
事故の種類 件数 年齢・性別 障害種別 事故概要

30歳・男性 知的 散歩中に転倒。左肘骨折。

46歳・男性 身体 外出中に転倒。左手骨折。

32歳・女性 身体 階段で転倒。ほほ骨にヒビ。

9歳・男性 知的 公園で転倒。右肩骨折。

49歳・女性 知的 転倒して、頭にこぶ。

38歳・男性 知的 階段で転倒。鼻の軟骨を骨折。

9歳・男性 知的 園庭で転倒。右上腕骨骨折。

44歳・女性 身体 浴室前で転倒。左膝打撲。

45歳・女性 精神 てんかん発作による転倒。頭部から出血。

43歳・男性 精神 てんかん発作による転倒。

61歳・男性 知的 散歩中に転倒。左頬骨骨折。

7歳・女性 知的 室内用三輪車から転倒。右ひじを捻挫。

29歳・女性 知的 寮内で走って転倒。鎖骨骨折。

28歳・男性 身体 トランポリンから降りる際に転倒。後頭部を強打。

25歳・男性 知的 てんかん発作による転倒。

45歳・男性 身体 階段で転倒。頭部を裂傷。

18歳・男性 身体 車いすごと転倒。頭部を強打。

45歳・男性 身体 転倒して、テーブルに鼻を強打。鼻の骨骨折。

70歳・女性 知的 車両降車時に転倒。右膝を打撲。

53歳・男性 知的 夜間、トイレで転倒。頭部に裂傷。

28歳・男性 知的 玄関マットで滑ってしまい転倒。顔から出血。

65歳・女性 知的 居室にて転倒。右腕上腕骨骨折。

23歳・女性 知的 興奮して走りだしたところ転倒。両ひざに裂傷。

42歳・男性 精神 トタン板を運搬中に転倒。足を捻挫。

54歳・女性 知的 活動時間中に行方不明となり、およそ4時間後に保護。

34歳・男性 知的 自宅から事業所に向かう途中に行方不明となり、翌日に保護。

34歳・男性 知的 自宅から事業所に向かう途中に行方不明となり、およそ8時間後に保護。

23歳・女性 知的 活動時間中に行方不明となり、２週間後に保護。

58歳・女性 知的 活動時間中に行方不明となり、１時間後に保護。

16歳・男性 知的 活動時間中に行方不明となり、すぐに施設周辺で発見。

7歳・男性 知的 活動時間中に行方不明となり、１時間後に保護。

19歳・男性 知的 活動時間中に行方不明となり、当日中に保護。

20歳・男性 知的 活動時間中に行方不明となり、2時間後に保護。

9行方不明
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事故の種類 件数 年齢・性別 障害種別 事故概要

