
道路貨物運送業における労働災害一覧
（長野県、令和３年、休業1ヶ月（30日）以上（死亡４件は含まない） 全89件）

【墜落、転落】
事故の型 起因物 災害の概要 傷病性質 傷病部位 発生年

月
時台 経験期

間
休業見
込期間

墜落、転落 トラック トラック荷台から荷物を降ろすために荷物を引っ張った
際、降雨により足を滑らせ荷台から転落した。

骨折 もも R3.12 15時台 15年 60日

墜落、転落 トラック トラックの荷台でシート掛けを作業中に、後方のアオリに
足をかけてシートを引っ張った際、足を滑らせ転落した。

骨折 骨盤部 R3.11 2時台 3年 4ヶ月

墜落、転落 トラック 2ｔトラックで荷降ろし中に足を滑らせ荷台から転落した。 骨折 手首 R3.9 9時台 3年 3ヶ月

墜落、転落 トラック 車輛を停車し運転席より降車際、ステップから足をふみは
ずし、転落した。

骨折 頭部と胴
体、頭部と
肢体

R3.11 16時台 2年 3ヶ月

墜落、転落 トラック 鉄骨の荷下ろし作業中、荷台の上で誤って足を滑らせ地
面に転落した。

骨折 その他の
複合部位

R3.10 8時台 5年 2ヶ月

墜落、転落 トラック 右手に物を持ちながら、トラックの荷台に上るとした際、積
荷のブロックを左手でつかみ荷台に上ろうとした際、左手
が滑り、後方へ転落した。

骨折 胴体と肢体 R3.9 14時台 3年 2ヶ月

墜落、転落 トラック トラックの荷下ろし準備で荷台のアオリのへりの部分に
乗って緩衝材を動かそうとした際、足が滑り転落した。

骨折 頭部と胴
体、頭部と
肢体

R3.12 5時台 3ヶ月 1ヶ月

墜落、転落 トラック トラックにオガ粉を積み、荷台最後部のヘリに沿ってオガ
粉を踏み固め、運転席後方の隅で方向転換しようと身体
の向きを変えようとした際、足を滑らせ、荷台から転落し

骨折 足 R3.1 8時台 2年 3ヶ月

墜落、転落 トラック トラックの荷台のウイングを開放し、アオリを地面と水平に
なるように固定した状態で、荷締めベルトのラチェットを操
作する為、荷台上の荷物に登り足を掛けた際、荷物がぐ
らつき、バランスを崩し、地面まで転落した。

骨折 下肢中の
複合部位

R3.6 15時台 3年 2ヶ月

墜落、転落 トラック トラック積載の棒鋼を荷下ろしする為、荷台に上がり玉掛
をする隙間を両手で鉄バールを持ち空けようとした際、
バールがすっぽ抜けバランスを崩し荷台から地面に転落
した。

骨折 足 R3.6 8時台 4年 4ヶ月

墜落、転落 トラック トラックの積荷卸作業で荷台に上がろうとした際、荷台に
立てかけてあったコンパネが倒れ、一緒に地面に転落し
た。

骨折 頭部と胴
体、頭部と
肢体

R3.9 4時台 24年 1ヶ月

墜落、転落 トラック 2ｔトラックの荷台上で足を踏み外し、リアステップと車体の
間に大腿部が挟まった姿勢で転落した。

打撲傷（皮膚
の剥離、擦過
傷、挫傷及び
血腫を含む）

もも R3.3 18時台 1ヶ月 2ヶ月

墜落、転落 トラック 飼料の積込み作業を終了し降車しようと荷台の縁に足を
掛けた際、降雨のために足を滑らせ荷台から転落した。

打撲傷（皮膚
の剥離、擦過
傷、挫傷及び
血腫を含む）

もも R3.12 11時台 6年 30日

墜落、転落 トラック 10ｔトラックの荷台で積み込み作業中に、荷を積み終え荷
台から降りようとした際、雨に濡れた荷台の縁で足を滑ら
せてバランスを崩し地面に転落した。

