
事故の型 起因物

月 時間 大分類 小分類 分類項目 小分類

1 1月 1時台 製造業
その他の金属
製品製造業

有害物等との接
触

有害物
　ガス容器の洗浄作業中､容器内の溶剤の抜き取り作業をピット内で行っていたところ､意
識を失い倒れた状態を発見された｡

2 2月 13時台 建設業
その他の土木
工事業

崩壊､倒壊 地山､岩石
　新築工場の敷地内に貯水槽を設置するため､ドラグ･ショベルで掘削しているピット(１
１メートル×８メートル､深さ３.６メートル)の底部で､ならし作業をしていたところ､生
き埋めとなった｡

3 2月 7時台 農林業 農業 墜落､転落 立木等
　枝を足場にして剪定作業を行っていたところ､足場にしていた枝が切り落とした枝に当
たって折れ､胴と枝に結んでいたロープも墜落時に解けてしまい､約１２メートル下の法面
に墜落した｡

4 2月 10時台 その他の事業 警備業 交通事故(道路)
乗用車､バス､バイ

ク
　バイクで工事現場に向かう途中､右にカーブする凍結した市道で転倒した｡

5 2月 4時台 製造業
製鉄･製鋼･圧

延業
はさまれ､巻き
込まれ

ロール機(印刷
ロール機を除く)

　自動運転で鋼板を圧延する製造ラインで､ロール機を停止して鋼板のきずの原因を確認
し､自動運転を開始した直後､ロール機に転落してローラーに巻き込まれた｡

6 2月 9時台 建設業
電気通信工事

業
墜落､転落 建築物､構築物

　通信ケーブルの更新工事で､架設したメッセンジャーワイヤーを巻き取り､ケーブル支持
用金具を取り外す作業を支柱上で行っていたところ､高さ約２０メートルから墜落した｡

7 2月 9時台 運輸交通業
一般貨物自動
車運送業

交通事故(道路) トラック
　高速道路でミキサー車を運転中､車線変更中に貨物自動車と衝突して中央分離帯に激突
した後､後続車に追突された｡

8 3月 7時台 建設業
その他の建築
工事業

墜落､転落 足場
　建築物の外壁塗装及び改修工事で､前日に塗装した外壁のうち､換気用ダクトと窓枠に付
着した塗料をふき取っていたところ､荷揚げ用として足場板を取り外していた箇所から約
９メートル下の地面まで墜落した｡

9 3月 15時台 その他の事業 その他の事業 墜落､転落 トラック
　軽トラックを配達先住居の駐車場に駐車させて降車したところ､無人の軽トラックが後
退して道路脇の側溝に落ち､軽トラックと側溝の土手との間に挟まれた｡

10 3月 9時台 清掃･と畜業
産業廃棄物処

理業
はさまれ､巻き
込まれ

解体用機械
　選別ヤードで､産業廃棄物の分別作業をしていたところ､後退する車両系建設機械(解体
用)に轢かれた｡

11 3月 17時台 運輸交通業
一般貨物自動
車運送業

有害物等との接
触

異常環境等
　貨物自動車のタンク(微粉末の石炭と窒素を入れていた)の上部ハッチを開け､次の運搬
のための作業を行っていたが､安全帯に吊られハッチ内部に上半身を入れた状態で発見さ
れた｡

12 3月 16時台 建設業 その他
はさまれ､巻き
込まれ

トラック
　廃棄物収集用の専用コンテナをフック付動力アームを装備した専用貨物車両のアーム
ロール車に廃棄物を入れた専用コンテナを積む作業中､コンテナが車両のガイドローラー
から外れフックからも外れ側方へ転倒し､下敷きとなった｡

13 4月 13時台 建設業 その他 墜落､転落 足場
　高速道路高架橋の高欄補修工事で､つり足場の組み立て作業中につりチェーンの上部支
持部となる鉄骨クランプが外れたため足場が傾斜して３６メートル下に墜落した｡

　※ 平成２８年４月２０日に掲載した一覧表の件数４０～５０の一部に記載誤りがありましたので、再掲載しています。
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14 4月 16時台 建設業
道路建設工事

業
転倒

整地･運搬･積込用
機械

　法面工事で使用したラス金網をドラグショベルの爪でつり上げて走行したところ､機体
が前のめりに転倒し､運転席から投げ出された運転手がドラグショベルのアームの下敷き
となった｡

