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001 2016/5/1 2016/5/2 長野 男 55 スキー

　1日午前9時ごろ，バックカントリースキー中に転倒，滑落した都職員の男性(55)
を，山岳遭難救助隊員が見つけた。男性はすでに心肺停止状態で，搬送後，死亡が
確認された。死因は首の骨が折れたことによる呼吸不全。
　男性は仲間2人とともに4月29日に1泊2日の予定で蓮華岳に入山し，30日にス
キーで下山中に滑落した。

転倒 1

002 2016/3/26 2016/3/29 北海道 男 41 スキー

　26日，雪崩に巻き込まれて行方不明となっていた会社員の男性(41)が28日午後0
時20分頃，現場で発見された。男性は心肺停止状態で病院に搬送されたが，間もな
く死亡が確認された。
　男性は深さ約5・5メートルの雪の中から見つかった。死因は窒息死。雪崩は26日
午前，7合目付近の斜面で発生。山スキーをしていた男性が巻き込まれて行方不明
となり，捜索が続けられていた。

雪崩 1

003 2016/3/21 2016/3/22 北海道 男 21 スキー

　男子大学生(21)が意識不明になったと，21日午前4時50分頃，一緒に登山した男
性会社員2人が下山後に警察署に届け出た。ヘリが同日午前11時頃，男子大学生
を発見したが，搬送先の病院で間もなく死亡が確認された。
　男性ら3人は山スキーをするため，20日朝に入山した。当日の山中は吹雪模様
で，1人の会社員は途中ではぐれ，自力で20日夜に下山した。もう1人の会社員は，
男子大学生と一緒に，山中でビバークしたが，内山さんが意識を失っていることに気
付いて下山。先に下山した会社員と合流し，警察署に届け出た。

遭難 1

004 2016/3/16 2016/3/17 新潟 男 66 不明
　16日午後11時30分頃，コース外にある川で男性(66)が倒れているのを，スキー場
のパトロール隊員が発見した。男性は，病院に運ばれたが，死亡が確認された。

不明 na

005 2016/3/12 2016/3/14 長野 男 37 ボード

　11日に友人と山に入り，未整備の斜面を滑る「バックカントリー」でのスノーボード
中に行方不明となっていたカナダ国籍の男性(37)が，12日に発見され，死亡が確認
された。山頂付近から稜線（りょうせん）に沿って滑走中に滑落し，頭などを打って死
亡したとみられる。死因は外傷性くも膜下出血。

転落 1

006 2016/3/11 2016/3/11 北海道 男 65 スキー
　会社員の男性(65)が意識不明で見つかり，低体温症で死亡した。現場は山頂から
南約250メートルの急斜面。山スキーのため1人で登っていたとみられ，山頂付近に
リュックやストックがあったことなどから，滑落したと考えられる。

転落 1
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007 2016/3/1 2016/3/3 岩手 男 41 ボード
台湾からのスキーツアー客の男性(41)が，ヘルメットをつけてゲレンデを滑走中，単
独で前のめりに転倒した。頭を強く打ち，搬送先の病院で約21時間後に死亡した。
死因は脳挫傷。

転倒 0

008 2016/2/20 2016/2/21 北海道 男 47 スキー
　20日正午頃，飲食店従業員の男性(47)が，コース外においてスキーで滑走中に，
立ち木に衝突した。腰を強く打ち，搬送先の病院で死亡が確認された。未整備の斜
面を滑るバックカントリースキーをしていた。

対物衝突 1

009 2016/2/6 2016/2/21 岩手 女 9 スノーモービル

　6日に町の空き地で行われたイベントで，会社員が運転するスノーモービルの後ろ
に小学４年女児（9）が乗っていたところ，女児が柱にぶつかり意識不明となった。女
児は，20日未明に死亡した。会社員は，タイヤチューブ５個を列にして取り付けて児
童を乗せ，雪上を滑って遊んでいた。女児は， 後尾のタイヤに乗っていて，空き地
に立っていた木の柱にぶつかり，頭を強く打った。

対物衝突 0

010 2016/2/3 2016/2/5 長野 男 29 ボード
　スノーボードをしていた男性(29)が倒れているのを，パトロール中の従業員が見つ
けた。病院に運ばれたが，翌日未明に死亡した。死因は頭蓋内損傷。警察署は，加
藤さんがコースを外れ，樹木に衝突したとみて調べている。

対物衝突 0

011 2016/2/2 2016/2/3 広島 女 12 スキー

　2日午前11時45分頃，小学校6年生の女児(12)とスノーボードをしていた男性（38）
が衝突した。2人は，病院に運ばれたが，女児は約2時間後に死亡が確認され，男性
も脊髄損傷などの重傷。
　授業の 後で，女児を含む5，6年生計14人のグループが，初中級者向けのコース
などを自由に滑り，指導役の教諭ら2人がついて行ったという。

対人衝突 0

012 2016/1/31 2016/2/1 群馬 男 36 スキー
　31日午後0時5分頃，雪崩が発生し，スキーをしていた男性(36)が巻き込まれたと
110番があった。病院に搬送されたが死亡が確認された。男性は友人と2人でスキー
場外の未整備の雪山を滑る「バックカントリースキー」をしていた。

雪崩 1

013 2016/1/31 2016/2/1 広島 男 70 不明
　男性(70)が，スキー場中腹付近のリフト降車口から約100メートル離れた林の急傾
斜地で，両足にスキー板を着用し，上半身が雪に埋まった状態で見つかった。目
立った外傷はなかった。

埋雪 0

014 2015/4/12 2015/4/14 長野 男 43 ボード

　12日午後1時55分頃，「男性が立ち木にぶつかった」と119番があった。その会社
員男性(43)は，全身を強く打って，約2時間後に死亡した。男性は計3人でスノー
ボードに来ており，ゲレンデ頂上でボードを装着しようとした際に，斜面を約100メー
トル滑り落ちた。

対物衝突 0

015 2015/4/7 2015/4/8 北海道 男 68 スキー

　7日午後4時45分ごろ，山（1984メートル）の7合目付近で，会社役員の男性（68）
が心肺停止状態で倒れているのを同僚が発見した。後11時40分に搬送先の病院で
死亡が確認された。
　男性はロープウェーとリフトを運営する会社の専務。同日午後10時ごろ，雪の状態
を調べるために山スキーで入山したが，下山予定の午後1時を過ぎても戻ってこな
かった。

不明 1

016 2015/3/31 2015/4/1 岐阜 男 53 スノーモービル

　31日午後3時40分頃，山の中で，スノーモービル販売業の男性（53）がスノーモー
ビルを運転中に立木に衝突し，胸を強く打って外傷性血気胸で死亡した。ドーンとい
う音を聞いた友人男性が現場に到着すると，立木の近くにスノーモービルがあり，山
口さんが倒れていたという。

対物衝突 1
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017 2015/3/29 2015/3/31 青森 男 73 スキー

　30日午後4時半頃，沢で男性(73)が倒れているのをスキー客が見つけ，署員らに
よりその場で死亡が確認された。
　男性は29日朝に一人でスキーに出かけ，30日になっても戻らなかった。そのた
め，家族が警察署に捜索を依頼していた。男性は，スキー靴を履いていたことなど
から，滑走中に沢に転落したとみられる。

転落 0

018 2015/3/11 2015/4/22 北海道 男 48 スキー

　19日午前10時25分ごろ，スキー場のホテルから約1.5キロ離れた林道沿いの斜面
で，一部雪に埋まった遺体があるのを，雪山登山中の男性が見つけた。遺体は，3
月11日に一人で山スキーをしていて行方不明となっていた会社員男性（48）であっ
た。死因は窒息死。

不明 1

019 2015/3/6 2015/3/7 岐阜 男 29 ボード

　6日午前11時25分頃，友人とともにスノーボードで滑っていた会社員男性(29)が，
ゲレンデ内にあった立ち木（高さ約6メートル，太さ直径50センチ）に衝突した。病院
に運ばれたが，死亡が確認された。死因は外傷性心破裂。友人3人と日帰りで滑り
に来ていたという。

対物衝突 0

020 2015/3/3 2015/3/4 秋田 男 39 ボード

　3日午後2時30分頃，会社員男性(39)が，スキー場のコースを外れて友人とスノー
ボードで滑っていたところ，立ち木に衝突して胸を強く打った。約3時間後に搬送先の
病院で死亡が確認された。死因は両側気胸。現場付近の斜面は凍結していて，佐
藤さんは横倒しの状態で雪の上を滑り落ち，そのまま立ち木にぶつかったようだ。

対物衝突 1

021 2015/2/20 2015/2/22 長野 男 33 ボード

　20日午後2時半頃，スキー場のゲレンデの外で，スノーボード中のアルバイト男性
(33)が沢に落ち，間もなく死亡した。
　男性と友人の計3人は，自らコースの外に出て，沢沿いを滑っていたという。友人2
人が前を滑っていた三宅さんを見失ったため，スキー場のパトロール隊に通報した。

転落 1

022 2015/2/16 2015/2/17 長野 男 52 スキー
　14日に山スキー中，雪崩に巻き込まれた会社員男性(52)が，16日に心肺停止状
態で発見され，死亡が確認された。男性は，約1メートルの雪に埋まっていた。

雪崩 1

023 2015/2/10 2015/2/12 兵庫 男 24 ボード

　10日午後3時ごろ，スノーボードの男性(24)が雪に埋もれているのをスキー客が発
見した。男性は病院に搬送されたが，死亡が確認された。
　男性が埋もれていたのは滑走禁止区域となっている急な斜面で，約3メートルの積
雪があった。木などに衝突したような外傷はなく，警察署は何らかの原因でコースか
ら外れ転倒したとみている。

埋雪 0

024 2015/2/8 2015/2/10 兵庫 男 53 スキー
　8日午後3時前，会社員の男性(53)が，スキーで滑走中に鉄製のリフト支柱に衝突
した。胸などを強く打っており，搬送先の病院で死亡が確認された。

対物衝突 0

025 2015/1/27 2015/1/28 長野 男 44 スノーモービル

　27日午前9時ごろ，スキー場のコース外で，リフト運営会社のアルバイト従業員の
男性(44)がスノーモービルの下敷きになっているのをほかの従業員が見つけた。男
性は搬送された病院で死亡が確認された。窒息死だった。
　スノーモービルには異常はなく，男性がコースを逸脱して約5メートル下に落ちたと
みて，原因を調べている。

転落 1
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026 2015/1/27 2015/1/28 北海道 男 55 スキー

　27日午後1時15分頃，ブルネイ在住で英国籍の男性(55)がコース脇の立ち木の下
で頭から血を流して倒れているのを発見された。男性は搬送先の病院で間もなく死
亡した。死因は脳挫傷。男性は妻と2人で午前10時頃からスキーをしていて，1人で
滑走中に，コース外に逸脱し立ち木に衝突したとみられる。

対物衝突 0

027 2015/1/25 2015/1/26 福井 男 66 スノーモービル
　無職男性（66）が，山の中でシカ猟のために，スノーモービルに乗っていて，貯水
池に転落し行方不明となった。男性は25日，池の中でうつぶせの状態で発見され，
死亡が確認された。

転落 1

028 2015/1/20 2015/1/22 岐阜 男 47 ボード

　20日午後0時半頃，スキー場で，スノーボードをしていた歯科技工士の男性(47)が
転倒，頭を打って病院に運ばれたが，21日午後，死亡した。死因は重症頭部外傷。
男性はハーフパイプコースを1人で滑っていた際に，転倒したとみられる。

転倒 0

029 2015/1/17 2015/1/19 新潟 男 48 ボード
17日にスノーボードをしていて雪崩にあった会社員の男性二人が18日午前，捜索中
の警察官らに救助された。うち一人(48)の死亡が確認された。全身が雪に埋まった
状態で見つかり，窒息死とみられる。

雪崩 1

030 2015/1/17 2015/1/19 新潟 男 35 スキー
18日午後0時55分ごろ，捜索隊が17日から行方不明の男性(35)を発見。病院で死
亡が確認された。死因は窒息死。雪崩に巻き込まれたとみられる。

雪崩 1

031 2015/1/17 2015/1/19 長野 男 50 スキー

　18日午後二時二十五分ごろ，コース外でスキーをしていた男性二人が雪崩に巻き
込まれた。同三時四十五分ごろ，スキー場のパトロール隊員が二人を発見したがい
ずれも意識不明で，搬送された病院で死亡が確認された。
　死亡したのは，ともにアルゼンチン国籍の男性(50)(54)。二人は仲間三人とともに
スキー場が管理していないコース外の山林に入り，先頭で急斜面を滑り始めた時に
雪崩に遭った。

雪崩 1

032 2015/1/17 2015/1/19 長野 男 54 スキー

　18日午後二時二十五分ごろ，コース外でスキーをしていた男性二人が雪崩に巻き
込まれた。同三時四十五分ごろ，スキー場のパトロール隊員が二人を発見したがい
ずれも意識不明で，搬送された病院で死亡が確認された。
　死亡したのは，ともにアルゼンチン国籍の男性(50)(54)。二人は仲間三人とともに
スキー場が管理していないコース外の山林に入り，先頭で急斜面を滑り始めた時に
雪崩に遭った。

雪崩 1

033 2015/1/12 2014/1/14 長野 男 51 スキー
　12日午後4時20分ごろ，スキーをしていた男性(51)がコース外に転落した。男性は
病院に運ばれたが13日未明，死亡が確認された。死因は窒息死。ゲレンデで家族
三人と滑走中，林間コースをそれて転落した。

転落 0

034 2015/1/1 2015/6/15 長野 男 57 スキー

　14日午前8時12分ごろ，山の斜面で，救助隊員らが心肺停止状態の男性を見つけ
た。ヘリで収容したが，死亡が確認された。男性の身体的特徴などから，今月1月
に，山スキーのために山に入り，行方不明になっていた3人のうち1人の会社員男性
(57)と判明した。外傷はなく，死因は低体温症とみられる。

遭難 1

035 2014/12/23 2014/12/24 山形 男 43 ボード

　23日午前11時40分頃，男性(43)がスノーボード中に転倒し，新雪に突っ込んだ。
男性は鶴岡市内の病院に搬送されたが，約7時間40分後に死亡した。
　男性は23日朝から，スキー場の上級者コースで他の男性2人とともにスノーボード
の上級講習を受けていた。滑走中にボードの操作を誤って転倒。頭から新雪にはま
り，息が出来ない状況になったとみられる。

埋雪 0
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036 2014/12/20 2014/12/21 新潟 男 36 ボード

　20日午後0時半頃，スノーボードをしていた会社員男性(36)がコース外の新雪に埋
まって意識を失った状態で発見され，搬送先の病院で死亡が確認された。
　男性は知人3人とスキー場を訪れ，400〜500メートルずつ下っては集合しながら
滑っていた。

