
確定版

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

1 2月
その他の

電気機械器具製造業
男 40代

組立・
修理工

3年
はさまれ、
巻き込まれ

その他の
一般動力機械

　工場内において、床上操作式クレーンを操作
して鋼材を運搬する作業中、付近にあった試験
運転中の産業用大型送風機（乾燥排気ファン）
の吸入口に入り、ファンの羽根に巻き込まれ
た。

2 3月
無機・有機化学
工業製品製造業

男 30代 製造工 7年
有害物等
との接触

有害物

　六フッ化りん酸リチウム製造過程にあるタン
クに付属しているフィルターを交換するため、
フィルター内に溜まっていた溶剤（フッ化水素
８０％含有）を抜き取る作業を行っていたとこ
ろ、同溶剤を顔面に浴びた。

3 4月 紙加工品製造業 男 50代 作業者 17年
はさまれ、
巻き込まれ

フォークリフト

　使用済みの原紙ロールを片付けるため、所定
のロール置き場へ歩いて移動していた被災者
が、既に置かれていた原紙ロールの横にロール
を置こうと前進したクランプリフト（アタッチ
メントに回転クランプを使用したフォークリフ
ト）で運搬していたロールとの間に挟まれた。

4 7月
その他の

金属製品製造業
男 50代 作業者 10年 墜落、転落 階段･桟橋

　事業場内において、昼休憩後、１階と２階を
繋ぐ屋内階段の地上部分で倒れている被災者を
発見、救急搬送されるも死亡した。　階段から
転落したものとみられる。

5 7月
その他の

電気機械器具製造業
男 40代 作業者 22年

高温・低温の
物との接触

高温・低温環境

　事業場内において、作業していたところ、１
６時頃に倒れているところを発見、救急車搬送
されたが、死亡した。
　熱中症によるものとみられる。

6 8月
その他の

金属製品製造業
男 60代

金属工作
機械工

18年 墜落、転落 クレーン

　ホイスト式天井クレーンの操作ボタンスイッ
チの交換・長さ調節のため、ガーダーに溶接さ
れた点検台（１．６ｍ×１．１ｍ×地上高６．
５ｍ）の上で作業をしていたところ、地上まで
墜落した。災害発生時、被災者は安全帯と保護
帽を着用していなかった。

7 8月 めっき業 男 50代 めっき工 ０ヶ月
高温・低温の
物との接触

その他の装置
、設備

　メッキ処理前作業としてカゴ状のメッキ用治
具に鋼管を装填する作業を行っていた際に近傍
の冷却槽（約７０℃）内へ転落した。

8 9月
その他の

金属製品製造業
男 70代

その他の
製造工

18年 墜落、転落
屋根、はり、

もや、けた、合掌

　台風２１号により倉庫の屋根が破損したた
め、雨漏り防止用シートを敷くために、スレー
ト葺き屋根上に上がり、丸めたシートを広げて
いたところ、桟と桟の間のスレートを踏み抜
き、約５ｍ下に墜落したもの。

9 10月 その他の化学工業 男 40代 作業者 6年
高温・低温の
物との接触

混合機、粉砕機
　攪拌機に原料を投入作業中、原料の入ったカ
ゴと共に攪拌機内に転落し、原料が溶けた液
（約６０℃）により熱傷を負った。

10 11月 軽電機製造業 男 40代 作業者 20年 墜落、転落 はしご等
　金型取替え作業中に、手すり付脚立（高さ約
８０ｃｍ）から墜落し、踏面の下から２段目に
足が引っ掛かった状態で発見された。

平成30年　死亡災害発生の概要（製造業）



確定版

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

1 1月 機械器具設置工事業 男 60代 その他の職種 4年 墜落、転落 開口部

　溶鉱炉へスクラップ等を投入するバケットコンベ
アの解体工事において、高さ約１０ｍの作業床上で
操作盤等の配線を撤去する作業を一人で行っていた
ところ、バケットコンベア撤去後に生じた、１辺約
１．３ｍの開口部から墜落した。