骨折 足 R3.3 12時台 6年 3ヶ月

墜落、転落 トラック トラックの荷台でパレットが載ったコンテナをカギ棒で引き
寄せていた際、カギ棒が外れ引張っていた勢いで荷台か
ら後ろ向きに転落した。

骨折 足 R3.11 21時台 8年 2ヶ月

墜落、転落 トラック トラックの荷物確認作業中アオリの上で作業を行い、足を
踏みはずし地面に転落した。

骨折 頚部 R3.3 15時台 1ヶ月 1ヶ月

墜落、転落 トラック 大型車の左サイドドアから後ろ向きに三点支持にて降りる
際、ドア枠の溝に踵が引っ掛かりバランスを崩し、転落し
た。

骨折 上肢と下肢 R3.6 8時台 3年 2ヶ月

墜落、転落 トラック パレットの荷下ろしを行おうとトラックコンテナ内で積載さ
れたパレットを鍵棒で後方に引いていた際、足を滑らせバ
ランスを崩し、転落した。

骨折 上膊 R3.12 2時台 9年 30日

墜落、転落 トラック 荷降ろしをするためにトラック荷台からテールゲートリフ
ター上にロールボックスパレットを移動する際、テール
ゲートリフターのストッパーに足が引っ掛かり、パレットご
と地面に転落した。

骨折 背部 R3.1 6時台 9ヶ月 2ヶ月

墜落、転落 トラック トラックの荷下ろし終了後、架台の上にラッシングを掛け
ようとした際、雨に濡れていたため足が滑り荷台から転落
した。

骨折 背部 R3.12 8時台 8年 1ヶ月

墜落、転落 その他の
仮設物、建
築物、構築
物等

柵に格納してある商品を取ろうとしてラック中段（高さ
1m10㎝）に上り商品をおろし、ラックから降りる際、床で足
が滑り転落した。

打撲傷（皮膚
の剥離、擦過
傷、挫傷及び
血腫を含む）

頭蓋部 R3.2 14時台 8年 1ヶ月

墜落、転落 その他の
仮設物、建
築物、構築
物等

フォークリフトで搬入した商品をバース上で奥に移動させ
ようとした際、足を滑らせバースから地面に転落した。

打撲傷（皮膚
の剥離、擦過
傷、挫傷及び
血腫を含む）

肩 R3.5 3時台 2年 1ヶ月



墜落、転落 はしご等 大型ミキサー車後部の生コンホッパーを洗浄する作業で
タラップを上る際に、手すりと洗浄ホースを持った状態で
安全帯のフックを掛けようとし最上段タラップで足を滑らせ
バランスを崩し墜落した。

骨折 骨盤部 R3.6 8時台 1ヶ月 6ヶ月

墜落、転落 フォークリ
フト

軒裏の鳩の巣を処理するため、重ねたパレットの上に被
災者が乗り、これをフォークリフトで持ち上げ、作業してい
たところ、運転者が用具を取りに行くため運転室を離れた
ところ、斜面に停止していた当該フォークリフトが一掃し、
パレットから転落した。

骨折 頭部と胴
体、頭部と
肢体

R3.11 8時台 26年 60日

墜落、転落 フォークリ
フト

荷卸し作業開始時、ファークリフトのツメをトラック荷台床
面と同じ高さをあわせ、ツメに乗って作業をした際、滑って
地面に転落した。

打撲傷（皮膚
の剥離、擦過
傷、挫傷及び
血腫を含む）

頭部と胴
体、頭部と
肢体

R3.5 8時台 20年 1ヶ月

墜落、転落 階段、桟橋 2階事務所より書類を見ながら階段を下りている際に、残
り2、３段のところで踏み外し転落した。

骨折 足首 R3.10 13時台 30年 6週

墜落、転落 作業床、歩
み板

トラックをホームに横付けして積込みしていた際、ホームと
トラックの間の20㎝ほどの隙間に足が転落した。

骨折 足 R3.11 8時台 3ヶ月 30日

【動作の反動、無理な動作】
事故の型 起因物 災害の概要 傷病性質 傷病部位 発生年

月
時台 経験期

間
休業見
込期間

動作の反
動、無理な
動作

トラック ローリ車両を駐車場に停車し、車両後方にある操作室で
バルブを確認しステップから降りる際、足を踏み外して足
首を捻った。

骨折 足 R3.4 12時台 8年 1ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

トラック 12ｔトラックの運転席から降りようとした際に、右足を上か
ら１段目ステップにかけ、左足を２段目ステップにかけたと
思い体重移動を行った際、左足がステップにかかっておら
ず地面まで足が伸びきり、膝に激痛が走り負傷した。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