埋雪 0

037 2014/5/4 2014/5/7 富山 男 60 スキー 　山スキーをしていた男性(60)が死亡した。 転落 1

038 2014/5/4 2014/5/6 山形 男 55 スキー
　4日午後1時頃，スキーウェア姿の団体職員男性(55)が沢で倒れているのを，山ス
キー客が発見した。警察がヘリで収容したが，死亡が確認された。

不明 1

039 2014/5/4 2014/5/6 静岡 男 23 ボード
　4日午後0時45分頃，スノーボードをしていた男性が，火口に転落した。別の登山グ
ループに救助されたが心肺停止状態となり，死亡した。

不明 1

040 2014/5/3 2014/5/5 長野 男 43 スキー

　3日午後10時30分頃，夫妻が滑落したと，妻の妹から119番があった。午前6時15
分頃に2人を収容，夫(43)は死亡が確認された。妻は命に別条はないが，凍傷や低
体温症とみられ，衰弱している。2人は山スキーのため2泊3日の予定で3日朝に猿
倉の登山口から入山していた。

転落 1

041 2014/4/9 2014/4/10 新潟 男 43 ボード

　9日午前6時55分頃，男性(43)が心肺停止状態で倒れているのを県警ヘリが発
見，搬送先の警察署で死亡が確認された。男性はスノーボードをしに出かけた後，
連絡がとれなくなり，家族が8日夜に通報していた。男性は，直径約5メートル，深さ
約3メートルの穴にたまった水に浮いた状態で見つかった。同所は山スキーで人気
があり，スキー場から尾根伝いに行くことができる。

転落 1

042 2014/3/23 2014/3/24 山形 男 31 スキー

　23日午前6時45分ごろ，雪上で，あおむけに倒れている会社員の男性（31）を県警
ヘリが発見した。意識不明のため病院に搬送したが，同9時に死亡が確認された。
死因は凍死。
　22日午後7時10分ごろ，男性から「1人で山スキーの下山中に滑落した。腰まで雪
に埋まっている。助けてほしい」と110番があった。男性は尾根の登山道から谷底に
向かって40～50メートル滑落したとみられる。

転落 1

043 2014/3/21 2014/3/22 長野 男 70 スキー

　山スキーをしていた男性5人グループのうち，3人が雪崩に巻き込まれ，70歳代の1
人が全身を強く打ち死亡，60歳代の1人がけがを負った。雪崩は幅が10メートル位
で，巻き込まれた人は木などにぶつかった様子だったという。
　グループは，温泉に21日から23日まで宿泊し，周辺で山スキーをする予定だった。
死亡した男性は，は登山歴50年以上で，山スキーの指導などもしていたという。

雪崩 1

044 2014/3/15 2014/3/16 山梨 男 41 スキー

　15日午前10時頃，会社員男性が倒れているのを捜索中の大月署員らが発見し
た。男性は心肺停止状態で，県防災ヘリで警察署に運ばれ，死亡が確認された。
　男性は12日に山スキーのため男性2人と大室山に登り，午後に2人と別れた後，行
方が分からなくなっていた。

不明 1

045 2014/3/9 2014/3/10 栃木 男 44 スキー

　9日午前10時20分頃，スキー場で，会社役員男性（44）が滑走中に転倒し，立ち木
に衝突した。ドクターヘリで病院に運ばれたが，頭部などを強く打っており，死亡が確
認された。
　現場は全長約1．5キロ・メートル，平均斜度16度の上級者コース。高橋さんはコー
スのスタート地点から1キロ・メートルほど下った斜度20度の雪面で転倒した。

対物衝突 0
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046 2014/3/8 2014/3/9 滋賀 男 41 ボード

　8日午後0時40分頃，スノーボードで滑走していた会社員男性(41)がゲレンデ脇の
斜面から転落し，約7メートル下の岩に衝突。病院に運ばれたが，胸などを強く打っ
ており，約1時間45分後に死亡した。
　男性は圧雪をかけていないコースの端を滑っており，制御できずにバランスを崩
し，転落したと見られる。現場付近に防護ネットはなかった。

転落 0

047 2014/3/1 2014/3/2 長野 男 25 ボード
　1日午後0時5分頃，米国籍の男性が倒れているのを，近くを滑っていたスキーヤー
が見つけた。男性は，スノーボード中にコースアウトして，立ち木にぶつかったとみら
れ，頭を強く打ち，間もなく死亡した。男性は，友人4人とスノーボードをしていた。

対物衝突 0

048 2014/2/28 2014/3/1 秋田 男 12 スキー

　28日午後1時50分頃，スキー授業のために来ていた中学校1年の男子生徒（12）
がコース脇で倒れているのを引率の教諭が見つけた。阿部さんは頭を打っており，
約2時間後に死亡した。
　男子生徒は，同スキー場パノラマコースの斜度約30度のカーブ付近で倒れてい
た。スキーで滑走中，曲がりきれず立ち木にぶつかったとみられる。ヘルメットはか
ぶっていなかった。事故当時は，1年生約90人が参加したスキーの授業中だった。
　同スキー場では，これまで大きな事故の記録はなく，コース逸脱を防ぐネットや立
ち木のクッションなどはなかった。同日午後のゲレンデ状況は，圧雪状態で，こぶも
ほとんどなかったが，気温の上昇などでやや緩んでいた。

対物衝突 0

049 2014/2/19 2014/2/20 岐阜 男 31 ボード
　19日午前九時五十五分ごろ，林間コースをスノーボードで滑っていた会社員男性
(31)が右側ののり面に衝突。頭を強く打ってヘリで病院に搬送されたが，20日未明，
急性硬膜下血腫で死亡した。のり面は積雪がなく土がむき出しだった。

対物衝突 0

050 2014/2/16 2014/2/17 岐阜 男 33 スキー

　16日午前9時50分頃，会社員男性(33)が斜面のくぼみに転落した。県防災ヘリで
病院に運ばれたが，間もなく脳挫傷で死亡した。
　男性は2人でこの日朝から入山。コース外の山中を滑る「バックカントリースキー」
を楽しんでいたという。

転落 1

051 2014/2/2 2014/2/3 宮城 男 43 チェアスキー

　2日午後9時頃，スキー場のコース脇で，チェアスキーで滑走していた会社員男性
(43)が頭から血を流して倒れているのを，リフトに乗っていた客が見つけた。男性は
頭を強く打っており，その場で死亡が確認された。
　男性は1人でスキー場に来ていて，下半身が不自由だったという。コース脇の木に
ぶつかった跡があることから，滑走中に木に衝突したとみられる。

対物衝突 0

052 2014/1/31 2014/2/1 長野 女 27 ボード

　31日午後3時40分頃，スノーボードをしていた保育士の女性が滑走中にバランス
を崩して転倒し，頭を強く打った。ドクターヘリで病院に搬送されたが，約3時間後に
急性硬膜下血腫で死亡が確認された。女性は友人とスノーボードをしていた。ヘル
メットは着けていなかったという。

転倒 0

053 2014/1/17 長野 男 57 スノーモービル

　17日午前2時20分ごろ，スキー場で，バイク販売業の男性（57）がスノーモービル
の下敷きになった，と消防に通報があった。男性は，病院に運ばれたが，約14時間
後，多臓器不全で死亡した。スノーモービルを運転中，急斜面で転んだ可能性があ
る。

転倒 0

054 2014/1/14 2014/1/16 長野 男 27 ボード
　14日午後10時25分頃，男性（27）がスノーボードで出かけたまま帰ってこないとの
通報が警察署にあった。県消防防災ヘリが15日午前10時15分頃，スキー場近くの
斜面で男性を発見したが，搬送先の病院で死亡が確認された。

不明 na
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055 2014/1/12 2014/1/14 山形 男 47 スキー

　12日午後5時55分頃，会社員男性（47）が1人で山スキーに出かけたまま戻らない
と，家族が警察署に通報した。署員らが捜索したところ，13日午後1時5分頃，雪の
中に埋もれている吉田さんを発見したが，心肺停止状態でその場で死亡が確認され
た。
　同署の発表によると，吉田さんは高さ約1・8メートルの雪の中で，スキー板をつけ
たままうつぶせの状態で見つかった。吉田さんは居所を知らせる電波発信機を携帯
していた。周辺で幅約10メートル，長さ約30メートルの雪崩が起きた跡があり，巻き
込まれたとみられる。

雪崩 1

056 2013/12/28 2013/12/30 兵庫 男 25 ボード

　28日午後5時20分頃，スキー場でスノーボードをしていた税関職員の男性（25）が
コース脇に積もった雪の中に頭から突っ込んでいるのを，スキー場のパトロール隊
員が見つけ，近くの消防署の出張所に通報した。小見山さんは病院に運ばれたが，
まもなく死亡した。
　現場は山頂から約50メートル下の急斜面で，約1・5メートルの積雪があった。ス
ノーボードをしていて転倒し，雪に突っ込んだとみられる。

埋雪 0

057 2013/12/20 石川 男 59 スノーモービル
　20日午前10時55分ごろ，スキー場で，町議の津田勤さん（59）がスノーモービルの
下敷きになった，と職員から消防に通報があった。津田さんは搬送先の病院で死亡
が確認された。

不明 0

058 2013/12/11 2013/12/15 北海道 男 25 スキー
　陸上自衛隊の男性（25）が11日午後3時ごろ，スキー訓練中に突然倒れて心肺停
止状態になり，病院で救命措置を受けたが，13日午後8時過ぎに死亡した。病死と
みられる。

不明 na

059 2013/11/23 2013/11/25 富山 女 59 スキー 　山の西側斜面でスキーをしていた男女7人が，雪崩に巻き込まれて死亡した。 雪崩 1

060 2013/11/23 2013/11/25 富山 男 72 スキー 　山の西側斜面でスキーをしていた男女7人が，雪崩に巻き込まれて死亡した。 雪崩 1

061 2013/11/23 2013/11/25 富山 男 36 スキー 　山の西側斜面でスキーをしていた男女7人が，雪崩に巻き込まれて死亡した。 雪崩 1

062 2013/11/23 2013/11/25 富山 女 44 スキー 　山の西側斜面でスキーをしていた男女7人が，雪崩に巻き込まれて死亡した。 雪崩 1

063 2013/11/23 2013/11/24 富山 男 46 スキー 　山の西側斜面でスキーをしていた男女7人が，雪崩に巻き込まれて死亡した。 雪崩 1

064 2013/11/23 2013/11/24 富山 男 55 スキー 　山の西側斜面でスキーをしていた男女7人が，雪崩に巻き込まれて死亡した。 雪崩 1

065 2013/11/23 2013/11/24 富山 女 58 スキー 　山の西側斜面でスキーをしていた男女7人が，雪崩に巻き込まれて死亡した。 雪崩 1

066 2013/4/29 2013/5/7 秋田 男 78 スキー
　先月29日から行方不明となっていた無職男性（78）が6日午前11時10分頃，ス
キーコース脇の林で倒れているのを近くの男性が発見し，県警が死亡を確認した。
目立った外傷はなく，凍死したとみられる。

遭難 0

067 2013/4/22 2013/4/23 北海道 男 42 ボード

　22日午後11時30分頃，1人で日帰り登山に行った会社員男性（42）が戻らないと，
家族から110番があった。23日午前5時20分頃，友人2人が雪に埋もれている男性
を発見した。
　死因は窒息死とみられる。男性は22日午前9時頃に入山し，スノーボードをしてい
て長さ約100メートル，幅20〜30メートルの雪崩に巻き込まれたと考えられる。

雪崩 1
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068 2013/3/28 2013/3/30 北海道 男 43 スキー
　28日，米国籍の男性（43）がスキー中に雪崩に巻き込まれた。男性は意識不明の
重体となっていたが，29日に死亡した。死因は腹腔（ふくくう）内出血。

雪崩 1

069 2013/3/19 2013/3/19 長野 男 11 スキー

　19日午後1時35分頃，スキー場のリフト乗り場近くにあるクロスカントリーコース
で，小学校5年の男子児童（11）が圧雪車に巻き込まれて死亡した。男子児童は，前
進する圧雪車の後部に巻き込まれたとみられる。
　男子児童は，部活動で部員約20人と練習に来ていた。教諭はおらず，コーチと保
護者1人が引率していた。

不明 0

070 2013/3/2 2013/3/3 栃木 男 71 スキー

　2日午前8時50分頃，スキー場の初心者コースでスキーをしていた自営業の男性
（71）が立ち木にぶつかり，搬送先の病院で死亡が確認された。
　男性は孫とスキー仲間2人の4人でスキーをしていた。滑走中に後ろから聞こえた
仲間の声に振り返ったところ，進行方向左側に立っていた杉の木に衝突した。コース
は傾斜が緩やかな直線で，防護ネットはなかった。

対物衝突 0

071 2013/2/17 2013/2/18 北海道 男 59 スノーモービル

　17日にスノーモービルで入山した男性３人が，山中で遭難した。18日朝、山中で３
人は発見されたが，内装業の男性（59）は意識がなく、ヘリコプターで病院に搬送さ
れたが、死亡が確認された。男性らはスノーモービル愛好家。6人で入山したが、3
人は17日中に下山しなかった。

遭難 1

072 2013/2/16 2013/2/18 長野 男 31 ボード

　スキー場の山林で16日，スノーボード中の会社員男性（31）が行方不明になり，救
助隊が17日午後一時半ごろ，発見した。防災ヘリコプターに収容し，死亡を確認し
た。
　東さんは友人と二人でコース外を滑走中だった16日午後三時半ごろ，行方不明に
なった。雪崩に巻き込まれたとみられる。

雪崩 1

073 2013/2/5 2013/2/6 長野 男 20 ボード
　5日午後1時45分頃，スキー場のゲレンデで，大学2年生の男子学生（20）が倒れ
ているのをスノーボード客が見つけた。男子学生は頭を強く打っており，同日夜，死
亡した。スノーボード中に転倒して頭を打ったとみられる。

転倒 0

074 2013/1/28 2013/1/28 北海道 不明 45 スキー
　27日午後2時40分ごろ，スキー場でスキーをしていたフィンランド国籍の会社役員
（45）が滑走中に転倒し，搬送先の病院でまもなく死亡した。管理区域外の山林を
滑っていたものとみられる。

転倒 1

075 2013/1/27 2013/1/28 北海道 男 59 スキー

　28日午前1時15分頃，ペンション経営者の男性（59）が，雪に埋もれた状態で倒れ
ているのを，スキー場のパトロール隊が見つけた。男性は既に死亡していた。
　現場は，「完全立ち入り禁止区域」で，男性はスキーをしていて転倒したとみられ
る。

埋雪 1

076 2013/1/3 2013/1/4 長野 男 75 スキー
　3日午前9時ごろ，スキー場で，滑走するスキーヤー3人が衝突した。無職の男性
（75）がゲレンデ外の斜面に転落し，頸椎（けいつい）損傷で死亡した。他の2人にけ
がはなかった。

転落 0

077 2013/1/1 2013/3/24 福島 男 47 スキー
　1月に登山のため山に入った後，行方不明となっていた会社員男性（47）の遺体
が，24日に発見された。男性は，男性は，雪の中に埋まり，スキー靴を履いて死亡し
ていた。下山中に滑落したとみられる。