15 5月 15時台 製造業
その他の化学

工業
激突され コンベア

　移動式傾斜ベルトコンベアーの水洗い作業後に当該コンベアーを人力で押していたとこ
ろ横倒しとなり､その下敷きとなった｡

16 5月 16時台 製造業
セメント･同製
品製造業

墜落､転落 建築物･構築物
　硅石サイロ内部でドラグショベルを運転中､サイロ中心部の硅石が陥没したためドラグ
ショベルが後方に転落し運転席から投げ出された上に硅石が覆い被さり上半身が埋没し
た｡

17 5月 11時台 接客娯楽業 ゴルフ場業 転倒
その他の一般動力

機械

　ゴルフ場のコースに目砂を撒く作業準備で､目土散布機を機械倉庫から駐車場に移動す
るために走行中､目土散布機が転倒し､通路上に投げ出された｡目土散布機は５メートル進
んだ位置で停止していた｡

18 6月 10時台 貨物取扱業
その他の港湾
運送業

はさまれ､巻き
込まれ

フォークリフト
　上屋に保管する鋼板コイルを艀(はしけ)に積み込むため､積載能力が２０トンのフォー
クリフトを使用して鋼板コイルを運搬中､沿岸を移動していた労働者を当該フォークリフ
トの左前輪で轢いた｡

19 5月 14時台 清掃･と畜業
ビルメンテナ
ンス業

墜落､転落 その他の用具
　高さが約１９メートルの建物の屋上からロープを吊るして､屋上からブランコ作業を行
う際に､下降用のロープでないロープにカラビナを掛けて降下したため地上に墜落した｡

20 5月 11時台 清掃･と畜業
その他の廃棄
物処理業

墜落､転落 トラック

　トラックによるゴミ収集作業で､トラックの荷台に乗って次のゴミステーションに移動
するため､発信直後にトラックの後部で異音がしたことに気づいたトラックの運転手が､道
路上に墜落して頭部から出血している被災者を発見し､救急搬送されたが約１週間後に死
亡した｡

21 6月 10時台 製造業
その他の金属
製品製造業

飛来､落下 クレーン

　つり上げ荷重が３０／１０トン級の橋形クレーンで､重さ約２トン､長さ約１２メート
ル､６９２×３００ミリメートルのＨ形鋼材をクランプを使用してつり上げた後にクラン
プを外して走行等の操作をしたところ､１つのクランプがＨ形鋼材に引っ掛かりＨ形鋼材
が崩れてクレーン運転士の腹部上に落下した｡

22 6月 2時台 運輸交通業
一般貨物自動
車運送業

交通事故(道路) トラック

　大型トレーラーを運転中､下り坂カーブを曲がりきれずにガードレールを突き破り､約４
０メートル下の県道に転落し炎上した｡前日の午後２時に事業場を出発し､神戸港で荷を積
載して､翌日午前９時までに神奈川県内の事業場に荷を届けることとなっていたが高速道
路の使用が認められず､一般道で目的地に向かっていた｡

23 7月 16時台 製造業
その他の鉄鋼

業
激突され フォークリフト

　最大荷重が２.９トンのフォークリフトを運転し､トラックの荷台から円盤状の重量３.
１５トンの鋼材スクラップの荷下ろし作業中､フォークリフトが前方に傾くため､フォーク
リフト後部のカウンターウェイトに浮き上がり防止用として載せていた重量０.９４トン
の固定されていない重りが運転席側に倒れ､被災者の背中にのし掛かり､ハンドルとおもり
に腹部がはさまれた｡

24 7月 9時台 製造業
パン､菓子製造

業
はさまれ､巻き
込まれ

エレベータ､リフ
ト

　鋼製搬器を電動チェーンブロックで吊り下げて昇降路内を上下して荷を運搬する装置を
使用し､製品用容器を作業場2階に運搬する作業で､搬器を１階に降ろす操作をしたものの
搬器が下がって来なかったため､状況の確認に作業場2階に上がった被災者が､2階床と搬器
に挟まれた｡

25 7月 19時台 運輸交通業
一般貨物自動
車運送業

墜落､転落 開口部
　建物内の３階でベルトコンベアで廃棄段ボールを搬出中にベルトコンベアの端部の開口
部から１１メートル下の１階の段ボール圧縮機に墜落し､段ボール圧縮機に押しつぶされ
た｡

