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１日に約３６人の子どもが救急車で搬送されています 

 東京消防庁管内で、日常生活の中でケガをして１年

間に13,027人の子ども（12歳以下）が救急車で医

療機関へ運ばれています。１日にすると約36人もの

子どもが救急車で運ばれていることになります。特

に、1歳児、2歳児が多くなっています。 

 年齢別の救急搬送人員（令和3年中） 

※「その他」「不明」を除く 
5歳以下の事故種別ごと救急搬送人員と中等症以上の割合（令和3年中） 

 
事故は、同じような年齢で同じよう

な事故が繰り返し起きているから、

過去に起きた事例を知り、予防対策

をとることが必要なのね。 

事故種別 落ちる ころぶ
ものが

つまる等
ぶつかる やけど

はさむ・
はさまれる

切る・
刺さる

かまれる・
刺される

おぼれる

救急搬送人員 2,331人 2,195人 1,174人 930人 369人 281人 169人 49人 23人

中等症以上の人数 320人 212人 136人 74人 84人 23人 19人 0人 15人

中等症以上の割合 13.7% 9.7% 11.6% 8.0% 22.8% 8.2% 11.2% 0.0% 65.2%

１歳児、２歳児が多い 

 

 

 

目 次 

◆ STOP！子どもの「転落・墜落」・・・・・２ 

 

◆ STOP！子どもの「窒息・誤飲」・・・・・５ 
  もしものときの応急手当 

   （のどに物が詰まったとき） 

 

◆ STOP！子どもの「やけど」 ・・・・・・９ 
  もしものときの応急手当 

   （やけどをしたとき） 

 

◆ STOP！子どもの「おぼれ」 ・・・・・１３ 
  もしものときの応急手当 

（意識がないとき、呼吸がないとき） 

 

◆ STOP！子どもの「はさまれ」・・・・・１７ 

 
東京消防庁からのお知らせ ・・・・・・・・・・２１ 

 子どもは日々成長し、その成長に応じて様々な事故が起こります。 

 ここでは、特に重症度が高い事故や、周囲の大人が予防対策をとる

ことで防ぐことができると考えられる事故について、実際に起きた過

去の事例や対処方法を紹介します。 
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目を離した隙に窓から・・・ 

【事例】 

親が目を離した隙に2階の部屋の出窓

から４歳の子どもが墜落した。 

（程度：重症） 

【事例】 

 自宅2階の窓際にある机によじ登り、

窓の網戸を突き破って地上へ墜落した。 

（程度：中等症） 

網戸を突き破って・・・ 

滑り台から・・・ 

【事例】 

 4歳の子どもが、滑り台の階段を登っ

ていく途中で足を踏み外し地面まで転落

した。 

（程度：中等症） 

・ベランダを子どもの遊び場にしないようにしましょう。 

・エアコンの室外機、植木鉢などを置く場所にも注意しましょう。 

・ベランダへの出入口の窓などには、鍵を二重に設ける等の措置を講じ

ましょう。 

・定期的に手すりにガタつきや腐食などがないか、確認しましょう。 

落ちてからでは 

遅いのじゃ！ 

今から予防対策を！ 

こんな事故が起きています 

出典：東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課 

   子供のベランダからの転落事故に注意！リーフレット 

 

窓やベランダからの「転落・墜落」を防ぐために 

 

 

