
確定版

番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

1 5月 その他の金属製品製造業 男 50代 作業者・技能者 33年 墜落、転落 作業床、歩み板

　洗浄工場において、コイル状の鉄線の洗
浄作業を行っていた際に、水温約７０度
の強アルカリ性の溶液の入った槽に転落し
た。

2 11月 その他の鉄鋼業 男 30代 作業者・技能者 6ヶ月 はさまれ、
巻き込まれ シャー

　スクラップシャー（能力１，２５０ｔ、
刃幅２．５ｍ）を使用し、金属製角材の
切断作業中、刃部の状態確認のため、刃
部手前にある材料押さえ（幅２．５ｍ、
厚さ０．８７ｍ、押し付け力６００ｔ）
の直下に立ち入ったところ、自動運転により
下降してきた当該材料押さえに、上半身を
挟まれた。

3 11月 パルプ・紙製造業 男 40代 管理者 25年 はさまれ、
巻き込まれ コンベア

　再生紙の原料をホッパーに投入するため
の傾斜ベルトコンベア（幅１．５ｍ）のベ
ルトが非駆動側に偏ったため、ベルトコンベ
アの運転スイッチを入れて稼働させ１人で
ベルトコンベアの真下にある囲いの中に入り
点検していたところ、ローラーに頭部を挟ま
れた。

4 12月 製鉄・製鋼・圧延業 男 20代 作業者・技能者 3年 はさまれ、
巻き込まれ

その他の
一般動力機械

　金属加工用機械の作動に不具合が生じ
たため、稼働させるための油圧装置の間
（約０．５３ｍ）で点検をしていた際
に、別の労働者が作業をしやすいように機
械の間隔を広げようと油圧装置を操作した
ところ、機械の間に挟まれた。

製　　　　造　　　　業

令和３年　死亡災害発生の概要

大阪労働局　労働基準部　安全課
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番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

1 1月 電気通信工事業 男 50代 電工 30年 交通事故
（道路） トラック

　高速道路の合流部付近において、標識
等補修工事行っていたところ、工事規制区
域内に侵入してきた一般通行車両（２ｔ
トラック）に追突された。

2 2月 その他の建設業 男 20代 電工 7年 墜落、転落 建築物、構築物

　鉄塔のアーム上（高さ約８６ｍ）におい
て、塗装作業等に使用する部材の受け取
り、取り付け作業に従事していたところ、地
上へ墜落した。

3 3月 その他の建築工事業 男 20代 解体工 4ヶ月 崩壊、倒壊 建築物、構築物

　３階建て木造住宅解体のため、１階で
解体作業を手ばらしで行っていたところ、２
階の床が崩落し下敷きとなった。

4 6月 鉄骨・鉄筋コンクリート造
家屋建築工事業 男 60代 左官 4７年 墜落、転落 はしご等

　天井補修工事のため、高さ０．９ｍの
簡易作業台（立馬に木製足場板を固定
したもの）に上り、天井にモルタルを塗る作
業を一人で行っていたが、床に仰向けで倒
れているところを同僚に発見された。

5 7月 建築設備工事業 男 30代 配管工 8年 感電 その他の電気設備

　テナントビルの地下給水ピット内で破損し
た給水管を取換る緊急工事を実施後、給
水ポンプを稼働させたところ、管の接着が不
十分であったため管が抜け水が噴き出し、
取外していたポンプ制御盤ともども水を被っ
たため、濡れたまま水を被った制御盤の短
絡作業中に感電した。

6 7月 鉄骨・鉄筋コンクリート造
家屋建築工事業 男 50代 管理者 32年 墜落、転落 建築物、構築物

　学校の外壁他改修工事（保全改修第
Ⅳ期工事）にて、屋上防水作業の施工
管理中、パラペットに侵入した生徒が飛び
降りた際、助けようとし高さ約１１．５ｍ
から墜落した。