転落 1

078 2012/12/16 2012/12/18 北海道 男 74 スキー

　16日に雪崩に巻き込まれ，意識不明の重体となっていた無職の男性（74）が17日
午前4時20分頃，病院で死亡した。死因は低酸素脳症。男性は，山岳会の仲間と山
スキー中に雪崩に遭った。 雪崩 1
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079 2012/10/8 2012/10/10 北海道 男 39 ボード
　スキー場で8日午後2時半頃，会社員男性（39）が，人工芝のスノーボード場のジャ
ンプ台で転倒した。男性は頭を強く打ち，9日深夜に死亡した。同スキー場によると，
男性は夏用のジャンプ台で，台を飛び出す前に転倒したという。

転倒 0

080 2012/5/5 2012/5/6 青森 男 74 スキー
　5日午前9時50分頃，春スキーをしていた男性（74）が立ち木に衝突し，胸を強く打
つなどして死亡した。現場は立ち入り禁止区域。男性は，午前8時半頃から，友人5
人とスキー場に来ていた。

対物衝突 1

081 2012/4/27 2012/4/28 新潟 男 29 ボード

　27日午前9時半頃，スキー場で，ＪＲ東日本社員の男性（29）がコース脇に倒れて
いるのを友人が発見した。中里さんは病院に運ばれたが，頭などを強く打ってまもな
く死亡した。
　中里さんは友人3人とスノーボードに来ていた。6〜7年の経験があったという。速
度を制御できずに木に衝突したとみられる。

対物衝突 0

082 2012/3/28 2012/3/30 山梨 男 29 不明
　スキー場で28日，会社員男性(29)がリフトから転落し，同日夜，男性は収容先の
病院で死亡した。頭の骨を折っていた。

転落 0

083 2012/3/20 2012/3/21 群馬 女 30 エアボード

　20日午前9時50分頃，スキー場で，ソリ競技の一種「エアボード」で斜面を滑走して
いた無職の女性（30）がコースを外れ，立ち木に衝突した。女性は首などを強打し，
約3時間後に死亡した。
　女性は，同日午後に開催される「第5回全日本エアボード選手権大会」に参加する
予定で，競技前の練習中，終着点で止まりきれず，コースを逸脱したとみられる。ヘ
ルメットは着用していた。
　現場の斜面は， 大斜度20度の初心者用コース。現場に，防護用ネットなどは設
置されていなかった。同事業所は「通常は滑り降りない場所で，事故も無かった」と
説明している。

対物衝突 0

084 2012/3/18 2012/3/19 群馬 男 39 ボード

　18日午前10時35分頃，自営業の男性（39）が死亡しているのを，捜索中の県警が
発見した。
　男性は，16日から1人でスノーボードのため入山しており，発見時，スノーボードを
着けたまま体が雪に埋まっている状態だった。現場はスキー場などのコースではな
く，周囲に雪崩が起きた跡があったという。

雪崩 1

085 2012/3/14 2012/3/17 長野 男 24 ボード
　14日午後1時40分ごろ，スキー場で，ゲレンデをスノーボードで滑走していた男子
大学生（24）が転倒，頭を強く打ち，16日午前死亡した。男子大学生は，9人でス
キー場に来ていた

転倒 0

086 2012/3/14 2012/3/15 群馬 男 37 スキー

　14日午前11時10分頃，山スキー中の山岳ガイドの男性（37）が雪崩に巻き込まれ
た。男性は救出されて病院に運ばれたが，死亡が確認された。死因は窒息死。
　男性は，ほかの山岳ガイドの女性2人と一緒に午前10時頃から入山。2人を尾根の
上に残して，先行してスキーで斜面に降りたところで雪崩に遭った。男性は付近に雪
崩が起きやすいことを知っており，雪の状態を確かめている 中に巻き込まれたと
みられる。

雪崩 1

087 2012/3/11 2012/3/12 北海道 男 29 スノーモービル

　11日午後1時30分ごろ，スノーモービルで走行していた会社員男性（29）が斜面を
約5メートル転落。スノーモービルの下敷きになり，病院に運ばれたが，死亡した。
　男性は仲間と15人でスノーモービル滑走に訪れていた。1人で走行中に，転落した
とみられる。公園は，道路の通行止め区間内にあり，冬場はスノーモービル愛好家
が週末などに走行していたという。

転落 0
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088 2012/3/8 2012/3/10 岐阜 男 23 スキー
　8日，山スキー中に斜面を滑落した男子大学生（23）が，同日夜，低体温症や脊椎
骨折で死亡した。

転落 1

089 2012/3/3 2012/3/4 新潟 男 59 スキー

　3日午後3時20分頃，スキー場で男性（59）が，コース脇の崖の下に上半身が雪に
埋まった状態で倒れているのをスキー場のパトロール隊員が発見した。男性は市内
の病院に搬送されたが，まもなく死亡した。死因は窒息死。
　男性が誤ってコースから外れ，崖から転落したとみられる。

転落 0

090 2012/2/24 2012/2/25 北海道 男 50 スキー
　陸上自衛隊員の男性（50）が，22日に行ったスキー訓練後に倒れ，同市内の病院
に運ばれたが，24日夜に死亡した。死因は心筋梗塞。男性は22日午前9時から1時
間，クロスカントリースキーをした後，トラックの荷台で着替えていた際に倒れた。

不明 na

091 2012/2/13 2012/2/14 秋田 男 61 スキー

　スキー登山をしていた男性（61）が下山中に遭難し，13日午後12時20分ごろ，雪
洞内に倒れているのを捜索隊が見つけた。ヘリで病院に運ばれたが，まもなく死亡
が確認された。
　男性は12日午前9時ごろ，知人男性と一緒にスキー場から入山。悪天候で下山中
に男性とはぐれ，午後3時45分ごろ，「道に迷った」と携帯電話で110番したが，2時
間後に連絡が取れなくなった。

遭難 1

092 2012/2/12 2012/2/14 長野 男 61 スノーカイト
　12日午後2時頃，スノーカイトをしていた小学校の男性教師（61）が倒れているのを
インストラクターが見つけた。男性は，病院に運ばれたが死亡が確認された。
　男性は大動脈瘤（りゅう）から出血しており，同署は病死とみて調べている。

不明 0

093 2012/2/8 2012/2/10 青森 男 59 スノーモービル

　8日午後1時25分頃，小学校の校庭で校長（59）が運転するスノーモービルが鉄棒
の支柱に衝突した。校長は頭部を強く打って死亡，同乗していた４年生の男子児童
が顔などに軽いけがを負った。
　この日は，学校の雪遊びイベントで，保護者らが提供したモービル3台で体験乗車
を行っていた。校庭には雪が積もっており，校長が衝突した鉄棒は雪の上に約６０セ
ンチ出ていた。佐藤校長はヘルメットを着用していなかった。

対物衝突 0

094 2012/2/7 2012/2/12 長野 男 20 スキー
　男子大学生(20)が，7日，スキー滑走中にコース外に飛び出して立ち木に衝突し意
識不明の重体となった。その後，10日夜に死亡した。死因は脳挫傷。

対物衝突 0

095 2012/2/1 2012/3/17 新潟 男 39 スキー
　2月にスキー場で行方不明になった会社員の男性(39)の遺体が，今月16日，ス
キー場近くの川で見つかった。凍死とみられる。

遭難 na

096 2012/1/28 2012/1/29 長野 男 51 スキー

　28日午後0時15分頃，40歳代男性の携帯電話から「スキー中に1人が雪崩に巻き
込まれた」と110番があった。通報した男性と2人でスキーをしていた奈良県の男性
(51)が巻き込まれ，約5時間後に深さ5メートルの雪の中に埋もれた状態で見つかっ
たが，すでに死亡していた。

雪崩 1

097 2012/1/7 2012/1/9 長野 男 45 スキー
　7日午後2時45分頃，スキー場でスキーをしていた会社員男性（45）が，コース脇の
立ち木に衝突し，病院に運ばれたが，約2時間後に出血性ショックで死亡した。
　現場は初級コースで，男性は片手にビデオカメラを持って滑っていた。

対物衝突 0
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098 2012/1/5 2012/1/6 新潟 女 34 ボード

　5日午後3時頃，スキー場でスノーボードをしていた無職の女性が，行方不明に
なった。スキー場関係者らが捜索し，午後5時40分ごろ，立ち入り禁止区域で全身が
雪に埋まっている女性を発見。女性は病院に運ばれたが，まもなく死亡が確認され
た。
　女性は，午前9時頃から，友人男性2人とスノーボードをしていた。

埋雪 0

099 2012/1/2 2012/1/3 北海道 女 38 スキー

　2日午前11時半頃，スキー場のコース外の林で，スキーで滑走中だった会社員の
女性（38）が顔から血を流して倒れているのを，近くにいたインストラクターが見つけ
た。女性は病院に運ばれたが死亡。樹木に衝突したか，転倒して凍結した雪面で頭
を打った可能性がある。

対物衝突 1

100 2011/12/29 2011/12/30 北海道 男 31 ボード

　29日午後2時30分頃，スキー場でスノーボードをしていた会社員男性（31）が倒れ
ているのを仲間が見つけた。男性は頭を強く打っており，病院に搬送されたが，間も
なく死亡が確認された。男性は滑走中にジャンプの着地に失敗し，頭を打った可能
性があるとみられる。

転倒 0

101 2011/12/27 2014/3/4 広島 男 11 スキー

　広島県北広島町のスキー場で2011年，スキー教室に参加していた小学6年の男
子児童（11）が，建物近くの鋼材に衝突し，死亡した。 対物衝突 0

102 2011/12/26 2011/12/27 新潟 男 27 不明
　26日午前10時50分頃，スキー場の上級者コースで，会社員男性（27）が上半身を
雪山に突っ込んだ状態で倒れているのをスキー場のパトロール隊員が発見した。男
性は病院に搬送されたがまもなく死亡した。滑走中に転倒したとみられる。

転倒 0

103 2011/12/25 2011/12/26 新潟 男 54 ボード
　25日午前10時35分頃，スキー場のゲレンデで，会社員の男性（54）が倒れている
のをスキー客が見つけた。男性は病院に搬送されたが，間もなく死亡が確認され
た。男性は妻と2人でスノーボードをしていた。

不明 0

104 2011/12/9 2011/12/10 北海道 女 65 スキー

　9日午前10時35分ごろ，スキー場で，パート従業員の女性（65）と中学2年の男子
生徒（14）が，スキーで滑走中に衝突した。女性は胸などを強く打ち多発性外傷
ショックで死亡した。
　男子生徒は5日から10日までの予定でスキーメーカーが主催するアルペンスキー
の合宿に参加。事故当時，男子中学生は練習中で，2人の指導者がスタート地点と
中間地点で参加者が滑走する姿を見ていたという。現場付近のコースの幅は約30
メートルで，一般のスキーヤーが滑る中で練習を行っていた。

対人衝突 0

105 2011/4/29 2011/5/1 長野 男 69 スキー
　29日に大規模な雪崩が発生し，登山に参加していた無職男性(63)死亡が確認さ
れた。30日には，自営業の男性（69）の遺体も発見された。この男性は，山スキーの
ために，現地を訪れていた。

雪崩 1

106 2011/4/17 2011/4/18 新潟 男 67 スキー
　17日午前11時20分頃，5人で山スキーをしていたところ，団体職員の男性（67）が
滑落したと，仲間から通報があった。防災ヘリで病院に搬送されたが，男性は頭を強
く打って死亡した。

転落 1
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107 2011/3/11 2011/3/14 長野 男 31 スキー

　山スキーに行った男性3人が帰らず，県警などが12日に捜索したところ，雪崩跡の
雪の中から山岳ガイドの男性（31）の遺体を見つけた。残る2人の山岳ガイドの男性
(42)(39)も，13日に遺体が発見された。山周辺はあちこちで雪庇（せっぴ）が落ちた
真新しい跡があり11日の東日本大震災の揺れで起きた雪崩に巻き込まれた可能性
もある。

雪崩 1

108 2011/3/11 2011/3/14 長野 男 42 スキー

　山スキーに行った男性3人が帰らず，県警などが12日に捜索したところ，雪崩跡の
雪の中から山岳ガイドの男性（31）の遺体を見つけた。残る2人の山岳ガイドの男性
(42)(39)も，13日に遺体が発見された。山周辺はあちこちで雪庇（せっぴ）が落ちた
真新しい跡があり11日の東日本大震災の揺れで起きた雪崩に巻き込まれた可能性
もある。

雪崩 1

109 2011/3/11 2011/3/14 長野 男 39 スキー

　山スキーに行った男性3人が帰らず，県警などが12日に捜索したところ，雪崩跡の
雪の中から山岳ガイドの男性（31）の遺体を見つけた。残る2人の山岳ガイドの男性
(42)(39)も，13日に遺体が発見された。山周辺はあちこちで雪庇（せっぴ）が落ちた
真新しい跡があり11日の東日本大震災の揺れで起きた雪崩に巻き込まれた可能性
もある。

雪崩 1

110 2011/2/26 2011/2/27 栃木 男 52 ボード

　26日午後0時半頃，スキー場でスノーボード中の会社員男性（52）がコース左脇の
立ち木に衝突した。男性は県消防防災ヘリで病院に搬送されたが約2時間後に死亡
が確認された。男性はスキー仲間7人で訪れ，上級者コースを滑走していた。

対物衝突 0

111 2011/2/12 2011/2/13 岐阜 女 10 スキー

　12日正午頃，スキー場で小学校5年の女子児童（10）が滑走中，リフトの支柱近く
にあった降雪機に衝突し，頭を強く打って間もなく死亡した。
　女児は初めてのスキーで，同日午前11時前から両親と弟（8）の4人で滑っていた。
佐藤さんは尻餅をつき，そのまま斜面を滑って衝突したという。
　現場は初級者コースで，降雪機には安全のためウレタン製マットが巻いてあった。

対物衝突 0

112 2011/2/9 2011/2/11 群馬 男 60 ボード
　9日午後2時20分頃，山の中で，雪面にスノーボードを装着した男性の遺体が横た
わっているのを，スキーガイドが発見した。遺体は無職の男性（60）と判明した。死因
は左胸骨骨折などによる外傷性ショック死。滑走中に何かにぶつかったとみられる。

対物衝突 0
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113 2011/2/9 2011/2/10 岩手 男 22 スノーモービル

　9日午前9時45分頃，スノーモービルが直径約25センチの木に衝突，乗っていた男
子大学生（22）が外傷性ショックで間もなく死亡した。後部座席で運転方法を教えて
いた男性インストラクターも病院で手当てを受けている。
　大学によると，男子学生は７日から大学の課外授業の一環で牧場を訪れ，スキー
などのウインタースポーツを体験していた。

