故後では、言い訳にしか聞こえない。

★専門性を持ち、価値観の共有のある人であること。

「私は正しい」と思っている相手に対して

「私は正しいけど、あなたも正しいかもしれない」

と思わせることからスタート！



・松野敬子「子どもの遊び場のリスクマネジメント」.ミネルヴァ書房（2015）

・松野敬子・山本恵梨. 「楽しく遊ぶ 安全に遊ぶ 遊具事故防止マニュアル」.かもがわ出版 （2006）

参考文献・HP

・日本技術士会登録 子どもの安全研究グループ http://www.kodomonoanzen.jp/index.html

・Safe Kids Japan http://safekidsjapan.org/

・日本小児科学会こどもの生活環境改善委員会 InjuryAlert（傷害注意速報）
https://www.jpeds.or.jp/modules/injuryalert/

・消費者庁「子どもを事故から守るプロジェク」 http://www.caa.go.jp/kodomo/index.php
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