ひざ R3.5 21時台 3年 3ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

フォークリ
フト

倉庫入口でフォークリフト作業を行っていたが、フォークリ
フトから降車する際に前向きに下車してしまい足首を捻る
ように着地し損傷した。

骨折 足指 R3.6 10時台 32年 2ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

荷姿の物 重い荷物を台車に積んでいる際、突然腰に激痛があっ
た。

負傷による腰
痛

骨盤部 R3.1 4時台 6ヶ月 1ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

荷姿の物 引越し作業で、２人でチェスト（タンス）を階段で降ろしてい
る際、下から３～４段目で段を踏み外し体制を崩した。下
で支え落とさないように耐えて力を入れた足を負傷した。

骨折 足指 R3.4 16時台 25年 30日

動作の反
動、無理な
動作

荷姿の物 大型トラックにドラム缶を積み込む作業で、荷台の上でド
ラム缶を抱え奥の方に移動する際、右肩を捻った状態に
なり肩を損傷した。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

肩 R3.1 13時台 5年 3ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

荷姿の物 工場敷地内で、1L牛乳パック12本入りクレートをトラックに
積み込む作業中に5段目のクレートを床に降ろす際、腰に
強い痛みを感じた。

負傷による腰
痛

骨盤部 R3.9 8時台 3年 2ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

起因物なし 県外にある顧客事業所においてラッシングベルトを用いた
積み荷の荷積みの際に、右手でバックルを持ち上げたと
きに痛みを覚えた。翌日、別事業所で荷下ろしのためラッ
シングベルトを緩めた際に激痛が走った。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

肩 R3.3 11時台 8年 3ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

起因物なし 集配中に配達を終え車輛に走って戻る際、アスファルトの
路面で足を捻りじん帯を断裂した。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

足首 R3.5 9時台 2年 31日

動作の反
動、無理な
動作

起因物なし トラックの荷台から大きな荷物（29㎏）を降ろす際、持ち上
げた時に腰に負担がかかり負傷した。

負傷による腰
痛

骨盤部 R3.7 13時台 7ヶ月 34日

動作の反
動、無理な
動作

起因物なし トラックの荷台に荷物を積み込む作業中、コンテナーに積
まれた商品をジョルダーで押し入れていた際、ジョルダー
の動きが悪く、普段より力強く押したところ腰を痛めた。

負傷による腰
痛

骨盤部 R3.8 10時台 6年 1ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

起因物なし 高さ50㎝のホーム上の荷物を取ろうとして左膝を防舷ゴ
ムにつけ、右足はホーム上に置き、前傾姿勢で腕を伸ば
し荷物を取ろうとした際に、左膝を損傷した。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

ひざ R3.6 14時台 1ヶ月 6ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

起因物なし 商品をパレットから６輪カートラックに移す際、中腰の体勢
で作業を行っていた為、腰に強い違和感と痛みが発生し
た。

負傷による腰
痛

骨盤部 R3.6 15時台 11年 1ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

人力運搬
機

トラックの荷台からゲートリフターを利用し、かご台車を降
ろす際、左足でゲートストッパーを踏んで解除、踏ん張っ
た右足のアキレス腱を断裂した。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

足首 R3.9 7時台 8年 90日

動作の反
動、無理な
動作

人力運搬
機

配送業務中にトラックの荷台から荷物のカゴ車を勢いよく
引っ張った際、右膝を捻った。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

ひざ R3.2 3時台 7年 1ヶ月

動作の反
動、無理な
動作

人力運搬
機

トラック荷台から降りる際に、足元に置いてあった平台車
の隅を踏んでしまいバランスを崩し、足を捻った。

骨折 足 R3.7 11時台 6年 30日



動作の反
動、無理な
動作

通路 大型トラックから降車する際に、足を捻ってしまった。 骨折 足 R3.7 10時台 19ヶ月 60日

【転倒】
事故の型 起因物 災害の概要 傷病性質 傷病部位 発生年

月
時台 経験期

間
休業見
込期間

転倒 通路 トラックの運転席から自分の荷物を持ちながら降りた際、
地面がくぼんでおりバランスを崩し転倒した。

骨折 足 R3.3 16時台 7年 3ヶ月

転倒 通路 洗車場でトラックを洗車している際、地面の凍結により
滑って後ろ向きに転倒した。

打撲傷（皮膚
の剥離、擦過
傷、挫傷及び
血腫を含む）

頭蓋部 R3.1 11時台 6年 3ヶ月

転倒 通路 ピッキング作業中にパレットの隙間を歩いて部材をピッキ
ングした後、通路に戻る際、パレットの隙間に安全靴が
引っ掛かり転倒した。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

上肢と下肢 R3.12 14時台 2ヶ月 1ヶ月

転倒 通路 洗車場で洗車終了後に車両の運転席に乗ろうした際、洗
車機稼働のためのレール溝につま先が落ち、靴ごと引っ
掛かったことで体のバランスを崩し前方に転倒した。

