
〔死亡労働災害発生状況の内訳〕
番号 災害発生年月 災害発生地 業種 事故の型

1 平成29年1月 旭川市 その他の事業 はさまれ、巻き込まれ

2 平成29年1月 伊達市 道路貨物運送業 交通事故（道路）

3 平成29年1月 札幌市 その他の製造業 はさまれ、巻き込まれ

4 平成29年1月 帯広市 その他の製造業 墜落、転落

5 平成29年1月 苫小牧 その他の事業 おぼれ

6 平成29年1月 中川町 土木工事業 崩壊、倒壊

7 平成29年2月 室蘭市 鉄鋼業 有害物等との接触

8 平成29年2月 旭川市 映画・演劇業 はさまれ、巻き込まれ

9 平成29年2月 佐呂間町 土木工事業 はさまれ、巻き込まれ

10 平成29年2月 札幌市 金属製品製造業 崩壊、倒壊

11 平成29年2月 佐呂間町 食料品製造業 交通事故（道路）

12 平成29年2月 上富良野町 畜産業 墜落、転落

13 平成29年2月 富良野市 土木工事業 交通事故（道路）

14 平成29年3月 帯広市 道路貨物運送業 交通事故（道路）

15 平成29年3月 七飯町 社会福祉施設 交通事故（道路）

16 平成29年3月 沼田町 小売業 墜落、転落

17 平成29年3月 浦幌町 林業 激突され

18 平成29年3月 むかわ町 小売業 はさまれ、巻き込まれ

19 平成29年4月 千歳市 建築工事業 墜落、転落

20 平成29年4月 伊達市 林業 激突され

21 平成29年4月 札幌市 その他の製造業 はさまれ、巻き込まれ

22 平成29年4月 旭川市 建築工事業 墜落、転落

23 平成29年4月 幕別町 土石採取業 墜落、転落

24 平成29年4月 旭川市 非鉄金属製造業 爆発

25 平成29年4月 伊達市 土木工事業 崩壊、倒壊

26 平成29年4月 石狩市 飲食店 墜落、転落

27 平成29年5月 帯広市 清掃・と畜業 墜落、転落

28 平成29年5月 石狩市 道路貨物運送業 墜落、転落

29 平成29年6月 苫小牧市 その他の商業 墜落、転落

30 平成29年6月 苫小牧市 その他の建設業 崩壊、倒壊

31 平成29年6月 留萌市 その他の建設業 交通事故（道路）

32 平成29年6月 雄武町 その他の事業 はさまれ、巻き込まれ

33 平成29年6月 函館市 林業 激突され

34 平成29年6月 稚内市 社会福祉施設 墜落、転落

35 平成29年6月 余市町 農業 はさまれ、巻き込まれ

36 平成29年6月 札幌市 農業 はさまれ、巻き込まれ

37 平成29年6月 札幌市 その他の建設業 はさまれ、巻き込まれ

38 平成29年7月 上富良野町 土木工事業 はさまれ、巻き込まれ

39 平成29年7月 江別市 その他の建設業 交通事故（道路）

40 平成29年7月 札幌市 その他の建設業 飛来、落下

41 平成29年7月 士別市 林業 激突され

42 平成29年6月 小樽市 その他の商業 転倒

43 平成29年8月 網走市 土木工事業 激突され

44 平成29年9月 南富良野市 一般機械器具製造業 はさまれ、巻き込まれ

45 平成29年9月 音更町 土木工事業 おぼれ

46 平成29年9月 本別町 土木工事業 交通事故（道路）

47 平成29年9月 富良野市 道路貨物運送業 墜落、転落

48 平成29年9月 札幌市 土木工事業 墜落、転落

49 平成29年9月 帯広市 土木工事業 交通事故（道路）

50 平成29年9月 本別町 道路貨物運送業 はさまれ、巻き込まれ

51 平成29年9月 豊頃町 道路貨物運送業 はさまれ、巻き込まれ

52 平成29年9月 標茶町 清掃・と畜業 はさまれ、巻き込まれ

53 平成29年10月 北斗市 その他の接客娯楽業 おぼれ

54 平成29年11月 広尾町 建築工事業 墜落、転落

55 平成29年10月 伊達市 農業 崩壊、倒壊

56 平成29年11月 湧別町 水産業 飛来、落下

57 平成29年11月 枝幸町 鉄道・軌道・水運・航空業 おぼれ

58 平成29年11月 占冠村 土木工事業 交通事故（道路）

59 平成29年11月 登別市 建築工事業 崩壊、倒壊

60 平成29年11月 長万部町 水産業 おぼれ

61 平成29年11月 白老町 土石採取業 崩壊、倒壊

64 平成29年12月 江別市 小売業 飛来、落下

65 平成29年12月 浜中町 建築工事業 墜落、転落

66 平成29年12月 札幌市 その他の商業 交通事故（道路）

67 平成29年12月 ニセコ町 鉄道・軌道・水運・航空業 はさまれ、巻き込まれ

68 平成29年12月 上川町 畜産業 激突され

69 平成29年12月 札幌市 卸売業 交通事故（道路）

70 平成29年12月 陸別町 その他の事業 墜落、転落

71 平成29年12月 根室市 水産業 その他

72 平成29年12月 根室市 水産業 交通事故（その他）

74 平成29年9月 根室市 水産業 交通事故（その他）

75 平成29年11月 函館市 建築工事業 墜落、転落

※　脳・心臓疾患等による死亡労働災害は掲載していません。
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〔発生地の表示は、市町村を示すもので、発生場所のポイントを具体的に示すものではありません〕
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は交通事故（道路）を示す

リスク対策を講じて、北海道から死亡労働災害を撲滅しよう！

平成２９年 死亡労働災害発生地MAP
（平成２９年確定）
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