26 7月 13時台 製造業
その他の金属
製品製造業

はさまれ､巻き
込まれ

クレーン
　つり上げ荷重が４.８４２トンのホイスト式天井クレーンを用いて､梁材にホイストを近
づけようとクレーン操作をしていたところ､被災者の後方から梁材が倒れてきて､作業中の
梁材との間に挟まれた｡
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27 7月 17時台 商業 新聞販売業 交通事故(道路)
乗用車､バス､バイ

ク
　夕刊配達で国道をバイクで走行中､台風による大雨のため道路を通行止めする通行遮断
板に衝突した｡

28 8月 10時台 その他の事業 警備業
高温･低温物と
の接触

高温･低温環境
　鉄道線路脇の除草作業で側道の交通誘導業務中に体調不良を訴え､救急搬送先の病院で
治療を受けていたが翌日の午後に死亡した｡（熱中症）

29 8月 5時台 製造業
製鉄･鉄鋼･圧

延業
墜落､転落

その他の装置､設
備

　トラクターショベルを運転して鉄粉等の原材料をホッパーへ投入する作業のため､配合
槽上部に上って､高さ１.１メートル､中さん２段､金網張りの墜落防止用手すりの内側の開
口部から約４.９メートル下の配合槽内に墜落した｡

30 8月 11時台 建設業
その他の建設

業
感電 送配電線等

　鋼製足場の組み立て作業中の高さ約８.８メートルの足場上で場所で近接した動力配線
に接触し感電した｡

31 8月 5時台 運輸交通業
一般貨物自動
車運送業

交通事故(道路) トラック
　兵庫県から岡山県方面にトラックを運転中に信号待ちで停車していた中型トラックの後
部に追突した｡

32 8月 19時台 建設業
港湾海岸工事

業
墜落､転落 その他の乗物

　運搬船航路にある流木除去のため流木を沖に向かって曳航し､曳航ロープを外す際に海
に転落した｡なお､被災者は救命胴衣を着用していたが死亡が確認された｡

33 9月 11時台 運輸交通業
一般貨物自動
車運送業

墜落､転落 高所作業車
　引越作業でビル４階の窓から高所作業車を使い､書類等が入った荷の段ボール箱を地上
に搬出中､バケット内の被災者が１９個の段ボール箱と伴にビル３階窓付近まで降下した
ところ､荷崩れを起こして荷と伴に約６メートル下の地上に墜落した｡

34 5月 11時台 その他の事業 警備業 交通事故(道路)
乗用車､バス､バイ

ク
　巡回警備のため社用車の軽自動車を運転して県道を走行中､緩やかな右カーブで中央ラ
インを超えたところに､対向車線を走行してきたトラックと正面衝突した｡

35 9月 19時台 運輸交通業
一般貨物自動
車運送業

はさまれ､巻き
込まれ

トラック
　客先の事業場構内で､トラックを出荷バースに接車後､トラックへ積み込み作業中､製品
積載パレットを２枚積み込んだ時に､トラックが前方に動き出したため､トラックを止めよ
うとして前方に回り込んだ際に転倒してトラックの左前輪に轢かれた｡

36 4月 11時台 運輸交通業
一般貨物自動車
運送業

その他 起因物なし
　客先で商品を降ろし､トラックを移動させている途中で冷や汗が出て､車内で動けなくな
り､会社に電話で動けなくなった旨を伝えたが､助けがくるまでに意識を失った｡病院へ搬
送されている間に心肺停止となり､蘇生処置を施されるも､病院にて死亡が確認された

37 9月 13時台 商業 各種商品小売業 転倒 トラック
　商品の配達先において､トラックの荷台からビールケースを持ちながら後ろ向きに下り
る際に､後方に転倒して､地面で頭部を強打して､意識不明であったが､約２週間後に死亡｡

38 10月 11時台 清掃･と畜業
産業廃棄物処

理業
はさまれ､巻き
込まれ

コンベア
　砕いた建築廃材を搬送するベルトコンベア上から廃材を選別する作業で､一旦停止させ
ていたコンベアを再稼働させた直後、被災者はベルトコンベアの下部にあるベルト折り返
しプーリー部に巻き込まれた。

39 10月 8時台 その他の事業 その他の事業 有害物との接触 有害物

　倉庫会社の岸壁に停泊中の貨物船において、品質検査のため、同船に乗り込んでいた被
災者が船倉内で倒れているのを、荷揚げ作業員が発見した。
　なお、貨物船にはトウモロコシが積まれており、発見直後に酸素濃度を測定したとこ
ろ、基準値を下回っていた。

