
整理
番号

発生月 事業の種類
事故の型

起因物
災害の概要

1 3月 印刷業

はさまれ、
巻き込まれ

印刷用機械

　事業場内の工場において、当日の印刷作業
が終了した後、被災者と他の労働者の二人で
印刷機械の調整作業中、他の労働者が停止し
ていた同機械の調整後の確認のため運転を開
始したところ、印刷した紙を排出する箇所で、調
整作業を行っていた被災者が、印刷紙を運搬す
る金属製のバーと排出口の間に頸部を挟まれ
た。

2 3月 土木工事業
激突され

立木等

　谷止工設置のための工事現場において、支障
となっていた杉の木を伐倒し、ケーブルクレーン
で搬出しようとしたところ、当該伐倒した杉の木
は、先端部分が地面に突き刺さった状態であ
り、この状態のまま吊り上げたところ、先端付近
が折れ、折れたはずみで玉掛作業をしていた労
働者の頭部に根元部分の先端側が激突した。

3 4月 警備業
交通事故

乗用車

　被災者及び運転者は、軽乗用車で、高速道路
を走行中、トンネル内で当該車両が故障したた
め、車外に出ていた。そこへ、大型トラックが追
突し、当該車両の後方にいた被災者が、大型ト
ラックと当該車両の間に挟まれ、即死した。運転
者も、搬送先の病院にて死亡した。

4 5月 土木工事業
崩壊、倒壊

地山、岩石

　林道脇の法面（高さ２０～３０ｍ）にコンクリート
等を吹き付けて補強する工事現場において、事
前に、法面の成形（浮き石等の除去）作業を
行っていたところ、上部の岩盤が突然崩壊し、
崩壊した岩盤（幅約２ｍ程度）が被災者に衝突
し、その衝撃により、上部で固定していた命綱
のロープも切断され、岩盤とともに地面に墜落し
た。被災者は、墜落した地面で落石の下敷きと
なった。

5 7月 小売業
墜落、転落

はしご等

　労働者二人で社屋の鳥（鳩）の巣を撤去する
ため、移動はしご（２連はしご）を当該建物に立
てかけ、一人が地上ではしごを抑え、被災者が
はしごを昇り、巣の位置等を確認した。確認を終
えて、はしごを降りていたところ、突然、２連はし
ごのロック機構が外れ、不意に上段はしごが下
方にスライドしたため、はしごから墜落し、直下
にあったブロック塀の笠木に腹部を強打した。
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6 7月
貨物自動車運送
業

交通事故

トラック

　被災者が運転する大型トラックが、高速道路
の走行車線を走行中、同車線の前方を走行し
ていた大型トラックに追突した。

7 8月 食料品製造業

墜落、転落

その他の一般動
力機械

　乗用形４輪芝刈り機を使用して会社敷地の草
刈り作業を行っていたところ、芝刈り機とともに
土手から３．４ｍ下の農道に転落し、当該芝刈り
機の下敷きとなった。

8 8月 その他の事業

激突され

その他の動力運
搬機

　乗用の堆肥散布車を使用して農地に堆肥を散
布後、農道沿いで堆肥散布車を単独で洗浄して
いたところ、堆肥散布車とともに、農道脇の法面
下に転落し、当該堆肥散布車の下敷きとなっ
た。

9 8月
金属製品
製造業

飛来、落下

玉掛用具

　耐震用外壁材等（重量1.5トン～1.8トン）を、ホ
イスト式橋形クレーン（無線操作式、つり上げ荷
重5トン）にて、玉掛用具（ハッカー）を介しつり上
げ移動させたところ、荷が玉掛用具から外れ、
クレーンを操作していた被災者に落下した。

10 8月 保険業
交通事故

乗用車

　被災者が営業先へ自転車を使用して移動して
いる途中、何らかの原因により車道に倒れてい
たところ、加害者が運転する自家用の普通乗用
車に轢かれた。
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11 9月 建築工事業
飛来、落下

基礎工事用機械

　建築工事現場において、基礎工事を行う前の
試験掘削を行うため、基礎工事用機械（くい打
機）の組み立て作業中、杭回転埋設用オーガ
（約５トン）を吊り込んだ後に、その下方におい
て、アース・オーガ用のガイド（リーダーガイド）
を取り付けていたところ、突然、杭回転埋設用
オーガが被災者の上に落下した。

12 10月
木造家屋建築工
事業

墜落、転落

屋根、はり、も
や、けた、合掌

　住宅減改築工事現場において、単独で解体作
業の準備等を行っていた被災者が、１階屋根上
もしくは地上から１階屋根上への移動の際、墜
落した。

13 10月 製材業
崩壊、倒壊

木材

　工場内に丸太がはい積みされていた（高さ１．
５ｍ）ところ、突然崩れて、丸太（長さ約４ｍ、直
径約３５ｃｍ）が、付近を通行していた被災者に
激突した。

14 10月 林業
激突され

立木等

　被災者が単独で杉（高さ約２３ｍ、伐根直径約
４５ｃｍ）の間伐作業を行っていたところ、伐倒し
た杉に絡まっていた藤つるが、近くの枯れたク
ルミの木にも絡みついていたため、杉を伐倒し
た際に、クルミの木も藤つるにより引っ張られる
形となって折れ、その折れたクルミの幹が被災
者の頭部を直撃した。