対物衝突 1

114 2011/1/22 2011/1/24 宮城 男 23 ボード

　22日午後7時頃，スキー場で，スノーボード中の大学院所属の男性（23）がコース
脇の立木に激突した。男性は首を強く打ち，まもなく死亡した。
　男性は友人と，ナイターで中級者向けのコースを滑走。コース脇にある1メートル超
の防護ネットを突き破ってコース外に出て，木に激突した。

対物衝突 0

115 2011/1/13 2011/1/14 北海道 男 不明 スキー

　陸上自衛隊員の男性がスキー訓練後に死亡した。男性は8日午前，演習場で約
100人の隊員と6キロのクロスカントリースキー訓練に参加。駐屯地に帰った同10時
半ごろ，胸の痛みを訴え病院に運ばれたが，12日夜，急性心筋梗塞（こうそく）で死
亡した。

不明 na

116 2011/1/11 2011/1/12 長野 男 28 ボード
　11日午後2時頃，スキー場でスノーボードをしていた韓国籍の男性(28)が，別のス
ノーボード客と衝突した。男性は県防災ヘリコプターで病院に運ばれたが，頭などを
強く打っており約2時間後に死亡した。

対人衝突 0

117 2011/1/7 2011/1/8 長野 男 40 ボード

　7日午前9時20分頃，スキー場でスノーボードをしていた会社員男性（40）が上半身
から雪に突っ込んで逆さになっているのを，スノーボード客が見つけた。男性は，病
院で死亡が確認された。死因は窒息死とみられる。コースには圧雪していない新雪
を滑る部分があり，男性はそこで転倒して雪に埋まったとみられる。

埋雪 0

118 2011/1/1 2011/1/3 北海道 男 43 スキー

　1日午後3時10分頃，山スキーで入山した飲食店経営の男性（43）の行方が分から
なくなったと，一緒に入山していた友人女性から電話で届け出があった。2日午前10
時頃，山中で雪に埋まっている男性が見つかり，間もなく死亡が確認された。
　2人は1日午前11時頃，一緒に山頂を目指したが，天候不良のため途中から滑り
降りているうちにはぐれたという。

遭難 1

119 2010/12/31 2011/1/1 鳥取 男 56 パトロール

　31日午後1時ごろ，スキー場で雪崩が発生，スキー場の男性パトロール員ら4人が
巻き込まれて生き埋めになった。4人は救助されたが，いずれも搬送先の病院で死
亡が確認された。
　周辺はこの日大雪で，古い積雪の上に積もった新雪が崩れ落ちる「表層雪崩」が
起きた可能性が高いとみられる。

雪崩 na

120 2010/12/31 2011/1/1 鳥取 男 49 パトロール

　31日午後1時ごろ，スキー場で雪崩が発生，スキー場の男性パトロール員ら4人が
巻き込まれて生き埋めになった。4人は救助されたが，いずれも搬送先の病院で死
亡が確認された。
　周辺はこの日大雪で，古い積雪の上に積もった新雪が崩れ落ちる「表層雪崩」が
起きた可能性が高いとみられる。

雪崩 na

121 2010/12/31 2011/1/1 鳥取 男 39 パトロール

　31日午後1時ごろ，スキー場で雪崩が発生，スキー場の男性パトロール員ら4人が
巻き込まれて生き埋めになった。4人は救助されたが，いずれも搬送先の病院で死
亡が確認された。
　周辺はこの日大雪で，古い積雪の上に積もった新雪が崩れ落ちる「表層雪崩」が
起きた可能性が高いとみられる。

雪崩 na
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122 2010/12/31 2011/1/1 鳥取 男 39 パトロール

　31日午後1時ごろ，スキー場で雪崩が発生，スキー場の男性パトロール員ら4人が
巻き込まれて生き埋めになった。4人は救助されたが，いずれも搬送先の病院で死
亡が確認された。
　周辺はこの日大雪で，古い積雪の上に積もった新雪が崩れ落ちる「表層雪崩」が
起きた可能性が高いとみられる。

雪崩 na

123 2010/12/4 2010/12/5 北海道 男 53 整備作業
　4日午後3時45分ごろ，スキー場で作業員男性（53）が営業終了後に運行中のリフ
トから約4メートル下の斜面に転落した。男性は病院に運ばれたが，まもなく胸部大
動脈破裂による失血性ショックで死亡した。

転落 0

124 2010/11/30 2010/12/3 富山 男 33 スキー

　11月30日午前8時55分頃，縦列で国見岳の斜面を歩いていたところ雪崩が発生
し，6人が巻き込まれた。うち一人の会社員男性は30日に，もう一人の会社員男性
は2日に死亡した。

雪崩 1

125 2010/11/30 2010/12/3 富山 男 32 スキー

　11月30日午前8時55分頃，縦列で国見岳の斜面を歩いていたところ雪崩が発生
し，6人が巻き込まれた。うち一人の会社員男性は30日に，もう一人の会社員男性
は2日に死亡した。

雪崩 1

126 2010/5/4 2010/5/5 群馬 男 41 スキー

　4日午後0時35分頃，山スキーに来ていた会社員男性（41）が約200メートル下の
沢に滑落し，頭を強く打つなどして間もなく死亡した。男性は知人と2人で，朝から谷
川岳に登り，昼過ぎから滑り始め，山頂の南東約1キロ付近の尾根から誤って落ち
たとみられる。

転落 1

127 2010/5/1 2010/5/2 富山 男 60代 スキー

　一日午前11時50分ごろ，雪崩があり，山スキーのため入山していたパーティーの
男性二人が巻き込まれた。県警のヘリコプターが救出，病院に運んだが，一人が死
亡した。死亡したのは60代男性とみて確認を進めている。
　雪解けで雪庇（せっぴ）が崩れる「ブロック雪崩」とみられる。

雪崩 1

128 2010/4/29 2010/4/30 長野 女 39 スキー

　29日午前9時55分頃，スキー場でスキー大会に出場していた介護士の女性（39）
が，大回転競技中にコース外の立ち木に衝突し，病院に運ばれたが，午後0時30分
に死亡した。
　現場は全長約810メートルの中級コース。女性はターンの際に左足の板が外れて
コース左側に飛び出し，背中から立ち木に衝突した。

対物衝突 0

129 2010/4/4 2010/4/5 長野 男 67 スキー
　4日午後2時50分頃，スキー場で，スキーヤー同士が衝突した。男性（67）一人が
死亡し，もう一人の男性（46）も顔の骨を折る重傷。現場は初心者向けのなだらかな
斜面。

対人衝突 0

130 2010/3/22 2010/3/23 長野 男 72 スキー
　22日午前11時20分頃，スキー場のコース外で，男性（72）が倒れて亡くなっている
のを，捜索していたパトロール隊が発見した。立ち木に衝突したものとみられる。男
性は，たびたび1人で同スキー場を訪れていたという。

対物衝突 0

131 2010/3/20 2010/3/21 長野 男 45 ボード

　20日午後2時55分頃，山林でスノーボードをしていた自営業の男性（45）が転倒
し，約15メートル滑落した。男性は県防災ヘリで病院に搬送されたが，約2時間半後
に外傷性くも膜下出血で死亡した。
　男性は同日午前に仲間8人とともに入山した。

転落 1
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132 2010/3/20 2010/3/21 長野 男 62 スノーモービル

　20日午前9時15分頃，ダム湖付近の水路で，会社役員の男性（62）が倒れている
のを，スノーモービルをしていた男性が発見した。男性は，防災ヘリコプターで病院
に運ばれたが，死亡が確認された。
　水路にスノーモービルがあったことから，男性が，運転を誤って転落した可能性が
ある。

転落 1

133 2010/3/14 2010/3/15 長野 男 54 スキー
　14日午前8時10分頃，スキー場で，音楽家の男性（54）がリフトの鉄製支柱に衝
突。頭を強く打って病院で死亡が確認された。
　男性はスキー大会に出場。幅約50メートル，斜度7〜8度の緩斜面を滑っていた。

対物衝突 0

134 2010/3/12 2010/3/14 山形 男 76 スキー

　12日午後，無職の男性（76）が，仲間とスキーをしていたところ，雪崩に巻き込まれ
て，行方不明になった。捜索隊は13日午前11時50分頃，雪崩の 下部の雪の中
（深さ約1・5メートル）から心肺停止状態の男性を発見した。搬送された上山市内の
病院で，死亡が確認された。死因は窒息死。
　ＯＢ会に所属する60歳代男性は「雪山には慣れていたはずだが，（雪崩が起きる）
暖かい気候を考慮しなかったのだろうか。慎重に慎重を重ねないと，雪山は恐ろしい
と再認識した」と話している。

雪崩 1

135 2010/3/3 2010/3/4 福島 男 38 スキー

　3日午前9時15分頃，スキー場で石材業の男性（38）がスキー中に，コース外の立
ち木に衝突，頭を強く打って2時間後に死亡した。
　男性は冬場，スキーのインストラクターを務めている。この日はスキーの技能テスト
の試験官を務める予定で，ほかのインストラクターと一緒にコースの下見をしてい
た。

対物衝突 0

136 2010/2/28 2010/3/1 秋田 男 41 スキー

　28日午前10時頃，スキー場で会社員男性（41）がスキーで滑走中，コース外の立
ち木に衝突した。男性は病院に搬送されたが，頭などを強く打ち，間もなく死亡した。
　コース脇には仕切りネット（高さ約1メートル）があり，男性はこのネットに衝突後，
弾みでさらに外に飛び出した可能性が高い。

対物衝突 0

137 2010/2/23 2010/2/24 長野 男 30 スキー

　23日午後0時55分頃，山スキーをしていた福祉施設職員の男性（30）が雪崩に巻
き込まれ，県防災ヘリで救助されたが，約3時間後に死亡が確認された。
　男性は1人で山スキーに来ており，雪崩に気づいた山荘関係者らが救出したが，
既に意識がなかったという。

雪崩 1

138 2010/2/19 2010/2/20 石川 男 62 スキー

　19日午前10時半頃，スキー場で男性（62）がスキーで滑走中，コースから外れ，が
けから20メートル余り下に転落し，約3時間後，骨盤骨折による出血性ショックで死
亡した。
　男性は1人でスキーに来ていた。指江さんが転落した場所は，中級コースの緩斜
面で，転落防止のネットはなかった。

転落 0

139 2010/2/14 2010/2/15 北海道 男 67 スキー
　14日午前10時頃，スキー場で，スキーをしていた無職男性（67）と，会社員男性
（53）がぶつかった。2人は病院に運ばれたが，無職男性が頭を強く打って死亡した。

対人衝突 0

140 2010/2/13 2010/2/14 岐阜 男 25 スキー

　13日午後1時35分頃，スキー場でスキーをしていた会社員男性（25）が倒れ，ドク
ターヘリで病院に搬送されたが，死亡が確認された。男性は会社の同僚5人と同日
未明に到着。仮眠後の午前8時頃から滑り始めた。昼食後の午後1時に初心者用
コースを滑っていたところ，突然倒れたという。外傷はない。

不明 0
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141 2010/1/17 2010/1/18 長野 男 58 スキー

　17日午後2時30分頃，スキー場にてゲレンデ間の連絡コースをスキーで移動して
いた自治体職員の男性（58）が斜面に転落し，約5メートル下の立ち木に衝突した。
同僚が救助し，近くの診療所に運んだが，男性は全身を強く打つなどしており，間も
なく死亡した。男性はこの日午前9時頃から，同僚ら3人と日帰りの予定で同スキー
場を訪れていた。

対物衝突 0

142 2010/1/16 2010/1/17 北海道 男 66 スキー

　16日午後3時40分頃，山スキーのツアー客が雪崩に巻き込まれたと，メンバーの1
人から消防に通報があった。
　無職の男性（66）がヘリコプターで病院に運ばれたが，間もなく死亡が確認された。
　女性ガイド1人とツアー客8人（男性6人，女性2人）で，スキー場外の斜面をスキー
で滑走していた際に，雪崩が起きたという。

雪崩 1

143 2010/1/15 2010/1/17 福島 男 20 ボード

　15日午後8時20分頃，スキー場で，スノーボードをしていた男子大学生（20）が滑
走中，後ろ向きに倒れて頭を強打し，意識不明となった。市内の病院に搬送された
が，約15時間後に脳損傷で死亡した。男子学生は友人とスノーボードをしていた。ヘ
ルメットは着けていなかったという。

転倒 0

144 2009/12/26 2009/12/27 北海道 女 46 スノーモービル

　26日午前10時半ごろ，スキー場でスノーモービルに乗っていた会社員女性（46）
が，コースを外れて斜面を約15メートル転落した。女性は全身を強く打ち，ドクターヘ
リで病院に運ばれたが，間もなく死亡が確認された。
　女性は家族と3人でスキー場を訪れ，スノーモービルのツアーに参加していた。片
道約7キロの専用コースを時速10キロほどで走行中，ゆるやかな上りカーブを曲が
り切れなかったとみられる。

転落 0

145 2009/12/2 2009/12/3 群馬 男 72 スキー
　2日午後3時20分頃，スキー場のゲレンデで，スキーをしていた無職の男性（72）
が，スノーボードをしていた会社員と衝突。男性は間もなく病院で死亡した。男性は
スキー歴30〜40年で，初・中級コースを滑っていた。

対人衝突 0

146 2009/3/27 2009/3/28 山形 女 55 ソリ

　27日午前10時15分頃，スキー場のゲレンデで，公務員の女性（55）がコース脇の
林の立ち木近くで倒れているのをスキーヤーが発見した。県消防防災ヘリに救助さ
れたが頭を強打し，搬送先の病院で死亡確認された。死因は脳挫傷。
　女性は同日午前9時50分頃から，計4人でソリで遊んでいたが，制御できずに木に
衝突したらしい。木にはマットなどの安全対策はなされていなかった。現場は平均斜
度約26度の初〜中級者向けコースで，幅は約100メートル。ソリで滑走する人はほと
んどいないという。

対物衝突 0

147 2009/3/21 2009/3/25 新潟 男 54 スキー
　21日，山スキー中に会社員男性（54）が転倒し，意識不明となった。，24日午前，
県警ヘリで救助されたが，死亡が確認された。

転倒 1

148 2009/3/13 2009/3/14 長野 男 46 ボード
　13日午前10時30分頃，スキー場でスノーボードをしていた会社員の男性（46）と，
スキーヤーが衝突した。男性は頭などを強く打って，病院に運ばれたが，約5時間後
に死亡した。

対人衝突 0

149 2009/3/10 2009/3/11 北海道 男 68 スキー

　10日午前10時40分頃，スキー場の斜面で，スキーをしていた無職の男性（68）が
立ち木にぶつかり，首の骨を折った。男性は病院に運ばれたが，死亡した。
　男性は妻や友人と一緒に，滑走可能なエリア外コースを滑っていたところ，立ち木
の枝に激しくぶつかったという。

対物衝突 1

150 2009/3/10 2009/3/11 栃木 男 68 スキー
　10日午後1時25分頃，スキー場でスキーをしていた無職男性（68）が，コースから
外れて立ち木に衝突し，頭などを強く打って死亡した。現場は中級コースで，男性は
1人でスキーをしていたという。