転落・墜落事故の原因となったもの上位５位です。 

窓やベランダから 

落ちた！ 

 窓際やベランダに子どもが登れるようなものを置いて

いませんか？ 

子どもは日々成長し、行動範囲が広がっていきます。昨日登れなかっ

た場所に、今日は登っているかもしれません。 

子どもが窓やベランダから落ちる事故が繰り返し

起きています。 

高所からの転落・墜落は、生命に危険を及ぼす可

能性が高い事故です。 

STOP！子どもの「転落・墜落」 

転落・墜落事故の原因上位５位（令和3年中） 

　　　　　順位
年齢

1位 2位 3位 4位 5位

ベッド 人（抱っこ等） 階段 ソファ 椅子

148人 108人 55人 48人 41人

階段 椅子 ベッド

151人 79人 35人

階段 椅子 自転車の補助イス 滑り台 人（抱っこ等）

126人 69人 55人 33人 26人

階段 自転車の補助イス 椅子 滑り台 人（抱っこ等）

127人 76人 74人 66人 43人

人（抱っこ等）・自転車の補助イス

各36人

2歳

3～5歳

0歳

1歳
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窓やベランダからの「転落・墜落」を防ぐために 

 

 

転落・墜落事故の原因となったもの上位５位です。 

窓やベランダから 

落ちた！ 

 窓際やベランダに子どもが登れるようなものを置いて

いませんか？ 

子どもは日々成長し、行動範囲が広がっていきます。昨日登れなかっ

た場所に、今日は登っているかもしれません。 

子どもが窓やベランダから落ちる事故が繰り返し

起きています。 

高所からの転落・墜落は、生命に危険を及ぼす可

能性が高い事故です。 

STOP！子どもの「転落・墜落」 

転落・墜落事故の原因上位５位（令和3年中） 

　　　　　順位
年齢

1位 2位 3位 4位 5位

ベッド 人（抱っこ等） 階段 ソファ 椅子

148人 108人 55人 48人 41人

階段 椅子 ベッド

151人 79人 35人

階段 椅子 自転車の補助イス 滑り台 人（抱っこ等）
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人（抱っこ等）・自転車の補助イス
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2歳

3～5歳

0歳
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STOP！子どもの「窒息・誤飲」 

東京消防庁管内で、毎年約1,000

人の乳幼児が、窒息や誤飲により救

急車で運ばれています。窒息は放置

すれば死に至る危険な事故です。 

煙草 

  

ビニール袋の切れ端 さくらんぼ 

窒息や誤飲により重症と診断された事故事例 

窒息や誤飲で原因となったものの上位５位です。 

成長段階によって、窒息や誤飲の多いものが違います。 

年齢別の窒息や誤飲の原因上位５位（令和3年中） 
※その他の玩具とは、プラスチック製のブロック、シール、マグネット等

 

　　　　　順位
年齢

1位 2位 3位 4位 5位

包み・袋 たばこ その他の玩具 電池 異物

93人 57人 43人 13人 12人

その他の玩具 野菜・果物 たばこ 電池 薬剤等

29人 26人 25人 21人 17人

その他の玩具 薬剤等 ビー玉類

16人 15人 12人

ビー玉類 その他の玩具 アメ玉類 魚等の骨 菓子

39人 29人 28人 21人 19人

洗剤等、魚等の骨

各10人

0歳

1歳

2歳

3～5歳

こんな転落・墜落事故も起きています

【事例】 

 自宅内で、安全柵を設定して

いないベビーベッドから約1ｍ

下の床へ転落した。 

（程度：中等症） 

ベッドから落ちる 

【事例】 

 親が自転車を停車させて離れた

際に、補助イスに乗っていた子ど

もが自分で自転車から降りようと

して転落した。 

（程度：中等症） 

 ベビーベッド

の柵は上まであ

げておきましょ

う。  

  

自転車の幼児用座

席に子どもを乗せた

まま、その場を離れ

ないようにしましょ

う。 

 子ども用ヘルメッ

トを着用させましょ

う。 

事故防止Point！ 

抱っこ紐から落ちる 

【事例】 

 抱っこ紐で抱っこをしようと

したところ、抱っこ紐の隙間か

らすり抜けて約1mの高さから

床に墜落した。 

（程度：軽症） 

  

 前にかがむときは、子ど

もを手で支えましょう。 

 おんぶや抱っこをすると

き、降ろすときは低い姿勢

で行いましょう。 

事故防止Point！ 

事故防止Point！ 

乳幼児の日常生活事故防止動画はこちらからご覧になれます。 

（東京消防庁公式チャンネルYouTube映像） 

ＱＲコード 

自転車の補助イスから落ちる 
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○ 6か月になったら、何でも口に入れるようにな   