骨折 足指 R3.6 13時台 3年 5週

転倒 通路 コンテナ車の庫内洗車を行う為、運転席から車両後方に
移動した際、路面の凍結箇所で足を滑らせ転倒した。

骨折 足首 R3.1 18時台 4年 2ヶ月

転倒 通路 納品作業中、荷物を店内に降ろし車両に戻る際、雨で濡
れた床に足を滑らせ転倒した。

骨折 足 R3.6 15時台 4年 3ヶ月

転倒 階段、桟橋 倉庫内で荷物の整理を行った際、倉庫外にある段差を踏
み外し転倒、右足を損傷した。

骨折 足指 R3.2 14時台 42年 1ヶ月

転倒 階段、桟橋 駐車場の除雪作業中にトイレに行く階段に雪が積もって
おり、足が滑って転倒した。

打撲傷（皮膚
の剥離、擦過
傷、挫傷及び
血腫を含む）

もも R3.2 5時台 7年 1ヶ月

転倒 階段、桟橋 住宅地に荷物を抱えながら走っていた際、住宅敷地内の
地面の段差に躓き転倒した。

骨折 ひざ R3.12 10時台 3ヶ月 4ヶ月

転倒 トラック 集荷荷物を荷台に積み込む際、靴紐の結び目の輪が荷
台の観音扉のキャッチに引っ掛かり転倒した。

打撲傷（皮膚
の剥離、擦過
傷、挫傷及び
血腫を含む）

ひざ R3.12 16時台 6ヶ月 90日

転倒 トラック カゴ車をトラックの荷台から店舗プラットフォームに降ろし
た直後、雨天だったこともあり足元が滑りトラックゲートに
つまづき転倒した。

骨折 ひざ R3.7 5時台 7ヶ月 1ヶ月

転倒 トラック トラック後方の観音扉を開けたところパレット商品がずれ
ており、荷台に入りハンドリフトで、ずれていたパレットを
直していた際、荷台の灯りを付けずに作業した為、床に落
ちていた段ボール片で足を滑らせ転倒した。

骨折 ひじ R3.2 4時台 24年 1ヶ月

転倒 その他の
環境等

道の駅のトイレに行く際、通路が雪、氷面となっておりつ
まずき転倒した。

創傷（切創、
裂創、刺創及
び挫滅傷を含
む）

手 R3.12 18時台 4年 3ヶ月

転倒 その他の
環境等

倉庫敷地内北側駐車場に車を止めて、手に荷物を持って
倉庫入口に向かう際、路面が凍結しブラックアイスバーン
状態になっていることに気づかず転倒した。

打撲傷（皮膚
の剥離、擦過
傷、挫傷及び
血腫を含む）

頭蓋部 R3.1 11時台 1年 1ヶ月

【はさまれ、巻き込まれ】
事故の型 起因物 災害の概要 傷病性質 傷病部位 発生年

月
時台 経験期

間
休業見
込期間

はさまれ、
巻き込ま
れ

フォークリ
フト

パレットにバラ積みした商品を積み込む為、フォークリフト
を車両後部に接近し停止していた際、ギヤが入ったままク
ラッチから足を離してしまいフォークリフトが前進し、積み
込み作業を始めていた作業者の足がパレットと車両後部
のステップにはさまれた。

打撲傷（皮膚
の剥離、擦過
傷、挫傷及び
血腫を含む）

すね R3.2 11時台 9年 30日

はさまれ、
巻き込ま
れ

フォークリ
フト

運転手がフォークリフトでトラックに荷を積み終え後退して
いる際、作業を見ていた被害者が誤ってフォークリフトの
走行ラインに入り接触し、足を轢かれた。

骨折 足指 R3.12 18時台 6年 2ヶ月

はさまれ、
巻き込ま
れ

フォークリ
フト

構内で積込作業中に、後退して来たフォークリフトが別の
フォークリフトに背後から追突し弾みで倒れた作業員が後
輪に足首を轢かれた。

骨折 足首 R3.11 23時台 5年 4ヶ月

はさまれ、
巻き込ま
れ

フォークリ
フト

鋼管パイプをフォークリフトで吊り上げ作業中に、傾斜地
で停車したので製品が動き出した。作業者が咄嗟に手で
押さえたが、リフトマンが吊り上げていた鋼管パイプを下
げた為、手を挟んだ。