対物衝突 0
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151 2009/3/7 2009/3/8 宮城 男 34 ボード

　7日午後1時頃，スキー場でスノーボードをしていた会社員男性（34）が立ち木に衝
突し，死亡した。男性は上級コースを滑っていたが，急な右カーブを曲がりきれず，
コースから外れて，約100メートル下の立ち木にぶつかった。男性はスノーボード歴
15年程度だったという。

対物衝突 0

152 2009/2/26 2009/2/28 岩手 男 22 ボード

　スキー場で26日午後0時15分ごろ，スノーボードで滑走していた男子大学生（22）
が転倒。頭を強く打ち，翌27日午後0時20分，搬送先の病院で亡くなった。男子大学
生は仲間2人と26日午前9時ごろからスノーボードをしていたという。 転倒 0

153 2009/2/16 2009/2/17 群馬 男 72 スキー

　16日午後2時35分頃，スキー場で無職の男性（72）が，スキーで滑走中，立ち木に
衝突し，胸などを強く打って間もなく死亡した。男性は，中級者コース（斜度約13度）
を滑走中，コースを外れた。男性は，スキー歴約20年で，友人6人と訪れていた。視
界は良好だったという。

対物衝突 0

154 2009/2/8 2009/2/9 長野 男 9 スキー

　8日午後0時20分頃，スキー場で男子児童（9）が，スキー中にゲレンデのフェンス
に衝突した。男児は，ドクターヘリで同県安曇野市の病院に運ばれたが，9日午前6
時10分頃，死亡した。男児は家族とスキー場を訪れていた。スキーは初めてで，事
故は初級コースで起きた。

対物衝突 0

155 2009/2/1 2009/2/24 長野 男 25 スキー
　今月1日，スキー場で，会社員の男性（25）が，立ち木に衝突し，意識不明の重体
になった。その男性が，23日に死亡した。男性は中級ゲレンデでスキー中にコース
をはずれ，ネットを突破してコース外の立ち木に衝突した。

対物衝突 0

156 2009/2/1 2009/2/3 北海道 男 38 ボード
　1月31日，会社員の男性（38）がスノーボード中に遭難した。2月1日に男性は発見
されたものの，救助中に男性を乗せたソリ（ストレッチャー）が滑落し，男性は翌2日
に凍死の状態で発見された。

転落 1

157 2009/1/23 2009/1/25 長野 男 67 スキー
　スキー場で23日午前にスキーヤー同士で衝突し意識不明の重体になっていた男
性（67）が，23日午後10時55分頃，搬送先の病院で死亡した。死因は，頭や胸など
を強く打ったことによる頸椎（けいつい）骨折や脳内出血などの多発性外傷だった。

対人衝突 0

158 2009/1/11 2009/1/12 長野 男 40 スキー
　11日午後，スキー場で，運送業の男性（40）が，コース外の林にある雪穴に埋もれ
て倒れているのを，友人らが発見した。男性は病院に運ばれたが，間もなく死亡し
た。

転落 0

159 2008/12/29 2008/12/31 岩手 男 21 ボード

　29日午後3時頃，友人7人とスキー場に来てスノーボードをしていた会社員男性
（21）の行方がわからなくなった。スキー場のパトロール隊員が付近を捜索したとこ
ろ，約2時間40分後にふもと付近のコースの下を流れる川で，うつぶせに倒れている
男性を見つけた死因は水死。ヘルメットは着用していなかった。
　男性はコース上の橋の上から約3メートル下の川に転落したとみられる。現場は圧
雪の緩斜面で，橋の両側には雪面から1・5メートルの高さまで鉄製の柵があった。

転落 0

160 2008/5/6 2008/5/7 長野 男 50 スキー
　6日午前7時半ごろ，山スキーをしていた自治体職員の男性（50）が転倒し，斜面を
約200メートル滑り落ちた。約1時間15分後，県警ヘリが救助したが，搬送先の病院
で死亡が確認された。

転落 1



18

161 2008/4/28 2008/4/28 長野 男 32 スキー
　28日午前8時10分ごろ，山頂から約300メートル下の急斜面で，大学のスキー山
岳部で監督を務める男性（32）が倒れているのを県警ヘリが発見した。男性は山頂
付近から滑落したとみられる。

転落 1

162 2008/4/13 2008/4/15 富山 男 81 スキー

　13日午前2時15分ごろ，山スキーに行った無職男性（81）が家に戻ってこないと，
妻から警察署に通報があった。
　県警が同日朝から捜索したところ，午前11時半ごろ，山の斜面（標高約900メート
ル）で倒れている西部さんを発見，午後1時ごろに救助したが，すでに脳挫傷で死亡
していた。頭頂部に傷があり，警察署は斜面を約150メートル転落し，頭を強く打って
死亡したとみている。

転落 1

163 2008/4/12 2008/4/13 長野 男 36 スキー

　12日午後3時30分ごろ，山スキーをしていた自営業の男性（36）が，雪崩に巻き込
まれた。県警ヘリで救出されたが，約2時間後に死亡が確認された。
　男性は同日午後から妻と友人の3人で山スキーに来ており，遭難に気付いた妻ら
が，携帯電話で県警に通報した。

雪崩 1

164 2008/3/16 2008/3/17 長野 男 45 スキー

　16日午前10時10分ごろ，スキー場でスキーをしていた男性（45）と，スノーボード
の男性会社員（23）が衝突した。スキーの男性は病院に運ばれたが，胸を強く打って
おり約3時間後に死亡した。現場は中級者向けコースで緩斜面だったが，その上部
に急斜面のコースがあるため，スピードが出ることがあるという。

対人衝突 0

165 2008/3/11 2008/3/12 石川 男 34 スノースクート

　11日午前10時5分ごろ，スキー場でスノースクートをしていた自営業男性（34）が，
転落防止ネットの近くで倒れているのをスキー客がみつけた。男性は全身を強く打っ
ており，搬送先の病院で死亡が確認された。
　転落防止ネットはコースの外に出るのを防ぐネットで，5メートル間隔で設置された
鉄製支柱（太さ15センチ四方，高さ約5メートル）に張られている。男性は，方向を転
換出来ずに支柱に衝突したとみられる。

対物衝突 0

166 2008/3/8 2008/3/9 岩手 男 39 スキー

　8日，男性2人が雪崩に巻き込まれ，死亡した。
　2人は県職員で，山スキーをするために山を登っている途中で雪崩に巻き込まれ
た。二人とも10年前後の登山歴があり，よく一緒に山スキーに出かけていたという。
8日は日帰りの予定であった。

雪崩 1

167 2008/3/8 2008/3/9 岩手 男 50 スキー

　8日，男性2人が雪崩に巻き込まれ，死亡した。
　2人は県職員で，山スキーをするために山を登っている途中で雪崩に巻き込まれ
た。二人とも10年前後の登山歴があり，よく一緒に山スキーに出かけていたという。
8日は日帰りの予定であった。

雪崩 1

168 2008/3/5 2008/3/6 群馬 女 27 ボード

　5日午前10時ごろ，スキー場で看護師の女性（27）がゲレンデのジャンプ台（高さ約
1・3メートル）で着地に失敗して頭と背中を強く打ち，間もなく死亡した。
　女性は同日，同僚の女性と同スキー場を訪れ，スノーボード専用の中級コースを
滑っていた。事故当時は，複数の目撃者がいて，「スピードが出ていた」と話してお
り，女性はジャンプ後，空中でバランスを崩したとみられる。女性は，スノーボードの
経験が6，7年あり，この日はニット帽はかぶっていたが，ヘルメットはしていなかっ
た。

転倒 0
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169 2008/2/3 2008/2/6 長野 女 20 スキー

　大学のスキー実習中に，学生らが雪崩に巻き込まれ，2人の女子学生が死亡し
た。2人は同大のスキー実習中に通行禁止のコースで雪崩に巻き込まれた。
　雪崩が起きた3日午後4時ごろは，初級者向けの「林間コース」は通行禁止だった。
引率の非常勤講師2人と学生7人は，上部の傾斜の緩いゲレンデを少し下った後，
閉鎖を知らせるロープをくぐって林間コースへ入った。
　傾斜のきつい中級者向けゲレンデを横切って再び立ち入り禁止のネットを越え，林
間コースに戻ったところで，雪崩に遭ったとみられる。

雪崩 1

170 2008/2/3 2008/2/4 長野 女 20 スキー

　大学のスキー実習中に，学生らが雪崩に巻き込まれ，2人の女子学生が死亡し
た。2人は同大のスキー実習中に通行禁止のコースで雪崩に巻き込まれた。
　雪崩が起きた3日午後4時ごろは，初級者向けの「林間コース」は通行禁止だった。
引率の非常勤講師2人と学生7人は，上部の傾斜の緩いゲレンデを少し下った後，
閉鎖を知らせるロープをくぐって林間コースへ入った。
　傾斜のきつい中級者向けゲレンデを横切って再び立ち入り禁止のネットを越え，林
間コースに戻ったところで，雪崩に遭ったとみられる。

雪崩 1

171 2008/1/30 2008/2/1 徳島 女 23 ボード

　スキー場で30日午後4時ごろ，スノーボードをしていた会社員女性（23）が転倒し，
意識不明の重体になった。県の防災ヘリで病院に運ばれたが，頭を強打しており，
約5時間後に死亡した。転倒の衝撃で脳が損傷を受けたのが原因とみられる。外傷
はほとんどなく，衝突の可能性は低い。

転倒 0

172 2008/1/28 2008/1/29 広島 男 22 ボード
　28日午後1時ごろ，スキー場で介護福祉士の男性（22）がスノーボードで滑走中に
倒れ，病院に運ばれたが脳挫傷で約3時間後に死亡した。

転倒 0

173 2008/1/20 2008/1/26 長野 男 54 スキー
　20日に，スキー場でスキーをしていた自営業男性（54）が，スノーボーダーと衝突
し，意識不明の重体となった。24日深夜，男性は，病院で死亡した。死因は多発脳
挫傷。

対人衝突 0

174 2008/1/11 2008/1/12 長野 男 52 スキー

　11日午前11時50分ごろ，スキー場のゲレンデで，スキーをしていたスキー用品店
経営の男性（52）が転倒し，約70メートル転げ落ちた。男性は頭を強打しており，くも
膜下出血でまもなく死亡した。男性は中級者向けのコースを滑っていて，バランスを
崩したとみられる。
　男性は，国体出場経験がある上級者で，当日は仲間4人とともにスキー場を訪れ
ていた。

転落 0

175 2007/12/31 2008/1/1 長野 男 33 ボード
　31日午前11時10分ごろ，スキー場でスノーボードをしていた公務員男性（33）が転
倒して雪に埋まり死亡した。死因は窒息死。

埋雪 0

176 2007/12/26 2008/1/3 長野 男 27 ボード
　12月26日に，スノーボードに来ていた男性（27）が意識を失って倒れているのが見
つかり，病院に運ばれた。2日，急性硬膜下血腫で死亡した。

不明 0

177 2007/12/10 2007/12/11 北海道 男 26 ボード

　10日午前11時50分ごろ，スキー場でスノーボードをしていた会社員男性（26）が，
深雪に上半身が埋まった状態で倒れているのを，スキー客が見つけた。男性は収容
先の病院で窒息死と確認された。
　男性は，9日から会社の同僚と計7人で，スキー場に来ていたが，事故当時は1人
だったらしい。

埋雪 0

178 2007/4/29 2007/4/30 岐阜 男 46 スキー
　29日午後2時35分ごろ，造園業の男性（46）の遺体が見つかった。男性は転倒した
と見られ，首の骨が折れていた。23日に山スキーをしに1人で出かけ，家族から27
日に警察署に届け出があり，捜索が続いていた。

転倒 1
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179 2007/4/18 2007/4/19 富山 男 34 スキー

　18日午後，山でスキーなどをしていた男性3人が雪崩に巻き込まれ，ホテル従業
員の男性（34）が死亡した。死因は窒息。
　富山県警の調べでは，雪崩は幅100～150メートル，長さ300～400メートルにわ
たって発生したとみられている。

雪崩 1

180 2007/4/6 2007/4/7 長野 男 59 スキー

　6日午前11時55分ごろスキー場の頂上付近で，スキーに来ていたペンション経営
の男性（59）が滑走中に転倒，そのまま意識がなくなり死亡した。男性に外傷は見当
たらなかった。男性は，ペンションの客3人と同日朝からスキーをしていた。

転倒 0

181 2007/4/1 2007/4/2 北海道 男 27 スノーモービル

　1日午後1時50分ごろ，山（1727メートル）の頂上付近をスノーモービルで走行して
いたの会社員男性（27）が，転倒した際にスノーモービルの下敷きになったと，仲間
から通報があった。男性はヘリで病院に搬送されたが，全身を強く打っており，間も
なく死亡した。
　男性は3カ月前にスノーモービルを始めた。この日は仲間11人と午前9時ごろか
ら，スノーモービルで山に入った。男性は急斜面を走行中，スノーモービルの先端部
が石のようなものにひっかかったために転倒したとみられる。

対物衝突 1

182 2007/4/1 2007/4/2 青森 女 23 スノーモービル

　1日午後5時ごろ，山中でスノーモービルを運転していた会社員女性（２３）が立ち木
に衝突して頭を強く打ち，病院に運ばれたが，まもなく死亡した。女性は同日午前11
時ごろから，友人11人と一緒にスノーモービル乗りを楽しんでいた。

転倒 1

183 2007/3/22 2007/3/23 岐阜 男 28 スキー

山スキーに行き行方不明となっていた会社員男性（28）が22日午前，標高約1400
メートル付近で倒れているところを，県警のヘリコプターに発見された。収容された
が，全身を強く打ち，すでに死亡していた。高さ60～70メートルの地点から谷に転落
したとみられる。男性は，21日早朝，1人で家を出発した。

転落 1

184 2007/3/18 2007/3/19 北海道 男 20 スノーモービル

　18日，スノーモービルに乗った22人が雪崩に巻き込まれ，1人が死亡，3人が行方
不明になった。捜索隊は19日午前，現場付近で行方不明者3人の遺体を発見した。
　スノーボードのＤＶＤ撮影などのために，18日の朝から22人が17台のスノーモービ
ルに分乗して入山していたところ，午後3時前に幅100メートル，長さ400メートルに
わたって雪崩が発生した。

雪崩 1

185 2007/3/17 2007/3/18 北海道 男 34 スノーモービル

　18日，スノーモービルに乗った22人が雪崩に巻き込まれ，1人が死亡，3人が行方
不明になった。捜索隊は19日午前，現場付近で行方不明者3人の遺体を発見した。
　スノーボードのＤＶＤ撮影などのために，18日の朝から22人が17台のスノーモービ
ルに分乗して入山していたところ，午後3時前に幅100メートル，長さ400メートルに
わたって雪崩が発生した。