 ります。 

誤飲や窒息が始まる時期を知っておく必要があります。早い

子では、5か月から「物をつかむ」、つかんだら「口に入れる」

行動が見られます。 

乳幼児はトイレットペーパーの芯（３９㎜）を通る大きさの

ものなら、口の中に入れてしまい飲み込む危険性があります。 

○ 年齢に応じた大きさや形状にして食べさせる、 

 びっくりさせない。 

乳幼児は、大きな食べ物を丸飲みにしたり、びっくりして飲み込

んでしまい窒息することがあります。 

成長段階に応じ、食べ物は適切な大きさに切る、つぶすなどして

食べさせ、食事中に大きな声で呼ぶなど乳幼児をびっくりさせるよ

うなことはやめましょう。 

また、歩きながらや寝ながら食べさせることもやめましょう。 

あなたのお子さんにも、同じような事

故が起こる可能性があります！ 
  

   家の中は、子どもの目の高さで危険がないか 

 チェックしましょう。 

 

・電池は、鍵のかかる引き出しや子どもの手が届かない場所でパッケー

ジに入れたまま保管しましょう。 

 

・子どもが飲み込めそうなものが子どもの手の届くところにないか、日      

頃から整理整頓をこころがけましょう。 

 

・子どもから見えるところで電池交換はしないようにしましょう。 

 

・製品を購入する際には、電池収納部分が子どもでも簡単に開けられた

り、落下などの衝撃により電池が飛び出すような構造になっていないこ

となどを確認し、安全対策が施された商品を選択しましょう。 

ボタン形電池・コイン形電池 

 ボタン形電池・コイン形電池は放電能力が高いため、非常に短

時間で消化管壁に潰瘍を作ります。 

   また、直径が大きく食道にとどまる可能性が高いため、誤飲す

ると死に至るおそれがあります。  

 

飲み込むと危険性が高いものを知っておきましょう 

子どもの窒息や誤飲を防ぐために 

出典：東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課 

   コイン形電池・ボタン形電池を子供にさわらせな 

   いで！ リーフレット 

特徴 
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出典：東京都生活文化スポーツ局消費生活部生活安全課 

   コイン形電池・ボタン形電池を子供にさわらせな 

   いで！ リーフレット 

特徴 
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年齢別のやけどによる救急搬送人員（令和3年中） 

子どものやけどの原因で次のうち 

一番多いものはどれでしょう？ 
 

①味噌汁・スープ ②アイロン ③ 花 火 

東京消防庁管内で、年間369人が「やけど」により救急車 

で運ばれています。 

STOP！子どもの「やけど」 

０歳、１歳の 

事故が多い 

 

 

 のどに詰まったものが取り除けないときは、背中を叩いたり胸を圧

迫するなどして、とにかく吐き出させます。  

① 反応ある乳児に対して、背中を強くたたく方法（背部叩打法） 

・乳児をうつぶせにし、その腹側に腕を通す。 

・指で乳児の下あごを支えて軽く突き出し、上半身がやや低くなるような姿勢

にする。 

・手の付け根で両側の肩甲骨の間を数回以上強くたたく。 

（乳児） （小児） 

② 反応ある乳児に対して、胸骨を圧迫する方法（胸部突き上げ法） 

・背部叩打法で除去できなければ、あおむけにし、胸骨圧迫の要領（１６ペー

ジ参照）で、数回連続して圧迫する。 

（乳児）背部叩打法と胸部突き上げ法を異物が取れるか、反応が 

    なくなるまで繰り返す。 

（小児）まず背部叩打法を試みて、効果がなければ腹部突き上げ 

    法※を異物が取れるか、反応がなくなるまで繰り返す。 

※ 背後から両腕を回し、上腹部を斜め上方に圧迫する方法です。 

○反応がなくなった場合は、ただちに心肺そ生（１６ページ参照）を

開始してください。 

応急手当 ののどどにに物物がが詰詰ままっったたとときき  
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こんな事故も起きています 