7 8月 道路建設工事業 男 40代 土工 1ヶ月 高温・低温の
物との接触 高温・低温環境

　炎天下の国道改良工事の現場におい
て、ポリエチレン管の組立て作業をしていた
ところ、熱中症を発症した。

8 9月 その他の建築工事業 男 50代 屋根ふき工 33年 墜落、転落 屋根、はり、もや、
けた、合掌

　倉庫の屋根のテント張替え作業中に、隣
接する事務所のスレートを踏み抜いて３．
６ｍ墜落した。

9 9月 その他の建設業 男 30代 解体工 1ヶ月 感電 送配電線等
　高さ約５mの足場上で看板撤去作業
中、足場に近接した電線に触れ感電し、
墜落した。

10 10月 鉄骨・鉄筋コンクリート造
家屋建築工事業 男 60代 土工 33年 崩壊、倒壊 地山、岩石

　マンホール２か所の間に雨水排水管
（塩ビ管）を新設するため、ドラグショベル
を用いて表面のアスファルト舗装を剥がし、
幅約０．７m、奥行約５．１mの範囲
を深さ約１．９５mまで掘削勾配９０度
で溝掘削した溝内でマンホール側面の穴に
挿し込んだ雨水排水管の接続部分を確認
していたところ、片側の掘削面が全面的に
崩壊した。

建　　　　設　　　　業
令和３年　死亡災害発生の概要

大阪労働局　労働基準部　安全課



番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

11 10月 木造家屋建築工事業 男 70代 作業者・技能者 50年 墜落、転落 はしご等

　民家のリフォーム工事において、屋根上で
屋根吹き替えの補助作業を行っていたが、
休憩のため２階屋根にかけられていた荷揚
機のレールをはしごとして降りている際に墜
落した。

12 11月 その他の土木工事業 男 50代 作業者・技能者 2年 はさまれ、
巻き込まれ 混合機、粉砕機

　擁壁下部地盤改良工事の打設終了後
の１ｔ練りコンクリートミキサー内部を清掃
中、プラント作業員がミキサーの羽根に巻き
込まれた。

13 11月 鉄骨・鉄筋コンクリート造
家屋建築工事業 男 70代 溶接工 20年 墜落、転落 開口部

　躯体の１階において、スロープ用フレーム
の鋼板の設置作業中、スラブ開口部
（１．９５ｍ×0.５５ｍ）から、養生蓋
板とともに、約４．２ｍ下の地下１階コン
クリート床に墜落した。

14 12月 その他の建設業 男 70代 作業者・技能者 50年 墜落、転落 屋根、はり、もや、
けた、合掌

　強風で鉄板がずれた屋根破損部の修繕
の依頼を受けたため、下見に他１名と現場
にきていたが、目視のみでよいところスレート
屋根上に乗り移って８．６ｍ下の１階工
場床面に墜落した。

15 12月 道路建設工事業 男 40代 管理者 17年 交通事故
（道路） トラック

　道路補修工事の現場の施工写真を道
路上で撮影中に、後方から来た貨物自動
車にはねられた。
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番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

1 1月 一般貨物自動車運送業 男 50代 貨物自動車運転者 6ヶ月 飛来、落下 玉掛用具

　建設現場にて、つり荷の近くで移動式ク
レーン（無線式　２．６ｔ）を操作し、
資材（木材約５００ｋｇ）を移動して
いたところ、玉掛用繊維ロープから資材が落
下し下敷きになった。

2 1月 一般貨物自動車運送業 女 50代 作業者・技能者 10ヶ月 転倒 その他の仮設物、
建築物、構築物等

　事業場内で出荷パレット上の荷物の荷崩
れ防止のため、フィルムでラッピングを行って
いたところ足元のブロックにつまづき転倒し、
左大腿骨を骨折、手術のため診療機関で
入院加療していたが、合併症を発症した。