雪崩 1

186 2007/3/16 2007/3/17 北海道 男 59 スノーモービル

　18日，スノーモービルに乗った22人が雪崩に巻き込まれ，1人が死亡，3人が行方
不明になった。捜索隊は19日午前，現場付近で行方不明者3人の遺体を発見した。
　スノーボードのＤＶＤ撮影などのために，18日の朝から22人が17台のスノーモービ
ルに分乗して入山していたところ，午後3時前に幅100メートル，長さ400メートルに
わたって雪崩が発生した。

雪崩 1
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187 2007/3/15 2007/3/16 北海道 男 44 スノーモービル

　18日，スノーモービルに乗った22人が雪崩に巻き込まれ，1人が死亡，3人が行方
不明になった。捜索隊は19日午前，現場付近で行方不明者3人の遺体を発見した。
　スノーボードのＤＶＤ撮影などのために，18日の朝から22人が17台のスノーモービ
ルに分乗して入山していたところ，午後3時前に幅100メートル，長さ400メートルに
わたって雪崩が発生した。

雪崩 1

188 2007/3/13 2007/3/14 長野 男 18 スキー

　13日午後3時20分ごろ，スキーをしていた高校3年男子生徒（18）が，コース外の
立ち木近くに倒れているのをスキー客が見つけた。男子生徒は病院に運ばれたが，
約3時間半後に死亡した。立ち木に衝突したとみられる。
　事故のあったコースは上級者向けで，角度30度以上の急斜面。男子生徒野球部
員約30人と卒業旅行でスキー場を訪れていた。

対物衝突 0

189 2007/3/8 2007/3/9 栃木 男 44 ボード

　8日午前10時ごろ，スキー場でスノーボードをしていた派遣社員の男性（44）がコー
ス右側のブナの木（直径約40センチ）に衝突し，胸を強く打って約1時間50分後に搬
送先の病院で死亡した。
　男性は，ブナ林となっている中級コースを滑っていたが，コースの枝分かれ地点で
右側のコース（幅約20メートル）に入った直後にブナに衝突した。白滝さんは，知り合
い数人とスノーボードをしに来ていたという。

対物衝突 0

190 2007/2/18 2007/2/20 新潟 女 26 ボード
　スキー場で18日夕，無職の女性（26）が，スノーボード中に転倒して意識不明の重
体となった。女性は19日，急性硬膜下血腫のため病院で死亡した。

転倒 0

191 2007/2/14 2007/2/15 青森 男 44 スキー

　14日午前11時ごろ，山の斜面で雪崩が発生，スキー客やガイドが巻き込まれ，男
性2人が死亡，女性1人が重体のほか，男女7人が重軽傷を負った。この日は，雪崩
注意報が発令されていた。
　死亡したのは男性二人（39）（44）。
　スキー客らは現場近くの温泉が企画したスキーツアーの参加者で，2つのグループ
に分かれ，標高800～900メートルの地点で1つのグループが雪崩に巻き込まれたと
みられる。
　地元ガイドによると，周辺は雪崩が起きやすい斜面があり，ガイドによってはこの
日，ツアーを中断し，午前中に帰ってきた人もいた。

雪崩 1

192 2007/2/14 2007/2/15 青森 男 39 スキー

　14日午前11時ごろ，山の斜面で雪崩が発生，スキー客やガイドが巻き込まれ，男
性2人が死亡，女性1人が重体のほか，男女7人が重軽傷を負った。この日は，雪崩
注意報が発令されていた。
　死亡したのは男性二人（39）（44）。
　スキー客らは現場近くの温泉が企画したスキーツアーの参加者で，2つのグループ
に分かれ，標高800～900メートルの地点で1つのグループが雪崩に巻き込まれたと
みられる。
　地元ガイドによると，周辺は雪崩が起きやすい斜面があり，ガイドによってはこの
日，ツアーを中断し，午前中に帰ってきた人もいた。

雪崩 1

193 2007/2/13 2007/2/15 岩手 男 28 ボード
　13日午後6時30分ごろ，スキー場でスノーボードをしていた病院職員の男性（28）
が，コース中に設けられたジャンプ台から飛んだ際，バランスを崩して転倒した。男
性は頭を強く打ち，間もなく死亡した。

転倒 0

194 2007/2/11 2007/2/20 群馬 男 11 スキー
　スキー場で11日，小学5年男児(11)が，スキーをしていてコース外の木に衝突し，
意識不明の重体となった。男児は19日午後八時ごろ，搬送先の病院で脳挫傷など
のため死亡した。

対物衝突 0
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195 2007/1/19 2007/1/20 新潟 男 53 スキー

　19日午前10時50分ごろ，スキー場でゲレンデを滑っていた会社員男性（53）がゲ
レンデから6～7メートル左に外れた立ち木に衝突。頭の骨を折り，脳挫傷で間もなく
死亡した。
　現場は標高約1500メートルにある斜度18度の上級者コースでゲレンデ幅は約30
メートル。

対物衝突 0

196 2007/1/13 2007/1/14 北海道 女 30 ボード

　11日にスキー場に出かけた病院職員の女性（30）が行方不明となった。女性は，
13日午後0時50分ごろ，スキー場の林の中で見つかり病院に運ばれたものの，約2
時間後に死亡が確認された。死因は凍死。
　女性は，コースの間にある林の中で沢の下に倒れていた。林の中は滑走禁止エリ
アになっているが，新雪の滑りを楽しもうと，スノーボーダーたちが入ることがあると
いう。

不明 1

197 2007/1/10 2007/1/11 鳥取 男 14 スキー

　10日午後2時ごろ，「ゲレンデで中学生の男の子が倒れている」とスキー場から消
防局に通報があった。倒れていたのは中学校2年の男子生徒（14）で，ゲレンデにう
つぶせに倒れており，米子市内の病院に運ばれたが，約1時間10分後，外傷性くも
膜下出血で死亡した。
　男子生徒は，3日間の日程でこの日に開幕した大会のスキー競技のアルペン部門
に出場するため，練習していた。現場は「チャンピオンコース」と呼ばれるゲレンデの
途中で，ヘルメットは壊れていた。ゲレンデ脇にある立ち木にぶつかって，頭を打っ
たとみている。

対物衝突 0

198 2007/1/8 2007/1/17 群馬 男 42 ボード
　8日，会社員男性（42）が，スキー場においてスノーボードで滑走中に立ち木に衝
突し，意識不明の重体となった。男性は16日，入院先の病院で，脳挫傷のため死亡
した。

対物衝突 0

199 2007/1/6 2007/1/7 北海道 男 34 ボード

　6日午後4時20分ごろ，スキーコースで，スノーボードを着けた状態で立ち木のそば
で倒れている会社員男性(34)を，別の男性が見つけた。倒れていた男性は約2時間
半後，死亡が確認された。死因は窒息死。男性は一人で滑走中，スキーコースをは
ずれ，立ち入り禁止区域で転倒，雪に埋まってしまったらしい。

埋雪 0

200 2006/12/23 2006/12/24 長野 男 51 スキー

　23日午前11時ころ，スキーをしていた男性（51）が別のスキー客と接触して転倒，
コースを逸脱して約4メートル下に転落した。男性は病院に運ばれたが，全身を強く
打っており，まもなく死亡した。また，接触したスキー客にけがはなかった。
　コースには逸脱防止用フェンスが設置されていたが，男性はフェンスを越え，転落
したという。

対人衝突 0

201 2006/5/7 2006/5/7 青森 男 39 スキー

　6日午前11時20分ごろ，山スキーに来ていた会社員男性（39）が滑走中にバラン
スを崩して倒木に衝突，頭を強く打って意識不明となった。一緒に滑っていた仲間が
通報し，男性はヘリコプターで病院に運ばれたが，間もなく死亡した。　衝突現場の
見通しは良かったという。

対物衝突 1

202 2006/5/1 2006/5/2 長野 女 53 スキー

　1日午前11時半ごろ，登山中の男女5人が雪崩に巻き込まれた。4人が日帰りの予
定で山スキーに来ていて，残る一人は単独で登山中だった。死亡したのは，山ス
キーのグループの主婦（53）と会社員の女性（46），さらには単独登山の男性(30
代)。

雪崩 1

203 2006/5/1 2006/5/2 長野 女 46 スキー

　1日午前11時半ごろ，登山中の男女5人が雪崩に巻き込まれた。4人が日帰りの予
定で山スキーに来ていて，残る一人は単独で登山中だった。死亡したのは，山ス
キーのグループの主婦（53）と会社員の女性（46），さらには単独登山の男性(30
代)。

雪崩 1
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204 2006/4/22 2006/4/23 新潟 男 45 スキー
　22日午前10時50分ごろ，狩猟に来た男性が，雪の重みで垂れ下がったつり橋の
ワイヤに男性が引っ掛かっているのを発見した。死亡したのは団体職員の男性（45）
で，スキーを背負った状態だった。死因は凍死。

不明 1

205 2006/4/8 2006/4/10 長野 男 68 スキー
　8日男性5人が高原から温泉へ山スキーで向かったまま行方不明になり，9日に発
見されたものの，うち3人が死亡した。雪崩にあい遭難したという。

雪崩 1

206 2006/4/8 2006/4/10 長野 男 66 スキー
　8日男性5人が高原から温泉へ山スキーで向かったまま行方不明になり，9日に発
見されたものの，うち3人が死亡した。雪崩にあい遭難したという。

雪崩 1

207 2006/4/8 2006/4/10 長野 男 57 スキー
　8日男性5人が高原から温泉へ山スキーで向かったまま行方不明になり，9日に発
見されたものの，うち3人が死亡した。雪崩にあい遭難したという。

雪崩 1

208 2006/4/8 2006/4/10 長野 男 41 スキー

　9日午後に，スキー場上部の尾根からスキーで下っていた12人パーティーのうち，
6人が雪崩に巻き込まれた。県の防災ヘリが6人を搬送したが，派遣社員の男性
（34）が窒息死し，会社役員の男性（41）が頭を打って死亡した。

雪崩 1

209 2006/4/8 2006/4/10 長野 男 34 スキー

　9日午後に，スキー場上部の尾根からスキーで下っていた12人パーティーのうち，
6人が雪崩に巻き込まれた。県の防災ヘリが6人を搬送したが，派遣社員の男性
（34）が窒息死し，会社役員の男性（41）が頭を打って死亡した。

雪崩 1

210 2006/4/8 2006/4/10 長野 男 37 スキー
　9日午後に，下山中の４人のパーティーのうち会社員男性（37）が雪崩に巻き込ま
れて死亡した。他の３人は無事だった。

雪崩 1

211 2006/4/7 2006/4/8 長野 男 47 スキー

　7日午後0時55分ごろ，山頂近くで人が倒れているのを登山者が見つけ，通報し
た。県警が，雪の中で折り重なるように倒れている男性3人を発見してヘリに収容し
たが，3人ともすでに死亡していた。凍死とみられる。
　3人は山スキーのため入山した後，行方がわからなくなっていた。3人は2～10年の
冬山登山の経験がある。発見現場では，名前入りのベルトなどが見つかったが，食
料はほとんど残っていなかった。

遭難 1

212 2006/4/7 2006/4/8 長野 男 56 スキー

　7日午後0時55分ごろ，山頂近くで人が倒れているのを登山者が見つけ，通報し
た。県警が，雪の中で折り重なるように倒れている男性3人を発見してヘリに収容し
たが，3人ともすでに死亡していた。凍死とみられる。
　3人は山スキーのため入山した後，行方がわからなくなっていた。3人は2～10年の
冬山登山の経験がある。発見現場では，名前入りのベルトなどが見つかったが，食
料はほとんど残っていなかった。

遭難 1

213 2006/4/7 2006/4/8 長野 男 32 スキー

　7日午後0時55分ごろ，山頂近くで人が倒れているのを登山者が見つけ，通報し
た。県警が，雪の中で折り重なるように倒れている男性3人を発見してヘリに収容し
たが，3人ともすでに死亡していた。凍死とみられる。
　3人は山スキーのため入山した後，行方がわからなくなっていた。3人は2～10年の
冬山登山の経験がある。発見現場では，名前入りのベルトなどが見つかったが，食
料はほとんど残っていなかった。

遭難 1

214 2006/3/23 2006/3/24 秋田 男 35 ボード

　23日午前8時ごろ，保健所職員の男性（35）が，今季休業中のスキー場の斜面で
死亡しているのを，捜索隊が発見した。ゴンドラ山頂駅から約60メートル離れたコー
ス外の斜面で，スノーボードがブーツから外れ，右足を骨折していた。男性は21日，
1人でスノーボードに出かけたまま帰宅していなかった。

不明 na
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215 2006/3/18 2006/6/4 新潟 男 54 スキー

　山スキーに出かけたまま，3月18日から行方が分からなくなっていた弁理士の男性
（54）が3日午前11時ごろ，山中で死亡しているのを捜索中の県警ヘリが発見した。
　男性は3月17日夜に自宅を出発し，同月18日夜に帰宅する予定だった。

不明 1

216 2006/3/16 2006/3/16 長野 男 23 ボード

　15日午後0時50分ごろ，中国籍の男子大学生（23）がスノーボード中に立ち木に衝
突，病院に搬送されたが，間もなく死亡した。男子大学生は単独で上級者コースを
滑っていたという。

対物衝突 0

217 2006/3/12 2006/3/13 山形 男 37 ボード

　12日午後0時50分ごろ，スキー場のゲレンデで，スノーボードをしていた会社員男
性（37）がコース脇の立ち木に衝突，胸を強く打って死亡した。現場は幅15メートル
の林間コースで，緩やかな右カーブ。男性は同日午前から，仲間2人と同ゲレンデで
スノーボードをしていた。男性はスノーボード経験者で，ヘルメットを着用していた。

対物衝突 0

218 2006/3/11 2006/3/12 鳥取 男 31 ボード

　11日午前9時30分ごろ，スノーボードで急斜面を滑っていた大工の男性（31）が，
ジャンプして着地する際に転倒。数十メートル滑り落ち，立ち木に衝突した。男性は
病院に運ばれたが，胸や腹を強く打っており，大動脈破裂で約4時間半後に死亡し
た。
　現場はスキー場から北東約350メートルの地点で，ゲレンデの外側にある。

転倒 1

219 2006/3/5 2006/3/7 長野 男 10 スキー

　スキー場のゲレンデで5日午後3時ごろ，会社員男性の長男で小学4年男児（10）
が倒れているのを，パトロール隊員らが発見した。男児は頭を強く打っており，病院
に運ばれたが，約8時間後，脳挫傷のため死亡した。
　現場は斜度15度ほどの中級向きコース。男児は，スピードが出過ぎて転倒した可
能性がある。男児は家族4人でスキーに来ていた。

転倒 0

220 2006/3/3 2006/3/3 北海道 男 25 ボード

　3日午前0時45分ごろ，スキー場の林内で，スノーボードに来ていた男性(20代)が
倒れているのを，パトロール隊が発見した。男性は腹部を強く打っており，間もなく死
亡が確認された。
　男性が倒れていたそばの立ち木に傷があることから，男性が立ち木に衝突したと
みられる。

