
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
産業廃棄
物処理業

作業員 男 ４０歳代 １０年 休業１ヵ月

被災者が、工場内の梱包機のＰＰバンドの交換作業を行っていた
ところ、隣の梱包機で梱包された製品を移動させるために近づい
てきたフォークリフトのフォークリフト運転手が被災者との距離
を見誤り、被災者がフォークリフトの爪と梱包機の間で左足が挟
まれたもの。

2 １月 運送業
トラック
運転手

男 ５０歳代 １０年 休業３ヶ月

被災者は、荷主先でトラックに荷物を積込む作業をフォークリフ
ト運転手と行っていたところ、積込んだ荷物が不安定であったの
で、被災者が荷物を手で支え、フォークリフト運転手がその上に
荷物を降ろそうとしたが、被災者が手を抜く前に降ろしたため、
支えていた荷物との間で左手を挟まれたもの。

3 １月 繊維工業 作業員 男 ６０歳代 ２年 休業１０日
被災者が、製品を積んだ台車を後ろ向きで引っ張っていたとこ
ろ、後方からバックで近づいて来たフォークリフトの右後輪で右
足甲をひかれたもの。

4 １月 倉庫業 作業員 男 ５０歳代 １７年 休業２ヶ月
被災者が、パレットに積んだ品物にシールを貼る作業を行ってい
たところ、後方から走行してきたリーチフォークリフトに追突さ
れ、パレットの間で右足首を挟まれたもの。

5 ２月 運送業
トラック
運転手

男 ３０歳代 ２年 休業２ヶ月

被災者が、パレットに積載した荷物をフォークリフトで移動させ
ていたところ、パレット上の荷物が荷崩れしたので、ギアを
ニュートラルにしサイドブレーキを引いて降車したが、サイドブ
レーキの利きが悪くフォークリフトが後退し、被災者の左足に乗
り上げたもの。

6 ２月 倉庫業
リフト
運転手

男 ５０歳代 ８ヶ月 休業２ヶ月

被災者は、リーチフォークリフトで荷物をラックに降ろして、
フォークを下げずに後退させたため、バックレストが建屋の間仕
切り壁に衝突し、その反動でリーチフォークリフトから転落して
後頭部を床面で強打したもの。

7 ２月 運送業 作業員 男 ６０歳代 ２０年 休業１ヶ月

被災者が、倉庫から荷物をフォークリフトで搬出している付近を
歩いていたところ、フォークリフトの運転手が後方を十分に確認
していなかったため、歩行していた被災者の右足を後輪でひいた
もの。

8 ２月
産業廃棄
物処理業

作業員 男 ３０歳代 ２ヶ月 休業１ヶ月
被災者が、荷物の運搬を行っていたフォークリフトの後方を歩い
ていたところ、後退してきたフォークリフトに衝突されたもの。

9 ３月
電気機械
器具製造
業

作業員 男 ４０歳代 ４ヶ月 休業１ヶ月

被災者は、返却されたパレットをリーチフォークリフトで倉庫内
に移動させる作業を行っていた。倉庫の外に出ようとリーチ
フォークリフトを後退させながら旋回したところ、後退させす
ぎ、倉庫壁との間に右足を挟まれたもの。

10 ３月 運送業
トラック
運転手

男 ２０歳代 ０ヶ月 休業１ヶ月
被災者が、構内で備品の整理作業を行っていたところ、後退して
きたフォークリフトの後輪で左足首をひかれたもの。

11 ３月 商業 作業員 男 ７０歳代 １５年 休業１ヶ月
被災者が、倉庫内の段ボール置き場に段ボールを積み上げていた
ところ、後退してきたフォークリフトの後輪で右足をひかれたも
の。

12 ３月 鉄鋼業 作業員 男 ４０歳代 １７年 休業２ヶ月
被災者が、構内で作業を行っていたところ、側を走行してきた
フォークリフトが床面に置いてあった枕木に右前輪が乗り上げ、
枕木が被災者に向け飛来し左足に激突したもの。

13 ４月 運送業 作業員 女 ２０歳代 ２年 休業１ヶ月
被災者が、商品の検品作業を行っていたところ、後方を通過する
フォークリフトに気づかず、振り返り一二歩踏み出した右足を
フォークリフトの前輪に激突されたもの。

14 ５月 運送業 作業員 女 ３０歳代 １年 休業１０日

被災者は、パレット荷物の仕分け作業を行っていたが、荷物の送
り状が見当たらないので、荷物の天面を確認しようと荷物の横に
フォークリフトを停め、フォークに足をかけて上がろうとした際
に足を滑らせ右足首を捻ったもの。

15 ５月
食料品製
造業

作業員 男 ４０歳代 ９年 休業２週間

被災者は、高さ３メートルの工場外壁に換気扇を取り付けるた
め、フォークリフトで上昇させたパレットの上で作業を行った
後、降りようと高さ２メートルのマストに足をかけたところ、前
日の雨でマストが濡れていたため、足を滑らせ地面に落下したも
の。

16 ５月 運送業
トラック
運転手

男 ５０歳代 ３５年 休業３ヶ月

被災者が、配送先で製品の空箱をトラックに積載するため、配送
先の作業員がフォークリフトで空箱を荷台に積み込んだ後、空箱
を荷台奥に押し込もうとしたところ、フォークリフトの爪が十分
に下がっていないのにフォークリフトが後退したので、空箱に押
され地面に落下したもの。

