
番号 発生月 業種 職種 性別 年齢
経験期
間

被災程度 災害発生状況

1 1月
セメント・同製品
製造業

作業員 男 50歳代 １年 休業７日程度

被災者は、屋外に置いているコンクリート投入シュートを運ぼうと、
シュートの下部にフォークリフトのフォークを挿入し、持ち上げようとし
たが、シュートの下部に雪が堆積し、十分にフォークの挿入ができな
かっため、シュートを手で移動させていたところ、シュートが足の甲の
上に落下し、足を打撲したもの。

2 １月 倉庫業 作業員 男 10歳代 １ヶ月 休業1ヶ月程度

被災者は、事業場内で商品の発送準備を行っていたところ、別事業
場所属労働者が運転するフォークリフトのフォークと接触し、足を捻
挫したもの。

3 １月
その他の非鉄金
属製造業

作業員 男 50歳代 １ヶ月 休業１ヶ月程度

被災者は、フォークリフトのトラックへの積込中、傾斜した荷台に
フォークリフトが乗った状態で、操作パネルを表示させて写真撮影を
しようとフォークリフトに乗り込み、ペダルキーを踏んだところ、ブレー
キが解除され、フォークリフトが荷台を下り、足が巻き込まれ、骨折し
たもの。

4 2月 塗料製造業 作業員 男 60歳代 ２年 休業２か月程度
被災者は、荷を積んだハンドリフトを後進させていたところ、別の後進
してきたフォークリフトと接触し、足を骨折したもの。

5 2月
その他の化学工

業
作業員 男 60歳代 ２年 休業２ヶ月程度

被災者は、高さ約１．３メートルまで上げられたフォークリフトのフォー
クに載せられたクズの入った網かごの中に入り、コンテナにクズを移
す作業を行っていたところ、被災者が網かご内を移動した際に、網か
ごが、バランスを崩し、被災者も共に墜落し、手指及び大腿骨を骨折
したもの。

6 3月 その他の卸売業 作業員 男 70歳代 ３年 休業６ヶ月程度

被災者は、事業場内を歩いていたところ、後進していたフォークリフト
と接触し、足首を骨折したもの。

7 3月
その他の金属製
品製造業

作業員 男 30歳代 ６年 休業１週程度
被災者は、事業場内を歩いていたところ、フォークリフトのフォークに
躓き、膝に裂傷を負ったもの。

8 3月 その他の建設業 作業員 男 40歳代 ２２年 休業３ヶ月程度

被災者は、トラックに積まれた電動リフターをフォークリフトで下ろす
作業の補助のため、電動リフターの付近にいたところ、電動リフター
が、フォークリフトから被災者の上に落下し、骨盤を骨折したもの。

9 4月
自動車・同付属
品製造業

作業員 男 30歳代 ７ヶ月 休業10日程度

被災者は、フォークリフトに搭乗し、通路で停車していたところ、別の
フォークリフトが、走行して被災者の搭乗するフォークリフトの側面に
接触したために、頸椎及び右肩を捻挫した。

10 4月
その他の化学工

業
作業員 男 50歳代 ３年 休業47日程度

被災者は、リーチ式のフォークリフトを定位置に戻そうと、後進してい
たところ、建屋の柱に激突しそうになったため、とっさにリフトから飛
び降りたが、足を柱前に設置してあった接触防止ポールとリフトに挟
まれ、挫滅創を負ったもの。

11 4月
一般貨物自動
車運送業

作業員 男 40歳代 １年 休業43日程度

被災者は、フォークリフトで荷を運搬中、積み荷が転倒しそうになった
ため、急停止したが、積み荷は転倒し、その反動でフォークリフトが
振られ、フォークリフトに胸部を打ち、骨折した。

12 4月 軽電機製造業 作業員 男 60歳代 １ヶ月 休業３週程度

被災者は、フォークリフトに荷を載せ、運転し、後進しながら旋回した
ところ、荷が倒れそうになったため、フォークリフトから降りて荷を支え
ようとしたところ、バランスを崩して転倒し、腰、肘を打撲した。

13 5月 その他の卸売業 作業員 男 70歳代 ８年 休業３ヶ月程度
被災者は、フォークリフトの付近に立っていたところ、フォークリフトが
動いて接触し、足首を骨折したもの。