対物衝突 0

221 2006/2/28 2006/3/1 長野 男 27 ボード
　28日，午前10時20分ごろ，スキー場で会社員の男性（27）がジャンプの着地に失
敗，転倒して頭を打ち，病院に運ばれたが，死亡した。男性はスノーボード歴2年。中
級コースを滑走していた。ヘルメットはつけてなかった。

転倒 0

222 2006/2/19 2006/2/22 山形 男 65 スキー

　スキー場に設置されたジャンプ台で19日，男性スキー客（65）が転倒し，20日午後
に死亡した。男性は19日午後1時ごろ，スキー仲間と3人で滑走中，コース脇に設置
していた高さ約2メートル，幅4～5メートルの台形のジャンプ台を飛び，バランスを崩
して転倒。病院に搬送されたが，頭などを強く打ち，急性硬膜化血腫のために死亡し
た。

転倒 0

223 2006/2/16 2006/2/22 長野 男 31 ボード
　スキー場で16日，外国人男性（31）がスノーボードをしていてコース外の立ち木に
衝突し，重体となった。男性は21日，入院先の病院で死亡した。死因は外傷性くも膜
下出血だった。

対物衝突 0

224 2006/2/13 2006/2/15 新潟 男 18 ボード
　スキー場で13日午後，大学生の男性（18）がスノーボードを付けた状態で発見さ
れ，意識不明の重体となっていた。男性は14日午後，収容先の病院で脳挫傷などで
死亡した。スノーボード中の事故とみられる。

不明 0
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225 2006/2/13 2006/2/14 長野 男 55 スキー
　13日午前10時半ごろ，スキー場で，団体職員の男性（55）が倒れているのが見つ
かった。男性は病院に運ばれたが，骨折による大動脈破裂で死亡した。滑走中に転
倒したとみられる。

転倒 0

226 2006/1/21 2006/1/22 滋賀 男 7 スキー

　21日午後2時ごろ，スキー場で，スノーボードをしていた男性が，スキーをしていた
農協職員の男性（39）とその長男で小学校1年の男子（7）の二人に衝突。男子は頭
などを強く打ち，病院に運ばれたが，約5時間後に死亡した。脳内出血とみられる。
初級コースを滑っていた親子に，中級コースを友人らと競うように滑ってきた会社員
男性が後ろから突っ込んだ。現場付近はかなり混雑していたという。

対人衝突 0

227 2006/1/8 2006/1/9 栃木 男 40 スキー

　8日午前11時ごろ，スキー場で郵便局員男性（40）が，滑走中にコースを逸脱し，
直径約45センチのブナの木に左胸を強く打ち付け，約4時間後に死亡した。男性は
仲間と二人でスキーに来ていたが，何らかの原因で片方の足のスキーが外れた後，
バランスを崩しながら，コース左側の林に突っ込んだという。

対物衝突 0

228 2006/1/7 2006/1/7 長野 男 53 スノーモービル

　7日午前6時40分ごろ，スキー場で農業の男性(53)のスノーモービルがゲレンデ下
のフェンスとチケット回収小屋に衝突。男性は病院に収容されたが，間もなく死亡し
た。男性は午前7時から予定されたスキー練習イベントの準備中だった。男性は，ス
ノーモービルの扱いには慣れていたという。

対物衝突 0

229 2006/1/6 2006/1/7 長野 男 69 スキー
　6日午後1時半ごろ，スキー場で，大学非常勤講師の男性（69）が立ち木の幹にで
きた雪のくぼみに突っ込み，雪の中に埋もれた。約3時間後に救出されたが，病院で
死亡が確認された。死因は窒息死。

埋雪 0

230 2006/1/4 2006/1/5 長野 男 29 スキー
　4日午後1時35分ごろ，スキー場で，会社員の男性（29）がコース外のくぼみに埋も
れて倒れて死亡していた。死因は窒息死。スキーの操作を誤り，くぼみにはまり窒息
死したものとみられる。

埋雪 0

231 2005/11/23 2005/11/24 富山 男 51 スキー

　山中で23日，山スキーをしていた会社員の男性（51）が雪崩に巻き込まれて死亡し
た。男性はスキーで滑走中に雪崩に襲われ，雪の中に埋まった。男性は，スキー連
盟の指導員の資格も持つベテラン。雪崩発生時は，山中にガスがかかって視界が
悪かったといい，スキーの上級者でも予測のつかない雪崩事故に巻き込まれた。

雪崩 1

232 2005/4/26 2005/4/27 山梨 男 42 スキー
　26日午前10時ごろ，富士山8合目付近で，建築業の男性（42）が倒れているのが
見つかったがすでに死亡していた。男性は滑落して頭を強く打ったと見られる。男性
は山スキーをするために24日朝に入山したが，冬山の経験は浅かったという。

転落 1

233 2005/4/17 2005/4/18 山形 男 62 スキー
　17日午後11時15分ごろ，山スキーに出かけた団体職員の段ｓネイ（62）の行方が
分からなくなった。県警ヘリなどが18日午前8時50分ごろ，山頂小屋付近で倒れてい
る男性を発見，搬送先の病院で死亡が確認された。

不明 1

234 2005/4/11 2005/4/11 北海道 男 75 散歩

　11日午前5時50分ごろ，スキー場でゲレンデを散歩していた無職男性（75）が転倒
し木に衝突した。男性は病院に運ばれたが，胸を強く打ちまもなく死亡した。男性は
友人2人とゲレンデを散歩していたが，足を滑らせ転び，約350メートル滑落したとい
う。

対物衝突 0

235 2005/3/20 2005/3/22 北海道 男 31 ボード
　山中で20日，スノーボードをしていた会社員の男性（31）らが雪崩に巻き込まれ
た。男性は21日，死亡が確認された。死因は窒息死。一緒に雪崩に巻き込まれた女
性は無事だった。

雪崩 1



26

236 2005/3/19 2005/3/20 兵庫 男 29 ボード

　19日午前11時ごろスキー場で，スノーボードでジャンプしていた会社員の男性
（29）が転倒し，頭を強く打つなどして間もなく死亡した。男性は仲間6人とジャンプ台
（高さ約2メートル）で交互にジャンプしていたもので，バランスを崩したらしい。ヘル
メットは着用していた。

転倒 0

237 2005/3/17 2005/3/28 群馬 男 23 ボード
　スキー場で17日，会社員男性（23）はスノーボードで着地する際に頭を打た。それ
によって男性は意識不明の重体となっていたが，26日，急性硬膜下血腫（けっしゅ）
のため，入院していた病院で死亡した。

転倒 0

238 2005/3/6 2005/3/8 長野 男 25 ボード

　6日午後1時半ごろ，スキー場で，スノーボードでゲレンデを滑っていた会社員男性
（25）が，後方に転倒後に意識不明となった。病院に運ばれたが，約12時間後に脳
挫傷などで死亡した。
　ヘルメットなどは着けておらず，何度も頭を打ったことが死因になったとみられる。

転倒 0

239 2005/2/5 2005/2/6 島根 男 76 スキー
　5日午前8時35分ごろ，スキー場で大学教授の男性（76）がスキー中に転倒し，外
傷性出血性ショックで約2時間後に死亡した。男性は，中級者向けコースでスキーを
していた。

転倒 0

240 2005/1/23 2005/1/24 岩手 男 24 ボード

　23日午前9時40分ごろ，スキー場から約1キロ離れた山中で，幅約50メートルにわ
たって雪崩が起きた。それに男性（24）が巻き込まれ，病院に運ばれたが間もなく窒
息死した。　男性はプロのスノーボーダーら男性二人と一緒にスノーボードのビデオ
撮影のため入山。男性はカメラ担当で，ジャンプ場面の撮影場所を探しながら歩い
ていて雪崩に遭った。

雪崩 1

241 2005/1/16 2005/1/17 北海道 男 50 スノーモービル
　16日午後3時25分ごろ，山中で自営業男性（50）が操縦していたスノーモービルか
ら落下，別の男性が操縦するスノーモービルと衝突した。男性は近くの病院に運ば
れたが，約2時間後に死亡した。

転倒 0

242 2005/1/16 2005/1/17 群馬 男 57 スキー

　16日正午ごろ，山スキーに来ていた登山用具販売業の男性（57）ら4人が雪崩に
巻き込まれた。男性は死亡し，同行していた小学校教諭の女性（52）の行方が分か
らなくなった。無職男性（61）も両足骨折の重傷。もう1人の同行者の男性公務員
（50）が下山して通報した。

対人衝突 1

243 2005/1/16 2005/1/17 福井 男 29 ボード

　16日午前11時55分ごろ，スキー場でスノーボードをしていた会社員男性（29）が，
ゲレンデに倒れているのを，他のスキー客が見つけた男性は勝山市内の病院に運
ばれ，死亡が確認された。死因は外傷性くも膜下出血。転倒して頭を打ったとみられ
る。

雪崩 1

244 2005/1/2 2005/1/4 群馬 男 24 ボード

　2日午後6時45分ごろ，スキー場で会社員の男性（24）が，ゲレンデから約20メート
ル離れた雪の中に上半身が埋もれる格好で倒れているのが見つかった。男性は病
院に搬送されたが，間もなく死亡した。
　男性は転倒してコースから外れ，深い雪に埋もれて窒息死したとみられる。

埋雪 0

245 2004/4/9 2004/4/10 長野 男 45 スキー

　9日午後4時ごろ，山中で山スキーをしていた新聞記者の男性（45）の行方がわか
らなくなった。　県警のヘリと山岳遭難救助隊が捜索したところ，10日午前7時過ぎ，
山頂の直下約500メートルの沢で，雪に埋もれた男性を発見したが，すでに死亡して
いた。雪崩に巻き込まれたとみられる。

雪崩 1
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246 2004/4/4 2004/4/5 北海道 男 36 スノーモービル

　4日正午ごろ，スキー場で会社員の男性（36）がスノーモービルで転倒し，けいつい
損傷などで間もなく死亡した。男性は同スキー場で行われるスノーモービルの耐久
競技に参加する予定で，レース前，下り斜面を試走していて転倒，投げ出されて全
身を強打したという。

転倒 0

247 2004/3/14 2004/3/15 北海道 男 41 スキー

　14日午後1時50分ごろ，スキー場で，会社員男性（41）がスキーで滑降中，立ち木
に衝突，胸などを強く打ち，約5時間後に死亡した。現場はスキー場中腹のコースか
ら約40メートル下の斜面。男性は家族とスキーに来ていた。

対物衝突 0

248 2004/3/6 2004/3/8 北海道 男 37 スキー

　スキー場で6日午後，雪崩が発生し，養護学校教員の男性（37）が一時生き埋めに
なった。男性は意識不明の重体だったが，7日午前，入院先の病院で死亡した。雪
崩があったのはロープウエーの山頂駅から数百メートル下のコースから外れた地点
だった。

雪崩 1

249 2004/3/5 2004/3/6 新潟 男 31 スキー
　5日午前9時ごろ，新潟のスキー場の迂回コース中腹で，公務員男性（31）が，コー
ス脇の立ち木に衝突した。男性は病院に運ばれたが，首の骨を折っており，間もなく
死亡した。

対物衝突 0

250 2004/3/4 2004/3/5 北海道 男 51 スノーモービル

　4日正午ごろ，北海道の畑の木のそばで，工員の男性（51）と，無職の女性（50）が
スノーモービルから投げ出され，倒れているのが発見された。男性は頭や胸などを
強く打ち，呼吸不全でまもなく死亡。女性も足などにけがをした。二人は畑の横にあ
る直径約40センチの木に衝突したらしい。

対物衝突 0

251 2004/2/8 2004/2/9 長野 男 8 スキー

　8日午後3時ごろ，スキー場においてスキーで滑走中の会社員男性（28）と，小学2
年生男児（8）が衝突した。男児は頭や胸などを強く打ち，ヘリで病院に運ばれたが，
多発外傷でまもなく死亡した。現場は初級コースと中級コースが合流する地点で，で
こぼこのある緩斜面。母親らと一緒に初級コースを下りてきた男児と，中級コースを
滑ってきた男性がぶつかったらしい。

対人衝突 0

252 2004/2/1 2004/2/2 北海道 女 27 その他
　1日午前9時15分ごろ，スキー場山頂のリフトの降車場で，直径約4メートルの滑車
の上に，リフト係アルバイトの男性（27）が倒れているのが見つかった。間もなく死亡
が確認された。男性は支柱上で雪氷を落とす作業をしていたとみられ，何らかの原
因で転倒したらしい。

不明 na

253 2004/1/31 2004/2/2 北海道 男 42 スキー

　1月31日午後1時25分ごろ，スキー場でスキー客の男性（42）とスノーボード客の
男性（30）の2人がコース上で折り重なるように倒れているのが見つかった。スキー
客は病院に運ばれたが，同日午後9時15分に死亡した。2人は滑降中に誤って衝突
したものとみられる。

対人衝突 0

254 2004/1/10 2004/1/20 長野 男 49 スキー

　10日，スキー場でスキーをしていた近くの宿泊施設管理人の男性（49）がコースを
外れて転倒し，頭を強く打つなどの重傷を負っていたが，18日午後9時過ぎ，収容先
の病院で死亡した。スピードを出し過ぎた男性が止まることができず，コース外へ転
落したとみられる。

転落 0

255 2004/1/2 2004/1/4 長野 男 30 スキー
　2日午後0時15分ごろ，スキー場で会社員の男性（30）がスキーで滑走中に転倒，
腹部を強打し，搬送先の病院で肝挫傷による出血多量で死亡した。男性は，ショート
スキーで急斜面から緩斜面に入る際に速度を抑えきれず，バランスを失い，転倒し
たという。

転倒 0
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256 2003/5/11 2003/5/12 新潟 男 45 スキー
　11日午前9時30分ごろ，スキー場で，会社員の男性（45）が倒れていた。男性は頭
などを強く打ってすでに死亡していた。　男性はブナの木（直径25センチ）の下にうつ
ぶせに倒れていたことから，木にぶつかって転倒したとみられる。

対物衝突 0

257 2003/3/27 2003/3/28 岩手 男 35 スキー

　27日午後0時半ごろ，スキー場でスキーをしていた会社員男性（35）が，コース外
の立ち木に激突，頭などを打って間もなく死亡した。男性は左足のスキー板が外れ，
バランスを崩し，減速できないままコース横側の直径約20センチのブナの立ち木に
ぶつかったという。

対物衝突 0

258 2003/3/22 2003/3/23 岩手 男 10 スキー

　22日午前10時50分ごろ，スキー場で，コース外の林の中で子どもが倒れているの
が見つかった。林の中で見つかったのは小学4年の男児（10）。係員が駆けつけた時
には意識がなく，全身打撲などで間もなく死亡した。滑走中にバランスを崩してコー
ス外に飛び出し，直径約17センチのヤマザクラの立ち木にぶつかったらしい。