2 1月 その他の建築工事業 男 30代 解体工 2年 崩壊、倒壊
建築物、
構築物

　３階建て建物の解体工事中、３階の床で作業して
いたとき、倒れてきた壁の下敷きになった。

3 2月 その他の建築工事業 男 60代 解体工 53年 墜落、転落 足場

　３階建てビルの外壁に設置されたシート状の店舗
看板を撤去する工事現場において、木製足場板を架
け、看板の上部で作業をしていた際、バランスを崩
し看板を突き破り地上まで約９ｍ墜落した。

4 3月 道路建設工事業 男 50代 管理者 20年
はさまれ、
巻き込まれ

移動式クレーン

　道路改良工事において、Ｌ字型擁壁（重さ１．８
トン）を現場から搬出するため、被災者が車両積載
形トラッククレーン（つり上げ荷重２．９３トン）
を操作し、同擁壁をつり上げてトラックの荷台側へ
旋回したところ、当該クレーンが転倒し、クレーン
とトラックの間にはさまれた。

5 3月 その他の建築工事業 男 30代 塗装工 15年 墜落、転落 はしご等

　２階建て住宅外壁改修工事現場において、脚立
（天板高さ１１６ｃｍ）を使用し、玄関上部の養生
作業を行っていたところ、ドスンという音が聞こえ
駆けつけた同僚が脚立と一緒に倒れている被災者を
発見した。

6 3月 道路建設工事業 男 30代 管理者 11年 おぼれ
その他の仮設物、
建築物、構築物等

　橋脚建設工事用の仮桟橋の鋼管杭に溶接により取
付けたブラケット上に設置されたＨ形鋼の先端部付
近に、杭打機により杭を挿入していたところ、ブラ
ケットの鋼管杭への溶接部が剥がれ、Ｈ形鋼上で合
図等を行っていた被災者がＨ形鋼ともども川に転落
した。

7 3月 電気通信工事業 男 40代 電工 2年 墜落、転落
建築物、
構築物

　ＢＳアンテナ設置工事の見積もりを行うため、同
僚と２人でマンションの屋上塔屋部へ登り、既設ア
ンテナの状態とケーブルの配線状況を確認しようと
幅２４ｃｍのパラペット上を移動していたところ、
バランスを崩して２３．３ｍ下のアスファルト道路
に墜落した。

8 5月
鉄骨・鉄筋コンクリート造

家屋建築工事業
男 60代 電工 3ヶ月 墜落、転落 はしご等

　高さ２．８３ｍの脚立に乗り、電気配線を通すた
めの穴（梁スリーブ）にゴムシートで養生し、電線
を通す作業を行い、当該作業を終えた後、脚立から
墜落した。

9 5月 その他の建築工事業 男 20代
れんが積工、
タイル張工

0年
交通事故
（道路）

バイク
　バイクにて二車線道路を走行中、車両と車両の間
をすり抜けようとしたところスリップにより転倒
し、貨物自動車の後輪に轢かれた。

10 7月 その他の建築工事業 男 10代 とび工 2年 飛来･落下 玉掛用具

　マンション外壁改修工事（１５階建て）におい
て、足場組立て作業中にウインチを用いて足場部材
（１２００鳥居枠）の荷揚げ作業をしていたとこ
ろ、１３階部分で足場材を取り込む際、スリングベ
ルトがフックから外れ部材が落下し、地上で作業を
していた被災者に当たった。

11 7月
鉄骨・鉄筋コンクリート造

家屋建築工事業
男 40代 防水工 7年 墜落、転落 開口部

　ＲＣ造１０階建てマンション屋上にて、防水工事
の確認作業中、屋上から外部足場へ乗り移り、足場
づたいに１０階共用廊下に下りたところ、バランス
を崩し、１０階エレベーターシャフト開口部から２
階の養生棚まで墜落した。