炊飯器の蒸気で・・・ 

コンセントで・・・ 

【事例】 

 鍵を手に持って家庭用コンセントに

差し込んでしまいやけどした。 

（程度：中等症） 

アイロンで・・・ 

モクモクきれいだな 

さわってみたいな… 

 やけどのおそれのあるものは、子どもの手の届くと

ころに置かないようにしましょう。 

電気ポット等は、チャイルドロック等がついている安全な製品を使

用しましょう。また、子どもが電気コードを引っ掛けないよう、置き

場所に配慮しましょう。 

 

子どもを抱いたままの調理は行わず、熱いものは冷

ましてから与えましょう。 

【事例】 

 炊飯器の上に誤って左手を置いたこ

とにより、蒸気でやけどした。 

（程度：中等症） 

【事例】 

 子どもがアイロンで遊んでいたとこ

ろ、誤って電源を入れてしまい、熱さ

れた部分を手で触ってやけどした。 

（程度：軽症） 

子どもの「やけど」を防ぐために 
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熱い液体での 

やけどが多い！ 

やけどの原因となったもの 

熱い液体でのやけど 

ポットの熱湯で・・・ 

【事例】 

 テーブルの上の熱湯が入っているポッ

トを子どもが誤って倒してしまい、頭部

に熱湯がかかった。 

（程度：重症） 

味噌汁で・・・ 

 

【事例】 

 親が味噌汁の調理中に誤ってこぼして

しまい、隣で立っていた子どもの頭部に

味噌汁がかかった。 

（程度：中等症） 

やけどによる事故の原因上位１０位（令和3年中） 

０～５歳のやけどの原因となったものです。（事故の多い要因上位10位） 

味噌汁・スープや、お茶・コーヒー類によるやけどが多く発生しています。 
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STOP！子どもの「おぼれ」 

子どもがおぼれた場所の第１位は 

自宅の浴槽です！！ 

年齢別のおぼれる事故の発生場所（令和3年中） 

「少しくらい１人にしても大丈夫だろう」 

「兄弟がいるから目を離しても大丈夫だろう」 

こんな経験ありませんか？？ 

STOP！子どもの「おぼれ」 

　　　　　順位
年齢

1位 2位

浴槽 浴室（シャワー）

12人 1人

浴槽 -

4人 -

浴槽 -

3人 -

浴槽 -

3人 -

1歳

2歳

3～5歳

0歳

 

  