14 6月
一般貨物自動
車運送業

自動車運転
者

男 50歳代 13年 休業１ヶ月程度

被災者はフォークリフトから降車し、地面に降りた際に、溝へ片足が
はまり、バランスを崩して転倒し、足首を骨折したもの。

15 6月 その他の事業 事務員 男 40歳代 15年 休業３ヶ月程度

被災者は、高さ約２メートルに上げられたフォークリフトのフォークに
載せられたパレット上に乗り、前方下部に設置していた荷受箱に茶
葉を投入する作業を行っていた際に、パレット上で茶葉の入った袋を
踏んだことで足を滑らせ、パレット上から地面に落下し、手首、鼻を骨
折したもの。

16 7月 その他の製造業 作業員 男 20歳代 ３年 休業２ヶ月程度

被災者は、フォークリフトのフォークの上に鉄骨を乗せ、養生テープを
はぎ取る作業をしていたところ、フォークリフトの後輪が傾き、鉄骨が
前方に滑り落ちて、足に当たり、骨折したもの。

17 7月
陸上貨物取扱

業
作業員 男 40歳代 ２ヶ月 休業３週程度

被災者は、フォークリフトから降りる際に、足を降ろしたところ、足を置
いた場所の木材が腐っており、木材が崩れ、足首をひねり、骨折した
もの。

18 7月
自動車・同付属
品製造業

作業員 男 40歳代 ４年 休業１ヶ月程度

被災者は、ウォーキーフォークリフトでパレットを運ぼうと、パレットを
乗せ、バックし、旋回しようとしたところ、後方にあった棚とフォークリ
フトの間に足を挟まれ、足指を骨折したもの。

19 7月
一般貨物自動
車運送業

自動車運転
者

男 50歳代 １ヶ月 休業２ヶ月程度

被災者は、フォークリフトでのトラックへの荷積み作業完了後、リフト
置き場へ向かうため、後進したところ、タイヤが斜めになっていたた
め、旋回し、振り落とされ、フォークリフトとトラックの間に挟まれ、骨
盤を骨折したもの。

20 8月
一般貨物自動
車運送業

自動車運転
者

男 40歳代 26年 休業１ヶ月程度

トラックの荷台の１５段積みパレットをフォークリフトで荷卸しをしてい
たところ、荷台から、パレットが崩れ、付近にいた被災者がパレットに
当たり、足を骨折したもの。

滋賀県内のフォークリフトに起因する労働災害（平成31年／令和元年）



21 8月
金属プレス製品
製造業

作業員 女 50歳代 １年 休業６ヶ月程度

被災者は、網パレットに入った製品をウォーキーフォークリフトで運搬
する際に、３段積みの網パレットのうち、上部２段の網パレットを載せ
た際に、荷の重みでウォーキーが前に傾き、荷が落ちた。その反動
でウォーキーが地面に戻る際に、被災者の下半身がウォーキーと地
面の間に挟まれ、両足の大腿骨及び両足首を骨折した。

22 8月
セメント・同製品
製造業

作業員 男 20歳代 ３年 休業２ヶ月程度

被災者は、フォークリフトのアタッチメントのスクリュー式コンクリート
投入装置を稼働させ、回転させている状態で、高圧洗浄機で洗浄し
ており、投入装置の開口部分を洗浄するため、開口部分のふちに足
を乗せ移動したところ、足を滑らせ、開口部分に足が入り、回転して
いるスクリューに巻き込まれ骨折したもの。

23 8月
プラスチック製
品製造業

作業員 男 60歳代 16ヶ月 休業５日程度

フォークリフトで横に４枚並んだパレットを押して移動させる作業をし
ていたところ、被災者は、フォークリフトに押されたパレットと、元々置
かれていたパレットの間で足を挟まれ、ねん挫したもの。

24 8月
陸上貨物取扱

業
作業員 男 40歳代 ５年 休業１ヶ月程度

被災者は、すれ違ったフォークリフトの運転手に声をかけ、近づいた
ところ、フォークリフトも近づいてきたために、タイヤと被災者の足が
接触し、切創を負ったもの。

25 9月
一般貨物自動
車運送業

作業員 女 30歳代 ９年 休業１ヶ月程度
被災者は、事業場構内でフォークリフトとすれ違う際に、当該フォーク
リフトと接触し、足指を骨折したもの。

26 9月
プラスチック製
品製造業

作業員 男 60歳代 ２年 休業40日程度
被災者はハンドリフトを操作し、移動していたところ、曲がり角で
フォークリフトと出会い頭に接触し、足指を骨折したもの。

27 9月 その他の卸売業 作業員 男 60歳代 ７年 休業１週程度

被災者は、被災者は、高さ１メートルの作業台の付近で清掃作業を
行っていたところ、フォークリフトが作業台にぶつかり、動いた作業台
が被災者に接触し、頭部と臀部を打撲した。