3 3月 一般貨物自動車運送業 男 30代 営業・販売関連事務員 2年 交通事故
（道路）

乗用車、
バス、バイク

　営業活動のため乗用車で高速道路を走
行中、渋滞の列の最後方に止まっている大
型トラックに追突した。

4 4月 一般貨物自動車運送業 男 40代 貨物自動車運転者 18年 交通事故
（道路） トラック

　８ｔトラックで国道を走行中、緩やかな
左カーブに差し掛かった際に対向車線に大
きくはみ出し、対向車線を走行してきた２
４ｔトラックと正面衝突した。

5 4月 一般貨物自動車運送業 男 50代 運転者 4年 墜落、転落 トラック

　一人でトラックの荷台に上がり、運送物をシー
トで覆い固定する作業を行っていたが、「ドン」と
大きな音がしたため他の作業員がそこへ行くと、
地上に倒れていた。

6 4月 ハイヤー・タクシー業 男 50代 乗用自動車運転者 28年 その他 その他の起因物

　勤務終了後に体調不良となり、診療機関で
ＰＣＲ検査を実施し、「陽性」と判断され、保
健所の指示により自宅待機を行っていたが死亡
した。

7 4月 ハイヤー・タクシー業 男 60代 乗用自動車運転者 22年 その他 その他の起因物

　発熱による体調不良のため、翌日にＰＣＲ
検査を受検したところ陽性判定となり、ホテル療
養を開始したが発熱が５日間続いたため、病
院に入院するも死亡した。

8 5月 一般貨物自動車運送業 男 50代 運転者 25年 墜落、転落 トラック

　中古車を船積みするため、キャリアカー
（トレーラー）から車を降ろしていたが、キャ
リアカーの横にうつぶせで倒れているところを
同僚の作業者に発見された。

9 5月 一般貨物自動車運送業 男 60代 貨物自動車運転者 30年 交通事故
（道路） トラック

　トラックで高速道路を走行中、工事渋滞のた
め追い越し車線で停車中のトラックに気付くのが
遅れ、玉突き衝突した後中央分離帯に激突し
た。

10 5月 ハイヤー・タクシー業 男 60代 乗用自動車運転者 12年 その他 その他の起因物

　隔日勤務の終了後に体調不良を訴えたため
ＰＣＲ検査を実施し、新型コロナウイルス感染
症の「陽性」判定を受け、入院加療していたが
死亡した。

11 5月 ハイヤー・タクシー業 男 50代 乗用自動車運転者 11年 交通事故
（道路）

乗用車、
バス、バイク

　タクシーを運転中、低速走行中の貨物自動
車の後部に衝突した。

12 5月 鉄道・軌道業 男 50代 管理者 1年 その他 その他の起因物

　駅業務に従事中、発熱し病院を受診し
たところ新型コロナウイルス感染症の陽性が
判明し、その後入院し治療していたが死亡
した。

運　　　　輸　　　　業
令和３年　死亡災害発生の概要

大阪労働局　労働基準部　安全課



番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

13 5月 ハイヤー・タクシー業 男 60代 乗用自動車運転者 6年 その他 その他の起因物
　高熱を発症しＰＣＲ検査を受診したとこ
ろ陽性判定となり、自宅療養していたが容
体が悪化し死亡した。

14 6月 一般貨物自動車運送業 男 60代 運転者 16年 交通事故
（道路）

乗用車、
バス、バイク

　トラックを運転して高速道路を走行中、
追い越し車線に車線変更しようとしたとこ
ろ、後ろから普通乗用車に追突され、トラッ
クごと横転した。

15 7月 一般貨物自動車運送業 男 50代 運転者 17年 交通事故
（道路） トラック

　トレーラーにて県道を走行中、右カーブを
曲がる際に左側のガードレールに接触し、
橋の欄干を倒して河川に転落した。

16 9月 一般貨物自動車運送業 男 50代 玉掛作業者 15年 はさまれ、
巻き込まれ クレーン

　鋼材置き場において、無線操作式天井ク
レーン（１５ｔ）を用い鋼材の仕分け作
業中、ハッカーで玉掛けした鋼材（幅１．
５ｍ、長さ６．０ｍ、厚さ２２ｍｍ、１
枚の重さ１．６０４ｋｇ）４枚と壁に挟
まれた。

17 12月 陸上貨物取扱業 男 60代 作業者・技能者 33年 はさまれ、
巻き込まれ コンベア

　コンベアの横にある通路を作業場に向か
おうと歩いていたが、その後コンベアに挟まれ
ているのを発見された。



確定版

番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

1 1月 その他の事業 男 20代 作業者・技能者 1ヶ月 おぼれ 水

　ゴルフ場内の貯水池内（水深４．５
ｍ）の底に沈んだゴルフボールを回収作業
中、自分の位置を浮上して確認しながら作
業を続けていたが、３回目の浮上時に手を
ばたつかせてそのまま沈んでいったため救助
されたが死亡した。