応急手当 やけどをしたとき 

① 水で冷やす 

・水道水などの清潔な水で冷やす。 

・衣類を着ている場合は、衣類ごと冷やす。 

・水疱を破らないようにする。 

② 広範囲のやけどのときは、早く医療機関

を受診する。 

小さな子どもは、皮膚が薄く

重症化しやすいんだよ。 
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親が目を離す

12人

52.2%

親と入浴中

11人

47.8%

全体数 23

乳幼児をお風呂に入れている時、水遊びをさせてい

る時は、決して目を離さないようにしましょう。 

 「おぼれ」は、生命を脅かす事故となる可能性が高く注意が必要で

す。ほんのわずかな時間に事故が多く発生していることを知っておき

ましょう。  
 

浴室に子どもだけで入らせないようにしましょう。 

浴槽でおぼれたときの状況（令和3年中） 

子どもの「おぼれ」を防ぐために 

こんなときに子どもから目を離していませんか？ 

○ 子どもだけで入浴させていて目を離していませんか？ 

○ 自分や他の子どもの更衣のために目を離していませんか？ 

○ 浮き輪で浴槽に浮かべたまま目を離していませんか？ 

首掛け式浮き輪での事

故にも注意！ 
浴槽で使用して、保護者

が目を離し、乳幼児がお

ぼれる事故が発生してい

ます。 

 約5割以上が 

「親が目を離す」 

親が寝てしまって・・・ 

【事例】 

5か月の子どもは親と入浴し、その後物

音がしないことを不安に思った家族が浴室

を確認したところ、浴槽に水没している子

どもと、寝てしまっている親を発見した。

（程度：中等症） 

少し目を離した隙に・・・ 

【事例】 

 親が浴室から出て髪を乾かしていたが、

浴室が静かになったため戻ってきたところ

浴槽内で子どもが水没していた。 

（程度：中等症） 

浅い場所でも・・・ 

【事例】 

 沐浴中に親が体の向きを変えさせようと

したところ、沐浴用のバスタブに子どもを

落としてしまい、顔が湯に浸かってしまっ

た。 

（程度：中等症） 

 

沐浴用バスタブ、

ビニールプール等

の浅い場所でも油

断は禁物です！ 

こんな事故が起きています 
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平成29年から令和3年までで 

指の切断に至る事故も14件発生しています！ 

（手動ドア、自転車、ピアノの蓋等により） 

軽症

258人

91.8%

中等症

23人

8.2%

全体数 281

 はさまれ事故の原因となったもの上位５位です。 

 手動ドアへのはさまれが全体的に多くなっています。 

 

STOP！子どもの「はさまれ」 

年齢別のはさまれ事故の原因上位５位（令和3年中） 

子どもの「はさまれ」の原因で一番多いものは？ 

「はさまれ」事故による初診時程度 

子どもの手や足は大人より小

さく、狭い隙間でも入ってし

まうんじゃ。 

約9割は軽症と診断されてい

るが、中等症以上の事故も

発生しているぞ。 

※ その他の家具とは、棚、引き出し、クローゼットのドア等 

　

1位 2位 3位 4位 5位

手動ドア ベビーカー その他の家具

6人 3人 2人

手動ドア その他の家具 椅子

32人 10人 7人

手動ドア 自転車 自動車のドア エレベーター 滑り台、自動ドア　等

17人 9人 6人 5人 各2人

手動ドア 自転車 自転車の補助イス 鉄道車両の戸袋 自動ドア、自動車のドア

46人 13人 12人 7人 各5人

0歳

1歳

2歳

3～5歳

エレベーター、自転車　等

各1人

フェンス・柵、自転車

各6人

年齢

順位

5歳以下の「はさまれ」事故による

初診時程度別（令和3年中） 

意識がない、呼吸がないときはただちに救

命処置を行いましょう。 

① 心肺そ生（小児） 

・胸の真ん中を両手又は、体格によっては片手で圧迫する。 

・胸の厚さの約１／３沈むまでしっかり圧迫する。 

・圧迫は１分間に１００回から１２０回のテンポで。 

・人工呼吸は、胸の上がりが見える程度の量を約１秒かけて２回吹き込む。 

・胸骨圧迫３０回と人工呼吸２回を組み合わせて、絶え間なく続ける。 

② 心肺そ生（乳児） 

応急手当 意識がないとき、呼吸がないとき

・両乳頭を結ぶ線と胸骨が交差する部分の少し足側を指２本で圧迫する。                                                                                               

・胸の厚さの約１／３沈むまでしっかり圧迫する。 

・圧迫は１分間に１００回から１２０回のテンポで。 

・人工呼吸は、胸の上がりが見える程度の量を約１秒かけて２回吹き込む。 

・胸骨圧迫３０回と人工呼吸２回を組み合わせて、絶え間なく続ける。 
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自転車のスポーク 

【事例】 

親が自転車の補助イスに

子どもを乗せて走っていた

ところ、後輪のスポークに

足首をはさまれた。 

（程度：中等症） 

自動車のドア 

【事例】 

 親が子どもの手に気づか

ずに自動車のドアを閉めて

しまい、指がはさまれた。 

（程度：中等症） 

 