17 ６月
電気機械
器具製造
業

作業員 男 ４０歳代 １５年 休業３ヶ月

被災者が、空ボンベの転倒防止チェーンの確認を立ち止まって
行っていたところ、被災者に気付いていないフォークリフトの運
転手がフォークリフトを後退させたため、フォークリフトの右後
輪で右足をひかれたもの。
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18 ６月
接客娯楽
業

事務員 男 ６０歳代 ４年 休業３ヶ月
被災者が、同僚と二人でフォークリフトのタイヤ交換を行ってい
たところ、タイヤ内のチューブが破裂し、その衝撃でホイールが
被災者の右手に当たったもの。

19 ７月 農業 作業員 男 ４０歳代 １０年 死亡
被災者が、倉庫にフォークリフトを移動させるため、農道を走行
していたところ、誤って側溝にフォークリフトと共に転落し、側
溝とフォークリフトに挟まれたもの。

20 ７月 運送業
トラック
運転手

男 ４０歳代 ２４年 休業４５日

被災者は、倉庫内でのフォークリフト作業を終え、フォークリフ
トから下車しようとしたが、シートベルトを外すのを忘れていた
ため、体勢を崩して背中をフォークリフトの車体で強打したも
の。

21 ８月 倉庫業 作業員 男 ４０歳代 ５ヶ月 休業４日

被災者は、フォークリフトで倉庫内の荷物の整理を行っていた。
次の荷物に向かうため旋回しながら後退したところ、後方から旋
回しながら後退してきたフォークリフトと衝突し、衝撃で背中を
座席で強打したもの。

22 ８月
プラス
チック製
品製造業

作業員 男 ６０歳代 １年 休業５日
被災者が、倉庫内でのフォークリフト作業を終え、フォークリフ
トから下車しようと床面に足を着いたところ、床面に設置されて
いたラック用レールに足を乗せたため、足首を捻ったもの。

23 ９月 運送業 作業員 男 ２０歳代 １７ヶ月 休業２８日

被災者は、ピッキングリフター（走行用の動力を持たない構造）
でラック倉庫のピッキング作業を行っていたが、高さ２．５メー
トルの品物を取ろうとしたところ、ピッキング用のパレット準備
を忘れていたため、床面に落下したもの。

24 ９月 運送業
トラック
運転手

男 ５０歳代 ８年 休業２週間

被災者は、荷主先で荷物の積み込みを行うため、保冷剤を取りに
こうとしたが、台車で荷物を運搬する作業者がいたので背を向け
て作業を行い、台車が通過したので振り返ったところ、正面から
走行してきたフォークリフトに衝突して転倒したもの。

25 ９月 倉庫業 作業員 男 ３０歳代 １ヶ月 休業４０日

被災者が、倉庫内でリーチフォークリフトの運転操作の練習を
行っていたところ、床面に置いたパレットに平行にフォークが差
し込めなかったので、前後の切り返しを行って際に車体とラック
の支柱に右手を挟まれたもの。

26 ９月 運送業
トラック
運転手

男 ５０歳代 １５年 休業１週間

被災者が、荷主先での積み込み作業を終え、トラックのウイング
を閉めて車輪止めを外そうとかがんでいたところ、荷物を積んだ
フォークリフトが近くで旋回した際に、荷物が落下し被災者に衝
突したもの。

27 １０月
産業廃棄
物処理業

作業員 男 ６０歳代 １年 休業２ヶ月
被災者が、フォークリフトでの作業を終え、フォークリフトから
下車しようとしたところ、床面で右足首を捻ったもの。

28 １０月 運送業 作業員 男 ７０歳代 １３年 休業２ヶ月
被災者が、構内でロールボックスパレットを移動させていたとこ
ろ、フォークリフトの運転手が被災者に気づかず後退してきたた
め、フォームリフトの左後輪が被災者の右足をひいたもの。

29 １１月 倉庫業 作業員 男 ４０歳代 ３年 死亡

被災者は、三段ラックの最下部に荷物を積み下ろすため、ラック
に垂直になるようにリーチフォークリフトを旋回させ、ラックの
高さにフォークを合わせようと後退したが、後退しすぎたため背
部のラックとリーチフォークリフトの間に挟まれたもの。

30 １１月
輸送用機
械器具製
造業

作業員 男 ３０歳代 １ヶ月 休業１ヶ月

被災者が、完成したフォークリフトを出荷するため梱包作業を
行っていてところ、車体から外したマストを吊り上げるため、マ
ストによじ登って天井クレーンの吊り具を掛け、マストから降り
るときにバックレストで足を滑らせ落下したもの。

31 １１月 運送業
トラック
運転手

男 ７０歳代 １４年 休業１０日
被災者が、荷主先の倉庫で荷物をトラックに積み込む作業を行っ
ていたところ、後退してきたフォークリフトに気づかず接触し、
床面に転倒したもの。

32 １２月 運送業 作業員 男 ４０歳代 ７年 休業９０日
被災者が、倉庫内でリーチフォークリフトを後退させながら旋回
していたところ、右足が車体からはみ出していたため、柱と車体
に挟まれたもの。

33 １２月 運送業
トラック
運転手

男 ２０歳代 ６ヶ月 休業２週間

被災者は、荷主先でトラックの荷台に荷物の積み込み作業を手
伝っていたが、フォークリフトの前輪が窪みにはまって動けなく
なり、フォークリフトの運転手が前進・後進を繰り返しを行って
いたところ、窪みから前輪が出た勢いで被災者がフォークリフト
とトラックに挟まれたもの。