15 10月 旅館業
墜落、転落

はしご等

　被災者と他の労働者の２人で、公道にはみ出
した敷地内のクヌギの木の枝（長さ約１０ｍ）を
切る作業中、はしごに登り、チェーンソーを使用
して枝を切り終えたところで、被災者がはしご上
部でバランスを崩して、高さ約４ｍの位置から地
上に墜落した。
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16 10月
木造家屋建築工
事業

交通事故

トラック

　被災労働者は、高速道路を走行中に単独事
故を起こし、走行車線上に停車していたところ
に、後方から走行してきたトラックに衝突され
た。

17 10月 建築工事業

はさまれ、
巻き込まれ

その他の建設用
機械

　民家解体工事現場において、被災者が屈みこ
み、コンクリートのガラを拾う作業を行っていたと
ころ、被災者の後方から後退してきた建設用機
械（ドラグショベルのアタッチメントをグラップル
に変更したもの）の履帯に轢かれた。

18 10月 建築工事業
墜落、転落

通路

　ビル改修工事に伴う給水管の配管更新工事
において、ビルの屋上に設置されたペントハウ
スの屋根上で、高架水槽につながる管の設置
作業を行っていた被災者が、何らかの理由によ
り、ペントハウスの端に移動したところ、その際
笠木部分から墜落した。

19 11月 卸売業
交通事故

トラック

　軽貨物自動車を運転して配送作業中、下り坂
のゆるいＳ字カーブに差し掛かったところ、何ら
かの原因により道路中央線を横切り、反対車線
の電柱に衝突した。

20 11月 金属製品製造業

はさまれ、巻き込
まれ

その他の一般動
力機械

　建材の塗装の前処理を行う作業場において、
洗浄槽のメンテナンスのため、洗浄槽の内部に
入り、噴射ノズルを外す作業を行っていた被災
者が、洗浄槽から出ていく際に、リフトとカウン
ターウエイトの間に挟まれた。
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21 11月
産業廃棄物処理
業

崩壊、倒壊

その他の仮設
物、建築物、構築
物等

　廃棄物処理取引先の工場の出入口におい
て、レールの上に乗っている工場の鉄製の扉を
閉めようとしたところ、閉める扉を間違えて、手
前にある短いレールに乗っている扉（高さ４．２７
ｍ、幅２．４４ｍ、重量３５０ｋｇ）を奥まで動かそう
と勢いをつけて押したため、上部に取り付けら
れていたストッパーを破損し、当該扉がレール
から外れ倒壊し、それを支えようとして当該扉の
下敷きとなった。

22 12月
貨物自動車運送
業

交通事故

トラック

　被災者は、引越の家財等を４トントラックを使
用して運送中、高速道路をおりて、パーキング
エリアへの進入路を走行していたところ、本線
から約１００ｍ先の右カーブ付近で、運転してい
たトラックが道路左側のガードレールに乗り上
げ、本線下の立体交差部分のコンクリートの壁
面に激突した際、車両と壁との間に挟まれた。

23 12月 建築工事業

墜落、転落

屋根、はり、も
や、けた、合掌

　平屋の工場（鉄骨造）の解体工事現場におい
て、被災者は屋根の上で屋根材（スレート及び
明かり取り用のＦＲＰ製の屋根材）を固定してい
るフックとナットを取り外す作業を行っていたとこ
ろ、明かり取り用のＦＲＰ製の屋根材を踏み抜
き、高さ約１０ｍ下のコンクリート床面に墜落し、
頭部を強打した。

24 12月 建築工事業

はさまれ、巻き込
まれ

その他の金属加
工用機械

　資材置場において、一人でねじ切り機を用い
て、個人住宅用の水道管のねじ切り作業を行っ
ていたところ、ねじ切り機の回転部に着衣を巻
き込まれた。

25 12月 土木工事業
激突され

掘削用機械

　被災者は他の作業者３名とともに、パワーショ
ベルを使用し、河川内の用水路の取水口に堆
積した土砂を除去する作業をしていた。パワー・
ショベルのバケットが届かない箇所の土砂を搬
出するため、作業者がスコップで土砂をすくい、
バケットに投入した。バケットが満杯になったた
め、パワー・ショベルの運転者が、土砂を搬出し
ようと、パワー・ショベルのアームを左に旋回さ
せた際、旋回範囲内に立ち入った被災者にバ
ケットが激突した。