６歳未満の幼児を自

転車に同乗させるとき

は、幼児用座席に乗車

させましょう。 

電車、自動車、自転車の「はさまれ」 

電車の戸袋 

【事例】 

 ドアに手をついて外を眺

めていたところ、ドアが開

いた際に戸袋に手を巻き込

まれた。 

（程度：軽症） 

 

電車のドアが開く際

に、子どもの手や腕、

足などがドアに触れる

ことがないように注意

しましょう。 

事故防止Point！ 

事故防止Point！ 

 

自動車のドア、窓を

閉鎖するときは、必ず

子どものいる位置を確

認しましょう。 

事故防止Point！ 

                                                                                               

 

 

子どもはどこではさんでいるの？ 

手動ドアのはさまれ 

 
 95％が住宅等 

の居住場所です！ 

住宅等居住場所

96人

95%

学校・児童施設等

3人

3%

会社・公共施設等

2人

2%

全体数 101

5歳以下の子どもの手動ドアによるはさまれ事故の発生場所（令和3年中） 

エレベーター 

【事例】 

エレベーターの閉鎖時にドアに

指が挟まれて抜けなくなり受傷し

た。 

（程度：中等症） 

令和3年中には、13人の子どもがエレベーターの扉等にはさまれ

て、けがをしています。 

エスカレーター 

【事例】 

持っていたおもちゃを落とした

ので拾おうとしたところ、エスカ

レーターのステップに指を挟まれ

て受傷した。 

（程度：軽症） 

過去にはサンダル

や長靴が巻き込ま

れて、足を受傷す

る事故も起きてい

ます 
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 池袋防災館  03-3590-6565 
 本所防災館  03-3621-0119 
 立川防災館  042-521-1119 

  

 

参考 

東京消防庁からのお知らせ 

東京消防庁 検索 

地震や火災など、
いざというときの
行動や心構えを学
べます！ 

安全・安心情報な
ど様々な情報を掲
載しています。 

 
 データ：令和3年中に東京消防庁管内で、日常生活での事故（交通事故を除 

く。）により救急搬送された人員です。 

  東京消防庁管内：東京都のうち稲城市、島しょ地区を除く地域  

 程 度：医療機関搬送時の初診時程度 

 軽   症：入院を要しないもの 

 中等症：生命の危険はないが入院を要するもの 

 重   症：生命の危険が強いと認められたもの 

 重   篤：生命の危険が切迫しているもの 
 

 乳児：１歳未満   小児：1歳以上１５歳未満 

東京消防庁ホームページ   
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp 

東京消防庁公式アプリ 無料 

東京消防庁公式アプリ ダウンロードはこちら 検索 

◆ 東京消防庁Twitter  

◆ 東京消防庁Facebook 

東京消防庁都民防災教育センター（防災館） 
新米パパママのための応急手当講習会を開催しています。 

 

 

・ドアの開閉時は、子どもがどこにいるか確認しましょう。  

 

・ドアの蝶番側は、指はさみを防止するグッズなどでカバー

しましょう。 

 

・エレベーター、エスカレーター付近では遊ばせないように

しましょう。 

子どもの「はさまれ」を防ぐために 

     にご協力をお願いいたします 

  

◎ＱＲコードから回答できます 
 東京消防庁公式アプリをダウンロードしている方は公式ア

プリにジャンプします。アプリをダウンロードしていない方

も回答できます。 

 公式アプリのダウンロードは次のページにもＱＲコードが

ございます。是非ご登録ください。 

冊子「ＳＴＯＰ！子どもの事故」について 

いただいた貴重なご意見は、今後の冊子作り

の参考にさせていただきます。 
 

ぜひ率直なご意見・ご感想をお聞かせくだ

さい。 
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STOP！子どもの事故 
 
令和４年１２月 

編集・発行 東京消防庁防災部防災安全課 

      東京都千代田区大手町一丁目３番５号 

      電話 ０３（３２１２）２１１１ 

事故から子どもを守るため 

今日から予防対策を！！ 