2 2月 産業廃棄物処理業 男 50代 運転者 7年 はさまれ、
巻き込まれ

整地・運搬・
積込み用機械

　屋外の事業場内を徒歩で移動していたと
ころ、後方から前進してきたホイールローダー
にひかれた。

3 2月 その他の事業 男 60代 管理者 8年 交通事故
（道路）

乗用車、
バス、バイク

　軽自動車を運転していたところ、対向車
線から中央分離帯を乗り越えてきた自動
車に衝突された。

4 2月 その他の小売業 男 40代 作業者・技能者 34ヶ月 墜落、転落 開口部

　同僚がフォークリフトで倉庫２階に上げた
ロールボックスパレットの受け取り作業を行っ
ていた際、ロールボックスパレットに積まれた
荷が落ちそうになったので、手を出して荷を
支えようと回り込んだところ、２階の作業床
端部から足を踏み外して地面に転落した。

5 4月 産業廃棄物処理業 男 70代 作業者・技能者 20年 墜落、転落 その他の装置、
設備

　高さ１．１ｍの産業廃棄物用ゴミ箱内
のゴミの分別の為、ゴミ箱の縁に乗って作業
していたところ、バランスを崩し外側に墜落
し、地面に頭部を強打した。

6 4月 社会福祉施設 女 70代 その他保健医療の職業 12年 交通事故
（道路）

乗用車、
バス、バイク

　自転車で移動中、交差点で停止してい
たところ、走行してきた乗用車と軽自動車
が出会い頭に衝突し、はずみで飛ばされた
軽自動車にはねられた。

7 4月 社会福祉施設 女 50代 保母、保父 9年 その他 その他の起因物

　保育士として勤務していた保育所で職員
が新型コロナウイルス感染症に感染したた
め、職場でＰＣＲ検査を受け、陽性と判
明、その後、発症し死亡した。

8 4月 その他の卸売業 男 60代 商品仕入・
販売外交員 40年 その他 その他の起因物

　同僚が新型コロナウイルス感染症を発症
した職場で勤務していたところ、体調不良に
なりＰＣＲ検査を受け陽性判定となったの
で自宅療養していたが死亡した。

9 5月 ビルメンテナンス業 女 70代 清掃員 13年 その他 その他の起因物

　新型コロナウイルス感染者が発生した事
業場で清掃業務を行っていたが、体調不
良のため医療機関を受診したところ新型コ
ロナウイルス感染が判明し、医療機関に入
院するも死亡した。

10 5月 その他の商業 男 50代 営業・販売関連事務員 7年 墜落、転落 建築物、構築物

　３階建てマンションの雨漏り調査のため、２階
の個人宅の出窓から身を乗り出して外壁の雨
漏り部の写真を撮っていたところ、墜落した（墜
落高さ︓約５ｍ）。

11 5月 産業廃棄物処理業 男 50代 運転手 6年 はさまれ、
巻き込まれ その他の動力運搬機

　ごみ収集車を停車させ事務所に立ち寄った
際、外を見ると停車させていたごみ収集車が突
然動き出していたことに気づき、急いで追いかけ
たが止められず、道路を挟んだ向かい側の他事
業場入口のシャッターと逸走したごみ収集車の
間に挟まれた。

そ　　　　の　　　　他
令和３年　死亡災害発生の概要

大阪労働局　労働基準部　安全課



番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

12 5月 社会福祉施設 男 70代 社会福祉事業専門職員 9ヶ月 その他 その他の起因物

　介護業務に従事している施設内で、新
型コロナウイルス感染症の陽性者が見つ
かったため、ＰＣＲ検査を受検したところ陽
性が判明し、自宅療養、ホテル療養を経
て、入院療養中であったが、死亡した。