67歳・男性 知的 道路を横断しようとしたところ、車と接触し、左膝を骨折。

35歳・女性 知的 トイレ扉の金具に頭をぶつけ、裂傷を負う。

28歳・男性 知的 料理中に、包丁で右人差し指を切ってしまう。

51歳・男性 知的 外出活動中、駅でホームと電車の間の隙間に落ち、左足を骨折する。

33歳・女性 知的 アルミ缶プレス機に左中指を挟み、剥離骨折する。

47歳・女性 知的 四つんばいになった際に、左手親指を骨折。

42歳・男性 身体 駐車場で車に接触。左足首を打撲。

16歳・男性 知的 ビデオテープ挿入口に手を入れて、指に裂傷を負う。

45歳・女性 知的 倉庫内のガソリンを誤飲。

61歳・男性 知的 ウエットティッシュの蓋の穴に指を入れ、抜けなくなる。

57歳・男性 知的 作業中、呼吸が苦しくなり、病院に救急搬送。

13歳・女性 知的 自分から顔面を壁に強打。前歯が欠ける。

30歳・男性 知的 横断歩道のない道路を横断中に、車と接触。軽傷を負う。

30歳・男性 知的 てんかん発作が続き、意識不明となる。

21歳・女性 知的 お茶をこぼして、足を火傷。

47歳・男性 精神 ペットボトルの中に入っていた食器用洗剤を誤飲。

48歳・男性 知的 パイプ椅子の交差部分に、左手親指を挟み骨折。

37歳・男性 知的 窓ガラスに頭突きして、ひたいに裂傷を負う。

29歳・男性 知的 原木を運搬中、右足親指に落とし、内出血する。

43歳・男性 知的 水中毒を起こし、緊急入院。

ノロウイルス集団感染。

ノロウイルス集団感染。

インフルエンザ集団感染。

感染性胃腸炎集団感染。

9歳・女性 知的 他利用者に突き飛ばされ転倒。脳震盪を起こす。

33歳・男性 知的 他利用者に突き飛ばされ転倒。両手に裂傷を負う。

22歳・男性 知的 他利用者に顔を引っ掻かれ、裂傷を負う。

7歳・男性 知的 他利用者から無理に車から降ろされて、地面に転倒。

51歳・女性 知的 他利用者に押され、階段上から階下へ転倒。打撲を負う。

38歳・女性 知的 他利用者に顎を叩かれ、唇に裂傷を負う。

44歳・男性 知的 他利用者に右頬を噛まれる。

44歳・男性 知的 他利用者に後ろから押され転倒。顔に裂傷を負う。

48歳・男性 知的 他利用者に押され転倒。顔に裂傷を負う。

8歳・男性 知的 他利用者に左手人差し指を噛まれる。

６歳・女性 知的 他利用者に腕を強くつかまれ裂傷を負う。
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事故の種類 件数 年齢・性別 障害種別 事故概要

6歳・女性 知的 送迎車に乗車する際、車のドアに左手を挟む。

27歳・女性 知的 送迎車に乗車する際、車のドアに左手薬指を挟む。

6歳・女性 知的 送迎車に乗車する際、車のドアに左手を挟む。

44歳・女性 知的 利用者を車で送迎中、シートベルト未着用の利用者が軽傷を負う。

68歳・女性 身体
利用者を車で送迎中、シートベルト未着用の利用者が車内で転び、左手親指を骨
折。

31歳・男性 知的 利用者を車で送迎中事故にあう。シートベルト未着用の利用者が軽傷。

64歳・女性 知的 利用者を車で送迎中に竹藪に突っ込む。同乗していた利用者が右肩打撲。

利用者を車で送迎中、車がバイクと接触。

サイドブレーキが引かれていなかった為、停車中の送迎車が民家の塀に激突した。

25歳・男性 知的 利用者が職員に対して、持っていた本で強打する。

36歳・男性 知的 利用者が職員を殴り、唇に怪我。

36歳・女性 知的 ベッドから転落。右目じりを裂傷。

10歳・男性 知的 車椅子からベッドに移す際に、右膝骨折。

55歳・男性 精神 保健福祉センターでの手続きの際、市職員及び警察に暴力を振るってしまう。

62歳・男性 精神 利用者の開けた扉が、ドアの側にいた通行人の頭部を直撃して負傷。

２０歳・男性 知的 外部販売に行く際に、利用者を車に乗せ忘れる。

37歳・女性 身体 起床介助時、右手を骨折。

17歳・女性 重心 左手小指骨折。原因不明。

36歳・女性 知的 左手薬指骨折。原因不明。

21歳・男性 知的 左手骨折。原因不明。

33歳・男性 身体 右大腿骨骨折。原因不明。

11歳・男性 知的 右大腿骨骨折。原因不明。

6歳・女性 知的 頭にこぶ。原因不明。

6歳・女性 知的 右大腿骨骨折。原因不明。

施設外就労先で、無届けのまま乳類を販売したところ、保健所からの指導があった。

利用者が施設職員を脅迫し、警察に拘束される。

職員が不法に住居侵入。警察に現行犯逮捕。

車で外出活動先に行く途中、後ろからトラックに追突される。

個人情報が記載された書類をシュレッダーしないで、ごみ箱に捨ててしまった。
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