
〔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30年1月 浦河町 畜産業 墜落、転落
2 平成30年1月 歌志内市 土木工事業 墜落、転落
3 平成30年1月 伊達市 食料品製造業 おぼれ
4 平成30年1月 札幌市 清掃・と畜業 有害物等との接触
5 平成30年1月 南富良野町 小売業 交通事故（道路）
6 平成30年1月 弟子屈町 林業 はさまれ、巻き込まれ
7 平成30年1月 札幌市 その他の事業 交通事故（道路）
8 平成30年2月 札幌市 その他の事業 交通事故（道路）
9 平成30年2月 網走市 林業 激突され
10 平成30年2月 浦幌町 卸売業 崩壊、倒壊
11 平成30年3月 千歳市 道路貨物運送業 高温・低温の物との接触

12 平成30年2月 函館市 清掃・と畜業 墜落、転落
13 平成30年1月 札幌市 食料品製造業 墜落、転落
14 平成30年3月 美瑛町 土木工事業 崩壊、倒壊
15 平成30年3月 当別町 輸送用機械等製造業 墜落、転落
16 平成30年3月 室蘭市 窯業土石製品製造業 はさまれ、巻き込まれ
17 平成30年3月 足寄町 林業 激突され
18 平成30年4月 帯広市 道路貨物運送業 はさまれ、巻き込まれ
19 平成30年5月 苫小牧市 その他の接客娯楽業 墜落、転落
20 平成30年5月 石狩市 道路貨物運送業 はさまれ、巻き込まれ
21 平成30年3月 札幌市 道路貨物運送業 交通事故（道路）
22 平成30年7月 上士幌町 その他の製造業 崩壊、倒壊
23 平成30年1月 網走市 農業 切れ、こすれ
24 平成30年2月 石狩市 道路貨物運送業 その他
25 平成30年7月 帯広市 建築工事業 墜落、転落
26 平成30年7月 上川町 土木工事業 崩壊、倒壊
27 平成30年7月 清水町 土木工事業 交通事故（道路）
28 平成30年7月 福島町 その他の建設業 飛来、落下
29 平成30年7月 八雲町 土木工事業 はさまれ、巻き込まれ
30 平成30年7月 函館市 清掃・と畜業 墜落、転落
31 平成30年7月 幌延町 小売業 激突され
32 平成30年7月 新十津川町 土木工事業 墜落、転落
33 平成30年7月 浜頓別町 道路貨物運送業 はさまれ、巻き込まれ
34 平成30年8月 苫小牧市 窯業土石製品製造業 はさまれ、巻き込まれ
35 平成30年8月 豊浦町 官公署 高温・低温の物との接触

36 平成30年8月 美唄市 道路貨物運送業 交通事故（道路）
37 平成30年8月 豊頃町 食料品製造業 墜落、転落
38 平成30年3月 厚岸町 道路貨物運送業 その他
39 平成30年9月 中川町 農業 はさまれ、巻き込まれ
40 平成30年9月 浦河町 林業 墜落、転落
41 平成30年9月 礼文町 建築工事業 墜落、転落
42 平成30年9月 函館市 その他の商業 交通事故（道路）
43 平成30年9月 豊浦町 建築工事業 はさまれ、巻き込まれ
44 平成30年10月 安平町 窯業土石製品製造業 崩壊、倒壊
45 平成30年10月 札幌市 建築工事業 墜落、転落
46 平成30年10月 長沼町 道路旅客運送業 交通事故（道路）
47 平成30年10月 足寄町 林業 激突され
48 平成30年11月 白老町 土木工事業 交通事故（道路）
49 平成30年11月 札幌市 土木工事業 飛来、落下
50 平成30年11月 猿払村 道路貨物運送業 交通事故（道路）
51 平成30年11月 下川町 木材・木製品製造業 はさまれ、巻き込まれ
52 平成30年11月 湧別町 林業 激突され
53 平成30年12月 別海町 建築工事業 崩壊、倒壊
54 平成30年12月 知内町 小売業 交通事故（道路）
55 平成30年12月 倶知安町 建築工事業 激突され
56 平成30年12月 八雲町 その他の建設業 交通事故（道路）
57 平成30年8月 浦河町 土木工事業 墜落、転落
58 平成30年4月 音更町 小売業 その他
59 平成30年12月 苫小牧市 小売業 はさまれ、巻き込まれ
60 平成30年12月 室蘭市 建築工事業 墜落、転落
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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３０年 死亡労働災害発生地MAP
（平成３０年確定）
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