28 9月
一般貨物自動
車運送業

自動車運転
者

男 30歳代 ４ヶ月 休業１ヶ月程度

被災者は、荷積みのため、取引先事業場へトラックで行き、当該事業
場の労働者が、フォークリフトでトラックへの荷積み作業をしていた。
荷の下にフォークリフトのフォークが差し込まれた状態となったため、
被災者は、フォークと荷の間に荷の滑り止めのためのゴムを置いて
いたところ、フォークが上がり、荷とフォークの間に指が挟まれ、骨折
したもの。

29 10月
その他の金属製
品製造業

作業員 男 30歳代 ９年 休業１ヶ月程度

フォークリフトに搭乗している労働者が、被災者に業務指示を行った
後、当該フォークリフトを移動させたところ、被災者の足に接触し、骨
折したもの。

30 10月
その他の木材・
木製品製造業

作業員 女 30歳代 ０月 休業２ヶ月程度

被災者は、工場内で床にしゃがみ製品の数量確認を行っていたとこ
ろ、走行してきたフォークリフトと接触し、右足を骨折したもの。

31 10月
プラスチック製
品製造業

作業員 男 20歳代 ２ヶ月 休業３ヶ月程度

被災者は、工場内で荷を積んだフォークリフトを運転していたところ、
荷が工場のシャッターと接触し、荷崩れの危険が生じたため、フォー
クを上げたままの状態でマストに上がり、荷の位置を調整後、マスト
から降りる際に、約１メートルの高さから飛び降りたところ、着地時に
足を骨折したもの。

32 10月
無機・有機化学
工業製品製造

業
作業員 男 30歳代 １年 休業１週程度

被災者は、工場敷地内でリーチ型フォークリフトを運転していたとこ
ろ、当該フォークリフトと建屋が接触し、その際に被災者の足も建屋
にぶつかり、ふくらはぎの肉離れを起こしたもの。

33 10月 倉庫業 作業員 男 50歳代 12年 休業６週程度

被災者は、立位で運転し、運転場所が上昇するフォークリフトに乗
り、多段ラックの３段目に荷を載せるために、フォークリフトを多段ラッ
クへ近づけ、運転場所を上昇させ、フォークリフトに備えられた手すり
を外し、運転場所からラックに足をかけようとしたところ、足を踏み外
して墜落し、その際にフォークリフトのパレットに片腕で掴まったとこ
ろ、腕を骨折したもの。

34 11月 その他の製造業 作業員 男 30歳代 ０月 休業２ヶ月程度

被災者は、走行するフォーリフトのフォークに積まれた荷の上に乗っ
ていたところ、当該フォークリフトの荷が崩れ、荷の上の被災者は墜
落し、ひざを骨折したもの。

35 11月
一般貨物自動
車運送業

自動車運転
者

男 50歳代 ３年 休業２ヶ月程度

フォークリフトを用いてのトラックからの荷下ろし作業中、被災者は、
荷をフォークリフトに積む作業をしていたところ、当該フォークリフトが
走行し、前輪に足を踏まれ、足指を骨折したもの。

36 11月
自動車・同付属
品製造業

作業員 女 30歳代 20ヶ月 休業３ヶ月程度

被災者は、事業場内の屋外通路において一旦停止をしていた際に、
被災者の後方から走行していたフォークリフトにひかれ、足を骨折し
たもの。

37 11月
紙加工品製造

業
作業員 女 60歳代 11年 休業２週程度

荷をパレットに載せてフォークリフトで運搬中に、フォークリフトが右旋
回したところ、付近にいた被災者にパレットが接触し、被災者は転倒
した際に手首をつき、捻挫したもの。

38 11月
機械器具製造

業
作業員 男 40歳代 21年 休業２ヶ月程度

被災者は、フォークリフトを運転中、積み荷がフォークから抜け落ち、
その反動で当該フォークリフトが後方へ傾いたため、運転席から飛び
降りたところ、着地の際に腕から落下し、腕を骨折したもの。

39 11月 その他の卸売業 事務員 男 60歳代 ９年 休業２週程度

被災者は、訪問した他事業場内で、事業場建屋へ向かい歩いていた
ところ、走行してきた他事業場のフォークリフトに接触し、足を骨折し
た。

40 11月 その他の卸売業 作業員 男 30歳代 ４年 休業３ヶ月程度

被災者は、工場内へバック進入するトラックの場内誘導を後ろ歩きし
ながら行っていたところ、走行していたフォークリフトにひかれ、足首
を骨折したもの。