12 7月 その他の建築工事業 男 40代
その他の
作業者

5年 墜落、転落 階段･桟橋

　４階建て商業ビル屋上に設置された広告看板改修
のため、看板製造等を行う会社に所属する被災者
は、看板下地の鉄骨製作他を行う会社の２名と共
に、ビル屋上で採寸他の現場事前調査を行ってい
た。
　屋上での作業を終え、ビル壁面に設置された垂直
タラップを降りていた際、ビル横の河川へ墜落し
た。

平成30年　死亡災害発生の概要（建設業）



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 8月 その他の建築工事業 男 50代 作業者 10年 崩壊、倒壊
建築物、
構築物

　解体用建設機械のオペレーターと共に、駐車場の
周囲にあるブロック塀（１３段積み、高さ２．６
メートル）上部を撤去する作業を行っていたとこ
ろ、ブロック塀が崩れ、ブロックが被災者の頭部に
当たった。

14 9月 その他の建築工事業 男 60代 作業者 27年 墜落、転落
屋根、はり、

もや、けた、合掌

　台風２１号により損傷した屋根の応急措置として
ブルーシートによる養生を行うため屋根の梁部を通
行中、誤ってスレート部分に足を掛け、踏み抜き、
約１２ｍの高さから墜落した。

15 9月 その他の建築工事業 男 30代 解体工 5年 墜落、転落 開口部

　ビル解体工事現場において、７階フロア上でエレ
ベーターシャフトを利用して解体ガラを投下する準
備作業中、開口部（エレベーターシャフト）より解
体ガラとともに１階まで墜落した。

16 9月 その他の土木工事業 男 60代 左官 36年 墜落、転落
屋根、はり、

もや、けた、合掌

　台風２１号の強風で資材倉庫屋根上の手すりと
ネットフェンスの一部が吹き飛ばされたため、復旧
作業を行っていたところ、屋根の端より２．８ｍ下
に墜落した。

17 9月
鉄骨・鉄筋コンクリート造

家屋建築工事業
男 40代 管理者 28年 墜落、転落

屋根、はり、
もや、けた、合掌

　台風２１号による２階建て住宅の被害調査及び雨
漏り養生を２名で実施していたが、足りなくなった
養生シートを同僚が取りに行っている間に、２階屋
根からはしごで降りようとしたところ、はしごを踏
み外し、１階屋根に墜落したうえ、地面まで転落し
た。

18 10月 建築設備工事業 男 40代 作業者 25年 墜落、転落 建築物、構築物

　高さ２５メートルの照明塔の附帯設備更新工事
中、高さ１５メートルの５階踊り場において、１人
で塔の外側に張り出した無線アンテナの交換作業を
していたところ、踊り場周囲の手すりを越え地上に
墜落した。
  

19 10月
鉄骨・鉄筋コンクリート造

家屋建築工事業
男 70代 板金工 50年 墜落、転落

屋根、はり、
もや、けた、合掌

　台風２１号により破損した屋根明かり取り用FRP
波板交換作業のため、スレート葺き屋根に登り、幅
約２０センチメートルの歩み板２枚の上で交換作業
を行っていたところ、スレートを踏み抜いて約４
メートル墜落した。

20 10月 その他の建設業 男 50代 屋根ふき工 35年 墜落、転落
屋根、はり、

もや、けた、合掌

　台風２１号により被災した倉庫の屋根を修理する
ため、補修材を持ち、屋根上を移動中、スレートを
踏み抜き９．８ｍ墜落した。

21 10月 その他の建設業 男 20代 とび工 3ヶ月 墜落、転落 足場
　足場の組立て作業中、足場材の運搬を行っていた
被災者が、足場の８層目（高さ約１５ｍ）から墜落
した。