13 5月 警備業 男 70代 警備員 10ヶ月 分類不能 分類不能

　解体工事現場において、解体建物内の
１階での待機指示を受けていたが、その
後、１階の待機指示場所付近で倒れてい
るのを発見された。

14 5月 その他の事業 男 60代 営業・販売関連事務員 13年 その他 その他の起因物

　複数の同僚が新型コロナウィルスに感染し
た職場の同一フロアで勤務していたところ、
新型コロナウィルスの症状が現れたため、Ｐ
ＣＲ検査を実施したところ、陽性判定とな
り入院していたが死亡した。

15 6月 その他の事業 男 50代 その他の職種 36年 その他 その他の起因物

　緊急事態宣言下、頻繁な移動を伴う出
張を繰り返し、多人数の業務関係者と接
する中、新型コロナウィルスの感染の症状が
現われたため、ＰＣＲ検査を実施し陽性
が判明したことから入院していたが死亡し
た。

16 7月 通信業 男 50代 郵便・電報外務員 26年 交通事故
（道路）

乗用車、
バス、バイク

　原付バイクで郵便配達中、交差点を右
折しようとしていたところ、後続の乗用車に
追突され、原付バイクごと引きずられ、ビル
の壁面と乗用車との間に挟まれた。

17 7月 その他の卸売業 男 30代 技術者 7ヶ月 はさまれ、
巻き込まれ その他の溶接装置

　納品した装置の部品交換のため、自動
運転停止後に装置内に立入って作業を行
うことになっていたにもかかわらず、自動運転
中に建屋壁面とフェンスの間の隙間から機
械裏側に入り込み、ヘッドユニットと差込み
ユニットの間に挟まれた。

18 7月 家具・建具・じゅう器小売業 男 30代 作業者・技能者 22ヶ月 墜落、転落 開口部

　木造３階建新築工事現場において、２
階の階段用開口部からあげられたサッシを
３階床端部で受取作業をしている際に１
階床まで墜落した。

19 7月 その他の小売業 男 50代 再生資源卸売・
回収従事者 30年 高温・低温の

物との接触 高温・低温環境

　前日から夏バテ気味であったが体調が悪く
早退し、医療機関を受診したものの、ＰＣ
Ｒ検査のみで帰宅。翌日、脱水症状が認
められたため、点滴を受けていたがその最中
に心停止し、心拍は再開したが、意識は戻
ることなく、低酸素脳症により死亡した。

20 8月 その他の小売業 男 50代 販売店員 12年 その他 その他の起因物

　勤務地内でＰＣＲ検査で陽性反応
（中等症Ⅱ）となった同僚と接触があり、
その後、発熱したためＰＣＲ検査を実施
し、陽性判定となり入院していたが死亡し
た。

21 9月 ビルメンテナンス業 男 70代 作業者・技能者 11年 墜落、転落 階段、桟橋

　宿泊施設の客室の水道故障を修繕する
ため、同僚１名とともに現在使用されてい
ない別棟の給水設備から修理に使えそうな
部品を調達するために照明のない建物内を
懐中電灯を手に物色していた際に、２階か
ら１階に向かう内部階段で転落した。

22 11月 社会福祉施設 女 60代 社会福祉事業専門職員 4年 その他 起因物なし 　住宅型有料老人ホームで当直勤務中、
入居者にハンマーで頭部を殴打された。
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23 12月 警備業 男 60代 警備員 20年 交通事故
（道路）

乗用車、
バス、バイク

　片側１車線の車道上にて、バイクを運転
中、右側走行中の自動車と接触し、転倒
したところを後続の自動車にはねられた。

24 12月 一般診療所 女 20代 その他保健医療の職業 1年 火災 引火性の物 　放火によりビル火災が発生し、心肺停止状態
となった。

25 12月 一般診療所 女 20代 その他保健医療の職業 9ヶ月 火災 引火性の物 　放火によりビル火災が発生し、心肺停止状態
となった。

26 12月 一般診療所 女 20代 その他保健医療の職業 2年 火災 引火性の物 　放火によりビル火災が発生し、心肺停止状態
となった。

27 12月 一般診療所 女 20代 その他保健医療の職業 2年 火災 引火性の物 　放火によりビル火災が発生し、心肺停止状態
となった。

28 12月 一般診療所 女 20代 その他保健医療の職業 1年 火災 引火性の物 　放火によりビル火災が発生し、心肺停止状態
となった。