3



事故の型 起因物

月 時間 大分類 小分類 分類項目 小分類
発生状況概要

平 成 27 年 死 亡 災 害 一 覧 表 （確定）広報版

件
数

災害発生 業 種

40 10月 11時台 建設業

鉄骨・鉄筋コ
ンクリート造
家屋建築工事

業

墜落､転落 はしご等
　被災者がはしごを用いて建物２階の外窓のシーリング打替え作業を行っていた時に地上
へ墜落。災害発生時､同僚作業者は高所作業車を用いて２階の別の外窓の作業を行ってい
たため､墜落の瞬間を目撃した者はいない。

41 10月 1時台 商業 新聞販売業 転倒 通路
　車に配達用の新聞を積み込む作業をしていたところ、転倒して後頭部を床に打ち付けた
が、引き続き６時間ほど業務を行い、所定終了時刻にて退社。翌日の朝に病院を受診した
ところ、そのまま入院となり３日後に死亡した。

42 10月 10時台 運輸交通業
一般貨物自動
車運送業

墜落､転落
乗用車､バス､バイ

ク

　被災者が帰宅する前に駐車したトラックに通勤用の自家用車を横付けして屋根に上がっ
て、トラックのコンテナに付いた傷をコンパウンドで磨いていたところ、屋根から墜落し
た。

43 10月 7時台 製造業
その他の金属
製品製造業

はさまれ､巻き
込まれ

フォークリフト

　フォークリフトを運転して、倉庫から出るときにシャッターを閉めようとフォークリフ
トに搭乗したまま体を乗り出して、出入口横にある開閉ボタンを押そうとした時にブレー
キペダルの踏み込みが完全ではなかったため、労働者が体を乗り出したままフォークリフ
トが前進し、シャッター前の衝突防止用ポールとフォークリフト左後部にはさまれた。

44 11月 10時台 清掃･と畜業
その他の産業
廃棄物処理

はさまれ､巻き
込まれ

その他の一般動力
機械

　不燃物を搬出するため、ごみ焼却後に選別され不燃物コンベアに溜まった不燃物をト
ラックの荷台に落とす作業を一人で行うため、脚立に跨った状態で、バンカー底面の水平
に可動する底板とフレームの間に首付近を挟まれているところを定時点検を行っていた労
働者に発見された。

45 11月 14時台 商業
その他の卸売

業
崩壊､倒壊 荷姿の物

　製品である圧縮した古紙の塊(重量:約１トン)を搬出前に工場内で６段に積み上げて保
管していたが、被災者が工場床の清掃作業中に崩壊し、その下敷きとなった。

46 11月 17時台 清掃･と畜業
その他の産業
廃棄物処理

交通事故(道路)
乗用車､バス､バイ

ク

　自社ヤードで雑貨のコンテナ詰めを行い、品物を納入し終わった貨物自動車のヤード出
場を誘導するため片側１車線の県道上に出たところ、走行してきた自動車にはねられ死亡
した。

47 11月 15時台 運輸交通業
一般貨物自動
車運送業

交通事故(道路) トラック
　古紙を積込んだトラックを運転し、愛知県から鳥取県方面に高速道路を走行中、上り線
と本線との合流の左カーブを曲がりきれずに、進行方向の右側壁に衝突した後、車線合流
後の右側壁に再び衝突した。

48 12月 11時台 運輸交通業
一般貨物自動
車運送業

飛来､落下 玉掛用具
　新築工事現場で、つり上げ荷重が４.９トンの移動式クレーンで荷降ろし作業中につり
荷が落下し、破損した部材が付近で別の作業をしていた被災者に当たり、後方に転倒して
後頭部を地面に打ちつけ２日後に死亡した。

49 12月 9時台 建設業
その他の建設

業
墜落､転落

屋根､はり､もや､
けた､合掌

　住宅改修工事において、不要の仮設電線を撤去するため屋根上で作業を行っていた被災
者が、約３０メートル下の１階床に倒れているところを発見された。

50 11月 10時台 農業 農業 交通事故(道路) 人力運搬機
　民家庭先の道路上にて脚立上で剪定作業中､通行中の自転車が脚立にぶつかり脚立ごと
転倒し､入院５日後に死亡した｡

51 5月 0時台 金融・広告業 銀行･信託業 その他 起因物なし 　自殺事案（業務による強い心理的負荷を認めた。）

　※ 平成２８年４月２０日に掲載した一覧表の件数４０～５０の一部に記載誤りがありましたので、再掲載しています。
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