22 10月 その他の建設業 男 20代 とび工 3年 墜落、転落 通路

　マンション大規模修繕工事において、足場の組み
立て作業中、地上からウインチで吊り上げられた建
枠４枚を受け取り、架設通路上を移動中に１７層目
（高さ約３０ｍ）から建枠と共に地上に墜落した。

23 11月 その他の建設業 男 40代 板金工 8年 墜落、転落
屋根、はり、

もや、けた、合掌

　台風２１号により破損したスレート屋根補修作業
中に、スレートを踏み抜き、高さ約１０ｍから墜落
した。

24 11月
鉄骨・鉄筋コンクリート造

家屋建築工事業
男 30代 左官 13年 墜落、転落 開口部

　ビルの新築工事現場において、１１階エレベー
ターシャフト内の仮設デッキプレート上にて作業
中、仮設デッキプレートが未敷設の開口部分に敷か
れていた養生シートを踏み抜き１階まで墜落した。

25 12月 その他の建築工事業 男 50代 作業者 0か月 崩壊、倒壊 立木等
　個人宅敷地内にある立木（高さ７．５ｍ）を伐倒
する作業を作業員２名で行っていたところ、被災者
が倒れてきた立木の下敷きになった。



確定版

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

1 2月 陸上貨物取扱業 男 70代 作業者 0年 墜落、転落 フォークリフト

　被災者がフォークリフトのカウンターウエイト
の上に設置されたワイヤロープの位置を直そう
と、カウンターウエイトの上に登っていたとこ
ろ、ふらついて後ろ向きに倒れ地上へ転落した。

2 3月 一般貨物自動車運送業 男 60代
貨物自動車

運転者
19年 激突され トラック

　納品先のドラッグストアーで納品を終えた後、
運転席に乗り込みドアを閉め、広告用の幟をドア
に挟んだことに気づかずにトラックを発進させた
が、幟が動き出したため、トラックを停車し、運
転席のドアを開けながらトラックを後退させたと
ころ、運転席から転落し、そのまま後退をしてい
るトラックと金属製の車止めにはさまれた。

3 3月 ハイヤー・タクシー業 男 50代 事務員 18年 その他 起因物なし
　経理の仕事を自席で一人残り業務を行っていた
が翌日、事業場のトイレで脳出血により死亡して
いるのを発見された。

4 5月 特定貨物自動車運送業 男 30代
貨物自動車

運転者
4年

高温・低温の
物との接触

その他の危険物
、有害物等

　得意先敷地内で同社が製造したアスファルトを
タンクローリーに充填する作業を行っていた。充
填が終了し、タンクローリーの上部で後片付け等
を行っていたところ、突然タンクローリーの充填
口から噴出したアスファルトを全身に浴び、火傷
を負った。

5 7月 一般貨物自動車運送業 男 50代
貨物自動車

運転者
6年 その他 起因物なし

　トレーラーの後部座席で死亡しているのが確認
され急性虚血性心疾患と診断。

6 8月 一般貨物自動車運送業 男 40代 作業者 1ヶ月 墜落、転落 フォークリフト

　倉庫１階天井の蛍光灯を交換するため、パレッ
ト上に被災者を乗せ高さ約５ｍの位置までフォー
クリフトで上昇させ、蛍光灯の交換後、周辺の蜘
蛛の巣を取り除く為、フォークリフト運転者が濡
れ雑巾を持ってくるまでの間、上昇したパレット
上で待機していたところ墜落した。

7 8月 一般貨物自動車運送業 男 60代 運転者 24年 その他 起因物なし
　高速道路のサービスエリアで急性心不全を発
症。

8 9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
　国道をトラックで走行中、右曲がりカーブの路
肩に止まっていた大型トラックに追突、運転して
いたトラックが全焼した。

9 10月 一般貨物自動車運送業 男 40代
貨物自動車

運転者
20年

交通事故
（道路）

トラック

　３ｔトラックを運転し、国道を走行していたと
ころ、２車線から１車線に変わる箇所に停車して
いた大型貨物自動車（トレーラー）の被けん引車
後部に追突した。

10 11月 陸上貨物取扱業 男 60代 作業者 27年 墜落、転落 フォークリフト
　倉庫において、高さ約３．８メートルのフォー
クリフトのパレット上に乗って、商品をピッキン
グしていたところ墜落した。