対物衝突 0

259 2003/3/18 2003/3/19 長野 女 47 スキー

　山中で山スキーをしていて転落事故にあった農業の女性が，18日午前，遺体で収
容された。女性は16日正午ごろ，スキー仲間の男性と2人で同山の沢近くを滑ってい
たが，段差のある斜面をスキー板を外して降りようとして，過って直径2メートルほど
の雪穴に転落。約5メートル下の岩場で頭などを強く打ち亡くなったとみられる。

転落 1

260 2003/3/17 2003/3/18 北海道 男 46 スノーモービル
　17日午後2時40分ごろ，国有林付近で，友人と一緒にスノーモービルで走行してい
た酪農業男性（46）が雪崩に巻き込まれた。伊藤さんは，近くにいたほかのスノー
モービルのグループに救助されたが，間もなく死亡した。

雪崩 1

261 2003/3/11 2003/3/13 長野 男 32 ボード

　12日午前9時半ごろ，スキー場で，青果業の男性（32）がコース内で雪に埋もれて
死亡しているのを発見された。同署は新雪にはまった男性が，身動きが取れなくなり
窒息死したものとみている。付近ではそれまで数日大雪が続き，事故当時も降雪が
激しく，視界は悪かった。

埋雪 0

262 2003/3/9 2003/3/11 宮城 女 25 ボード

　スキー場のゲレンデで，9日午前9時ごろ，フリーターの女性（25）が，雪上車とぶつ
かり，頭などを強く打って死亡した。現場はジャンプ台の下で，女性は雪上車後部の
ローラーにぶつかったらしい。 対物衝突 0

263 2003/3/1 2003/3/2 長野 男 20 ボード

　1日午後1時半ごろ，スキー場で二人乗り高速リフトに乗っていた男子大学生(20)
が約7メートル下のゲレンデに転落した。男性は病院に運ばれたが午後4時前，急性
呼吸不全で死亡した。転落時，仲間と乗っていたリフトは，落下防止の安全バーが
下りていなかったという。バーはリフトに乗った人が自分で下ろすようになっている。

転落 0

264 2003/2/22 2003/2/22 新潟 男 21 ボード

　20日午前にスキー場で，大学生の男性（21）がスノーボードをしていて重体となっ
た。大学生は入院先の病院で急性硬膜下血腫で死亡した。

不明 0



29

265 2003/2/17 2003/2/18 長野 男 30 ボード

　1日午後1時半ごろ，スキー場で二人乗り高速リフトに乗っていた男子大学生(20)
が約7メートル下のゲレンデに転落した。男性は病院に運ばれたが午後4時前，急性
呼吸不全で死亡した。転落時，仲間と乗っていたリフトは，落下防止の安全バーが
下りていなかったという。バーはリフトに乗った人が自分で下ろすようになっている。

転落 0

266 2003/2/10 2003/2/11 兵庫 男 50 スキー

　10日午後1時45分ごろ，スキー場で滑降していた男性会社員（50）がコース左側の
照明の支柱に衝突した。男性は胸などを強く打ち，搬送先の病院で間もなく死亡し
た。現場は傾斜が緩やかで，幅約30メートルの初心者用のコースだった。衝突した
支柱はコース内にあるが，防護用具などは施さず，むき出しだった。

対物衝突 0

267 2003/2/8 2003/2/9 富山 男 48 スキー
　8日午後4時15分ごろ，スキー場内で会社役員の男性（48）が倒れているのが見つ
かった。男性は病院に運ばれたが，全身打撲などでまもなく死亡した。滑降中に立
木に衝突したとみられる。

対物衝突 0

268 2003/2/2 2003/2/3 新潟 男 28 ボード

　2日午前9時ごろ，スキー場で，アルバイトの男性（28）がスノーボード中に転倒し，
頭を強く打って間もなく収容先の病院で死亡した。男性は仲間5人とスキー場を訪
れ，山頂から約100メートル滑り降りた斜面で転倒した。

転倒 0

269 2003/1/19 2003/1/22 北海道 男 54 スキー
　19日，会社員男性（54）がスキー場でコース内の立ち木近くに倒れ，意識不明の重
体となった。男性は21日夜，頭がい骨骨折により死亡した。男性はスキーで滑走
中，立ち木に衝突したとみられる。

対物衝突 0

270 2003/1/18 2003/1/19 長野 男 23 ボード

　18日午後1時半ころ，スキー場でスノーボードをしていた来日中の韓国人の男子大
学生(23)がコースを外れ立ち木に衝突，全身を強く打って市内の病院に運ばれた
が，外傷性ショックで約3時間後に死亡した。カーブして進むコースを曲がりきれな
かったとみられる。

対物衝突 0

271 2003/1/12 2003/1/13 福島 男 33 スキー

　12日午後0時10分ごろ，スキー場で会社員の男性（33）がスキー中に立ち木にぶ
つかった。男性は頭を強く打って約2時間半後に死亡した。男性はタイムを測定する
コースを滑走中，コースの旗にスキー板がひっかかりバランスを崩し，そのまま約10
メートル離れた立ち木にぶつかったという。ヘルメットは付けていた。

対物衝突 0

272 2003/1/5 2003/1/6 岐阜 男 42 ボード
　5日午前10時半ごろ，スキー場でコース外の斜面をスノーボードで滑っていた男性
2人が雪崩に遭い，雪に埋まった。そのうちの一人，会社役員の男性（42）は，事故
から約3時間後に発見され，病院に運ばれたがまもなく死亡した。2人はスノーボード
で新雪を滑ろうとコース外の斜面に出ていた。

埋雪 0

273 2003/1/1 2003/7/17 秋田 女 8 スキー

　21日午後8時40分ごろ，スキー場で小学2年の女児（8）が倒れているのが見つ
かった。女児は病院に運ばれたが，首の骨が折れるなどして約3時間後に死亡し
た。滑走中にコースの仕切りに張られていたロープに接触して，首を打ち転倒したと
みられる。

対物衝突 0

274 2002/12/20 2002/12/21 長野 男 22 ボード
　20日午前9時45分ごろ，スキー場でスノーボードをしに来ていた大学生の男性
（22）が死亡しているのが見つかった。男性は同スキー場のコースから外れた雪の
斜面に倒れていた。カーブを曲がりきれず，防護ネットにぶつかった可能性がある。

対物衝突 0
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275 2002/12/15 2002/12/16 長野 男 22 ボード

　15日午前10時50分ごろ，スキー場のゲレンデでスノーボードをしていた会社員男
性(22)が，高さ約1メートルのジャンプ台からジャンプし，転倒。頭を強く打って病院に
運ばれたが，同日午後1時12分に死亡した。ジャンプ台付近は未整備だったが，男
性は友人6人と立ち入り禁止のロープをくぐって入り込んで，事故に遭った。

転倒 0

276 2002/5/14 2002/5/15 岩手 男 35 スキー

　2月11日午後2時ごろ，スキー場で自営業の男性（35）が滑走中，沢に転落，胸な
どを打って死亡した。男性は中級用Ｂコース（ 大斜度30度）で大回転競技の練習
をしていてコースから外れ，立ち木に衝突，16メートル下の谷に落ちているのが見つ
かった。転落防止のためネットを張っていたが，事故現場には張っていなかった。

対物衝突 0

277 2002/3/31 2002/4/2 長野 男 43 ボード

　31日午後3時50分ごろ，スキー場で会社員男性（43）が倒れているのが見つかっ
た。男性はヘリで病院に運ばれたが，腹などを打っていて間もなく死亡した。スノー
ボードをしている 中に，人工降雪機の鉄柱（高さ約2メートル，直径約15センチ）に
衝突したらしい。

対物衝突 0

278 2002/3/25 2002/3/26 福島 男 37 スキー
　25日午前9時ごろ，スキー場で団体職員の男性（37）がスキー中にコース左端の立
木に衝突，腰の骨が折れるなどして出血性ショックで死亡した。

対物衝突 0

279 2002/3/17 2002/3/18 群馬 男 15 スキー

　17日午後1時ごろ，スキー場でスキーをしていた中学3年の男子（15）がコース端の
リフト下にある，降雪機配電盤の鉄製の支柱にぶつかった。男子は頭を強く打って，
長野県小諸市内の病院に運ばれたが，まもなく死亡した。現場は斜度約20度の中・
上級者のコースで，高さ約120センチ，約20センチ角の鉄製支柱にぶつかったとい
う。

対物衝突 0

280 2002/3/14 2002/3/15 長野 男 43 スキー

　14日午前11時10分ごろ，スキー場で，調理師の男性（43）がコースから外れて立
ち木に衝突し，頭を打って即死した。男性は家族4人で滑っていたところ，ゲレンデ上
で転倒，コースから約70メートル下に落ちたという。

対物衝突 0

281 2002/3/10 2002/3/12 新潟 男 31 スキー
　10日午前9時半ごろ，スキー場でスキーをしていた会社員の男性（31）が，コース
外の立ち木に衝突して頭を強く打って意識不明の重体となった。男性は11日午後に
死亡した。

対物衝突 0

282 2002/3/10 2002/3/11 新潟 男 24 ボード

　10日午前11時50分ごろ，スキー場でスノーボードをしていた会社員の男性（24）
が，ゲレンデ内の立ち木に衝突。頭を強く打ち，約7時間半後に死亡した。 対物衝突 0

283 2002/3/9 2002/3/10 鳥取 男 37 スキー
　9日午後1時40分ごろ，山中で山スキーをしていた会社員男性（37）が滑落した。男
性は病院に搬送されたが，全身を強く打っており間もなく死亡した。男性は山に登
り，スキーで下り始めたところ転倒，約100メートル滑落し，立ち木に衝突したらしい。

転落 1

284 2002/3/3 2002/3/4 石川 女 48 スキー

　3日午前11時ごろ，石川の山中で，山スキーをしていたパート社員の女性（48）が
約200メートル下のがけ下に滑落した。女性は約2時間後，ヘリで救助され病院に搬
送されたが，頭を強く打ってすでに亡くなっていた。女性の一行が急斜面を避けよう
とスキーを脱いで雪中を歩いている途中，過って足を踏み外したらしい。

転落 1
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285 2002/3/2 2002/3/3 長野 男 27 ボード
　2日午後1時20分ごろ，スキー場でスノーボードをしていた会社員の男性（27）が転
倒し，頸髄（けいずい）損傷で死亡した。現場は同スキー場のスノーボードパークで，
斜面に高さ数十センチのこぶがあり，男性はジャンプして頭から落下したという。

転倒 0

286 2002/2/25 2002/2/26 群馬 男 26 その他

　25日未明，スキー場でゲレンデを滑っていた川下り用のゴムボートがリフトの鉄柱
に衝突し，消防士の男性（26）が死亡した。事故が起きたのは午前1時50分ごろ。ゲ
レンデを約260メートル歩いて登り，一気に滑り下りたらしい。ゲレンデの表面がアイ
スバーン状になっていて速度が出過ぎ，制動と方向転換ができなくなったとみられ
る。

対物衝突 0

287 2002/2/23 2002/2/24 長野 男 45 スキー
　23日午後2時ごろ，スキー場で会社員の男性（45）が過ってコースを外れ，約28
メートル離れた場所の立ち木に頭を強く打って，死亡した。

対物衝突 0

288 2002/2/11 2002/2/13 岩手 男 35 スキー
　11日午後2時ごろ，スキー場で，自営業の男性（35）が，コース横の谷に転落，胸
などを打って間もなく死亡した。男性はコースから約16メートル下の谷に落ちている
のが見つかった。現場はカーブで，転落防止用のネットなどはなかった。

転落 0

289 2002/1/27 2002/1/28 岩手 男 39 スノーモービル

　27日，高原でスノーモービルを楽しんでいた会社員の男性2人が吹雪の中で遭難
した。そのうちの一人（39）は同高原の雪の中で死亡しているのが見つかった。2人
は27日午前10時ごろ，同高原ふもとからスノーモービル2台で走り始めたが，吹雪と
約1メートルに達した深雪で動けなくなった。

遭難 1

290 2002/1/23 2002/1/24 島根 男 26 ボード

　23日13時ごろ，スキー場のコースそばのブナ林で，アルバイト従業員の男性（26）
がスノーボードを履いたまま倒れているのが発見された。男性は頭を強く打って既に
死亡していた。男性は22日の仕事を終え，18時ごろから1人でスノーボードをしてい
たところ，誤ってブナの木（直径約40センチ）にぶつかったとみられる。

対物衝突 0

291 2002/1/19 2002/1/20 群馬 男 27 ボード

　19日午後6時45分ごろ，スキー場でスノーボードで滑っていた自営業男性（27）が
倒れているのを友人が見つけ，病院に搬送したが死亡した。
同コースは 大斜度が約30度の中級向け。男性は友人と一緒にスキー場を訪れス
ノーボードをしていた。

不明 0

292 2002/1/19 2002/1/20 青森 男 41 スキー

　19日午前11時半ごろ，山間部で山スキーをしていた2人が雪崩に巻き込まれた。
雪崩に巻き込まれた無職男性（60）と公務員男性（41）は同日の夕方，病院で死亡
が確認された。2人は雪上車で山を登り，滑り始めた直後に，雪崩に巻き込まれた。

雪崩 1

293 2002/1/19 2002/1/20 青森 男 60 スキー

　19日午前11時半ごろ，山間部で山スキーをしていた2人が雪崩に巻き込まれた。
雪崩に巻き込まれた無職男性（60）と公務員男性（41）は同日の夕方，病院で死亡
が確認された。2人は雪上車で山を登り，滑り始めた直後に，雪崩に巻き込まれた。

雪崩 1

294 2002/1/13 2002/1/15 岩手 男 55 スキー

　山間部で発生した雪崩に登山者のパーティーが巻き込まれた。パーティーは近隣
の温泉から，雪崩の発生現場近くへスキーで入山していた。強風のためビバークし
ようと，斜面に雪洞を掘っていた際に足元から雪崩が発生。それに巻き込まれて大
学教授の男性（55）が死亡した。

雪崩 1
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295 2001/12/31 2002/1/1 長野 男 28 スキー

　31日午後5時前，スキー場から「アルバイトの男性がスキーに出かけたまま帰ら
ず，捜索したところ沢で倒れていた」と通報があった。男性(28)は，同市内の病院に
運ばれたが午後6時半ころ死亡した。
　男性はこの日は休みで，午前9時ころから一人で滑り始めていた。倒れていたのは
ゲレンデの北西約50メートルの沢。目立った外傷はなかった。

不明 0

296 2001/12/29 2001/12/30 新潟 男 24 ボード

　29日午後2時ごろ，スキー場で，スノーボードをしていた会社員男性（24）がジャン
プ後に転倒，頭などを強く打って病院に運ばれたが，約1時間半後に死亡した。
　男性は高さ約2メートルのスノーボード専用のジャンプ台から飛んで着地する際，
頭から落ちた。ジャンプ台はだれでも利用できるようになっていた。

転倒 0