骨折 手 R3.8 9時台 1ヶ月 3ヶ月

はさまれ、
巻き込ま
れ

トラック トラックの荷下ろしを片側終了し、ウイングとアオリを閉め
る際、アオリの端部分を横方向から左手でつかんで上げ
てしまった為、柱とアオリの間に指を巻き込んではさん
だ。

骨折 指 R3.11 9時台 3年 2ヶ月



はさまれ、
巻き込ま
れ

トラック ごみの回収作業中にホッパーに異物がはさまり、ホッ
パーを上げた状態で中央部の異物を取り除いた。運転手
は作業が終了したと思いホッパーを下げた際、他の異物
を取り除いていた作業者の腕がホッパーにはさまれた。

骨折 前膊 R3.11 15時台 15年 60日

はさまれ、
巻き込ま
れ

トラック トラックの積み込みが終了し、パワーゲートを格納するた
め、ゲートの先端を持ち折りたたむ動作と、ゲートを上げ
る動作を同時にリモコンで操作した際、ゲート先端とクッ
ションゴムに指を挟み損傷した。

骨折 指 R3.7 13時台 1年 6週

はさまれ、
巻き込ま
れ

その他の
仮設物、建
築物、構築
物等

荷物を積み込んだ後、シャッターを閉める際に、本来は
シャッターを下げるロープ及び、シャッターの取手をそれ
ぞれ持って閉めることになっているが、片手でシャッター
パネルの隙間に指を掛けたまま閉めた為、指を挟み負傷
した。

骨折 指 R3.9 7時台 7年 1ヶ月

はさまれ、
巻き込ま
れ

その他の
用具

傾斜のある路上で2名作業により、トラックの荷台から
フォークリフトでパレットに載った荷物を降ろそうとした際
に、パレット下部とローラーに指を挟まれた。

創傷（切創、
裂創、刺創及
び挫滅傷を含
む）

指 R3.7 9時台 1年 1ヶ月

はさまれ、
巻き込ま
れ

荷姿の物 商品の入った什器（約2.5㎏）を３個重ねた状態で持ち上
げ、別の台車に降ろす際、重さに耐えきれず勢いが付い
たまま降ろした為、台車床部と什器の間に右手をはさま
込んだ。

骨折 指 R3.4 18時台 4ヶ月 1ヶ月

はさまれ、
巻き込ま
れ

作業床、歩
み板

ローリーシェルター上に両足を乗せスイングステージの昇
降レバーを操作したところ左足がランニングボード側に滑
り落ち、下降してきたスイングステージに左足のすね付近
が挟まれた。

骨折 足首 R3.6 6時台 1年 6週

はさまれ、
巻き込ま

人力運搬
機

パレット商品をトラック荷台からハンドリフトを使い降ろす
際、足が滑り転倒、ハンドリフトのタイヤで足を轢いた。

骨折 足 R3.4 6時台 16ヶ月 2ヶ月

【激突/激突され】
事故の型 起因物 災害の概要 傷病性質 傷病部位 発生年

月
時台 経験期

間
休業見
込期間

激突 トラック トラックヤードでトレーラーの荷物積み下ろし作業中にバ
ランスを崩し荷台から飛び降りた際、両足を地面に激突し
た。

骨折 足 R3.11 17時台 30年 6ヶ月

激突 トラック 配達先から走って荷台のそばに来た際、道路に散らばっ
ていた砂利に左足を滑らせて、開けていたトラックの観音
扉の取手に左脇腹を激突した。

骨折 胸部 R3.4 14時台 2年 30日

激突 トラック 引越し作業中にトラックの荷台から２人でタンスを降ろす
作業でタンスを持ち飛び降りた際、庭の砂利と木の縁の
間に左足を置いたところ、段差にはまり左足首を捻った。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

足首 R3.5 10時台 7年 30日

激突 トラック ４ｔトラックの荷下ろし終了後、アオリを閉じ降車する為、荷
台中央部のアオリを跨ぎ両足を外に出した状態で、一旦
アオリに腰掛け、そのまま前方に飛び降りた際、未舗装
路面であったため着地でバランスを崩し足を捻った。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

足首 R3.4 8時台 26年 6週

激突 トラック 荷卸し作業で、トラック庫内の上段より荷物（30㎏）を取
り、降りようとした際、荷物の重みでバランスを崩し、満載
状態の荷台に足を置くスペースが無かった為、荷台から
飛び降り、着地した足を捻った。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