平成30年　死亡災害発生の概要（運輸業）



確定版

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

1 1月 旅館業 男 70代 作業者 2年 おぼれ 水

　旅館施設内で清掃中の被災者が、敷地の横
にある８．５メートル下の川で、溺死してい
るのが発見された。

2 1月 産業廃棄物処理業 男 40代 作業者 1ヶ月
はさまれ、
巻き込まれ

コンベア
　廃棄物運搬用のベルトコンベアのベルトと
ローラーとの間に上半身をはさまれた。

3 1月 倉庫業 男 30代 作業者 0年 墜落、転落 フォークリフト

　倉庫のラック３段目（高さ約２．３ｍ）の
荷物を取るため、ピッキングリフトを昇降さ
せ、ピッキングリフト運転席からラック上の
荷物を取ろうとしたところ、バランスを崩し
墜落した。なお、保護帽は着用していたが、
安全帯は着用していなかった。

4 1月 社会福祉施設 女 50代
社会福祉事業

専門職員
5年

交通事故
（道路）

移動式クレーン

　利用者宅へ向かう途中、被災者が運転する
二輪車が道路左側を走行中、後方から走行し
てきた大型車（移動式クレーン）と接触、転
倒し轢過されたもの。

5 2月 その他の卸売業 男 50代 作業者 22年 墜落、転落 開口部
　倉庫２階の開口部付近で商品の仕分け作業
中に、開口部から４ｍ下に墜落した。

6 2月 新聞販売業 男 70代 配達員 22年
交通事故
（道路）

バイク
　原付バイクで朝刊配達中、相手方自動車と
の接触により頭部を打撲した。

7 2月 その他の小売業 女 20代 販売店員 1年
交通事故
（道路）

乗用車
　被災者と同僚が他店に応援勤務のため、同
僚が運転する自動車で移動中、左カーブを曲
がり切れずに中央分離帯に衝突した。

8 2月 その他の小売業 男 20代 販売店員 1年
交通事故
（道路）

乗用車
　被災者と同僚が他店に応援勤務のため、被
災者が運転する自動車で移動中、左カーブを
曲がり切れずに中央分離帯に衝突した。

9 2月 その他の事業 男 40代 その他の職種 6年 その他 起因物なし
　事業場内で就労中、突然椅子から倒れその
まま意識なく、胸部大動脈破綻により死亡。

10 3月 その他の事業 男 50代 作業者 4年 感電 電力設備

　客先工場の屋上に設置されているキュービ
クル式高圧受電設備（受電電圧６６００Ｖ）
の内部を点検していたところ、感電し、４．
８６ｍの高さから地上に墜落した。　　当該
屋上の端部付近には、高さ２７ｃｍのパラ
ペットの他には、何もなかった。

11 3月 その他の卸売業 男 60代
営業・販売
関連事務員

33年 その他 起因物なし
　高速道路のパーキングエリア駐車場におい
て死亡しているところを発見された。

12 3月 その他の教育研究業 男 50代 高等学校教員 27年 その他 起因物なし
　駐車場付近で死亡しているところを発見さ
れた。

13 5月 その他の事業 男 40代 作業者 29年 墜落、転落 階段･桟橋
　舞台装置の点検のためにはしご道を移動し
ていたところ、およそ１３メートル下の床面
に墜落した。

14 5月 その他の飲食店 女 60代 調理人 10年 その他 起因物なし
　体調が優れずクリニックに受診するも虚血
性心疾患により死亡。

15 6月 警備業 男 50代 警備員 13年 その他 起因物なし
　警備を行っている店舗内において、脳出血
を発症させ死亡。

平成30年　死亡災害発生の概要（その他）



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

16 7月 一般飲食店 男 30代 調理人 13年 飛来･落下 手工具

　カレーをかき混ぜるための撹拌ヘラの柄
（木製）が折れたため、これを修理しよう
と、金属製のヘラ部から柄を手で引っぱって
抜こうとしたが、抜けなかったことから、当
該ヘラ部をガス台の五徳の上に載せ、バー
ナーで加熱して金属を膨張させ引き抜こうと
した際、当該ヘラ部から折れた柄がとび出す
様に抜け、ヘラ部のヘラ側が被災者の頭部に
激突した。

17 7月
その他の広告
・あっせん業

女 80代
その他の
事務員

16年
高温・低温の物

との接触
高温・低温環境

　
　午後１時から事業場内の庭の草刈り作業を
行っていた被災者が倒れていたところを発見
された。
　熱中症によるものとみられる。

18 7月 新聞販売業 男 50代 配達員 6年
高温・低温の物

との接触
高温・低温環境

　新聞配達を行っていたところ、熱中症にな
り救急車で搬送され、意識不明の状態が約２
５日続いていたが、その後死亡が確認され
た。

19 8月 その他の事業 男 70代 作業者 16年 墜落、転落
その他の仮設物、
建築物、構築物等

　生産設備に組み込まれたリフターの月例点
検のため、ホイストの操作ボックスを開いて
運転操作をしていたが、足がかりにしていた
搬器の囲い又は手すりから約４．７ｍ下方に
置いてあった金型上に墜落した。

20 8月 その他の商業 男 30代 作業者 5年 激突され 移動式クレーン

　配送作業員として所属事業場所有のリース
機械である高所作業車をつり上げ荷重２．６
ｔの車両積載形トラッククレーンの荷台に載
せて、建設現場に運搬した後、小型移動式ク
レーンを用いて高所作業車をつり上げ地上に
下ろそうとしたところ、小型移動式クレーン
が横転し、つり上げていた高所作業車の下敷
きとなった。

21 8月 産業廃棄物処理業 男 50代 運転者 2ヶ月 転倒 起因物なし
　資源物回収作業中、パッカー車の後方で仰
向けに倒れているのが発見され、救急車で病
院に搬送されたが、死亡した。

22 8月 その他の廃棄物処理業 男 40代 作業者 1ヶ月 激突され 掘削用機械

　作業場においてドラグショベルの右前方で
廃材分別作業を行っていたところ、ドラグ
ショベルが前進し、ドラグショベルに激突さ
れた。

23 8月 新聞販売業 男 60代 配達員 4年
交通事故
（道路）

トラック

　５０ｃｃバイクに乗り、夕刊の配達を行っ
ていたところ、中央線よりに対向車線を走行
してきた２ｔトラックの右前方部分に衝突し
た。

24 9月 その他の小売業 女 40代 その他の職種 7年 転倒 その他の環境等
　路上に落下した屋根（金属製折板）の撤去
作業中、台風の風により後ろ向きに転倒し、
後頭部を打って被災したもの。

25 10月 新聞販売業 男 70代 配達員 16年
交通事故
（道路）

人力運搬機

　自転車で朝刊配達中に道路の白線でスリッ
プし転倒、鉄製の歩道柵に背中を打ち付けた
が、その後も配達を続けていたものの路上で
倒れているところを発見され、救急車で搬送
されたが死亡した。

26 10月 ビルメンテナンス業 女 70代 清掃員 2年 墜落、転落 階段、桟橋
　勤務先の２階階段部で倒れているのが発見
された。

27 12月 警備業 男 40代 警備員 1年
交通事故
（道路）

乗用車

　警備を終え次の現場に原動機付自転車に
乗って移動中、信号待ちをしていたところ、
右折をしようとしていたトラックに信号無視
の乗用車がぶつかり、その反動でトラックが
被災者に突進し、トラックの下敷きとなっ
た。