足首 R3.4 9時台 1年 6週

激突され トラック トラック荷台の積荷積替え作業でアオリを切ろうとした際、
積荷が外側に転倒しアオリに負荷が掛り解放してしまい、
頭部にアオリが激突した。

頭頚部外傷
症候群（いわ
ゆる「むち打
ち症」）

その他の
複合部位

R3.6 15時台 3年 1ヶ月

激突され 人力運搬
機

折り畳まれたロールボックスを保管場所より一人で移動
する際、キャスターがアスファルトの継ぎ目にはまり、ロー
ルボックスが倒れ下敷きになり負傷した。

骨折 骨盤部 R3.12 5時台 4年 1ヶ月

激突され 人力運搬
機

ロールボックスパレットをトラックの荷台から自車ゲートを
利用し降ろそうとした際、誤ってゲートストッパーを踏み、
畳んでしまい滑り落ちてきたパレットを止めようとしたとこ
ろ左半身に重みがかかり負傷した。

骨折 胴体と肢体 R3.4 12時台 8年 1ヶ月

激突 その他の
環境等

トレーラーに材料を積む段取りをしていて品物を見て降り
る際、雪のため足元が滑り転倒した。

骨折 もも R3.1 10時台 20年 2ヶ月

激突 その他の
用具

ホーム上から路上に降りる際、重ねたパレットに足が引っ
掛かり前かがみに、激突した。

骨折 胸部 R3.11 9時台 3年 1ヶ月

激突され フォークリ
フト

仕分け作業中に、別作業員の乗ったフォークリフトの後方
でゴミを拾おうと中腰姿勢でいた際、フォークリフト運転者
の死角となり後退してきたリフト左後部タイヤに足をひか
れた。

骨折 足 R3.3 15時台 9ヶ月 1ヶ月

激突 荷姿の物 トラックの荷下ろし作業で、荷台のジョルダーにより商品を
引っ張り出しすぎ落ちそうになった際、体当たりで抑えよう
と激突し左腕を負傷した。

骨折 前膊 R3.9 1時台 6ヶ月 1ヶ月

激突 地山、岩石 荷物の積替え作業中、荷物を上段に積んだ後、荷物上段
より飛び降りた際、着地した地面に激突し踵を負傷した。

骨折 足 R3.1 9時台 1年 1ヶ月

【その他（崩壊・倒壊、飛来・落下、切れ・こすれ）】



事故の型 起因物 災害の概要 傷病性質 傷病部位 発生年
月

時台 経験期
間

休業見
込期間

崩壊、倒壊 荷姿の物 トラック荷台の材木を積替えする作業で、３列に積んで
あった一番左の材木をユニックで吊り上げたところ、真ん
中の列の材木が崩れ、材木とガードレールの間に足を挟
まれた。

骨折 足首 R3.6 7時台 5年 2ヶ月

崩壊、倒壊 荷姿の物 トラックの荷台後方で小箱をおろそうとした際、周辺部の
商品が荷崩れを起こし立て掛けてあった鉄板も一緒に倒
れてきて足に当たり負傷した。

骨折 足指 R3.9 22時台 7年 2ヶ月

崩壊、倒壊 人力運搬
機

製品を積込む時に台車が渡し板に差しかかった時に、上
がりきらなかったので引っ張り戻した際、斜めに引っ張っ
たため台車のバランスが崩れ横転を防ごうと体で支えた
が横転し、荷物の下敷きになった。

骨折 胸部 R3.9 7時台 1ヶ月 1ヶ月

飛来、落下 その他の
用具

野菜の仕分け作業中にパレットを落下させて、左足の甲
の靭帯を損傷した。

関節の障害
（捻挫、亜脱
臼及び転位を
含む）

足 R3.7 5時台 3年 2ヶ月

飛来、落下 人力運搬
機

籠台車を使用しホームからトラックの荷台で荷物の入れ
込み作業で、ホームと荷台の間に隙間があった為、コン
パネを使用しており、台車のキャスターが引っ掛かって積
んであった荷物が腰に落下し損傷した。

骨折 骨盤部 R3.5 22時台 5年 6ヶ月

切れ、こす
れ

その他の
用具

10ｔトラックの荷下ろし作業中、資材梱包の金属バンドを
はずす手伝いをしていた。シール状のバンドを外すため
左手だけ軍手を外し金属バンドを握っていた為、後方に
転倒した際に指を負傷した。

創傷（切創、
裂創、刺創及
び挫滅傷を含
む）

指 R3.10 12時台 10年 1ヶ月

出典：労働者死傷病報告をもとに長野労働局労働基準部健康安全課が作成（令和4年6月）


