
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
木材・木製品製造

業
作業員 男 ５０歳代 １０年 休業６日

被災者がトラックとリフトの間を通り抜けようとした際、フォー
クリフトが突然動きだしたため、足を引っ掛けられ打撲したも
の。

2 １月
プラスチック製品

製造業
作業員 男 ５０歳代 ７年 休業４ヶ月

被災者が台車を後ろ向きで移動させていた際、後進してきた
フォークリフトの右後輪で左足踵をひかれたもの。

3 ２月
輸送用機械等製造

業
作業員 男 ３０歳代 ２ヶ月 休業１週間

被災者がフォークリフト後輪の再塗装を行っていたところ、被災
者の作業場所の反対側から運転席に乗り込んだ作業員が、被災者
に気づかずにフォークリフトを発進させたため、左手薬指をひか
れ打撲したもの。

4 ２月 運送業 作業員 男 ４０歳代 １４年 休業１ヶ月

被災者とフォークリフト運転手の２名でトラックの修理作業中、
運転手が荷台上にある板木に気づかずにフォークを下げたとこ
ろ、近くで作業していた被災者に向かって板木が飛来、激突した
左手人差し指を裂傷したもの。

5 ２月 運送業 作業員 女 ４０歳代 ２年 休業１ヶ月
被災者が出荷物の検査を行っていた際、後方から接近してきた
フォークリフトが運搬する専用パレットと地面の間に右足をはさ
まれ打撲したもの。

6 ３月 その他の製造業 作業員 男 ５０歳代 １ヶ月 休業２ヶ月

被災者が製品を仮置きパレットからリフトパレット上へ移し替え
る作業を行っていた際、パレット上から降りるときに足を滑らせ
て落下、被災者と一緒に落下した製品が左足に激突し骨折したも
の。

7 ３月 運送業
トラック
運転手

男 ４０歳代 ３年 休業１週間
被災者がパレットに固縛されたポリ容器をフォークリフトで手前
側にチルトした際、上へ積み足されていたポリ容器が滑り落ち、
左手薬指に激突し骨折したもの。

8 ４月 その他の事業 作業員 男 ４０歳代 １２年 休業４日

被災者がフォークリフトで出芽苗の台車をリフトアップした際、
隣にあった台車が引っ掛かっていたため、フォークリフトから下
りて引っ掛かり部分を外したところ、台車とフォーク部の間に右
手指をはさまれたもの。

9 ５月 その他の商業
フォーク
リフト運
転手

男 ７０歳代 ２０年 休業２週

被災者がフォークリフトで走行内の資材整理を行っていた際、停
車時のサイドブレーキの利きが甘く後進を始めたため、右手を伸
ばしてサイドブレーキをかけ直そうとしたところ、フォークリフ
トのタイヤカバー部と倉庫内柱の間に腰部と右大腿をはさまれた
もの。

10 ６月 倉庫業
フォーク
リフト運
転手

男 ６０歳代 ８年 休業３ヶ月
被災者が倉庫内にでフォークリフトに乗り込む際、ステップを踏
み外して転倒、左ひざを強打して骨折したもの。

11 ６月 倉庫業 作業員 男 ５０歳代 １年 休業８週

被災者がフォークリフトのフォーク部が荷にあたる位置を目視で
確認していた。被災者が荷に手を添えたまま、運転手にリフトダ
ウンの指示をしたところ、フォーク部と地面の間に左手中指がは
さまれたもの。

12 ６月 運送業 作業員 男 ４０歳代 ３年 休業３ヶ月

トラック荷台から荷卸し作業中、被災者がフォークリフトと並行
し積み荷が倒れないように支えながら移動していたところ、坂部
で不安定な状態となったことにより、リフト左前輪が右足甲部に
乗り上げられたもの。

13 ７月 倉庫業 作業員 男 ４０歳代 １６年 休業３ヶ月
被災者は構内のゴミを廃棄するため、フォークリフトのパレット
上に乗りゴミ用バケットに投棄しようとした際、パレットを踏み
外して１．５ｍ下に転落し、右ひじを骨折したもの。

14 ７月 金属製家具製造業 作業員 女 ７０歳代 １１年 休業１週
工場内を同僚と会話しながら歩行中、前方に突然でてきたフォー
クリフトの荷に気づかず、のけぞるように転倒、骨盤を骨折した
もの。

15 ７月 その他の事業 作業員 男 ６０歳代 ４ヶ月 休業２０日

被災者がフォークリフトの前方から運搬する梱包資材を押さえて
いた際、フォークリフトが前進したため、パレットと地面の間に
左足小指をはさまれ骨折したもの。なお、被災者はフォークリフ
トが後進するものと思っていた。

16 ７月 印刷業 作業員 男 ６０歳代 ３５年 休業３ヶ月

被災者がフォークリフトのフォーク部（高さ約５０ｃｍ）に乗
り、段ボール箱の整理作業をしていたところ、作業を終えフォー
ク部から飛び降りたところ、右かかとからの着地となり、右かか
と部を骨折したもの。

17 ７月 運送業
フォーク
リフト運
転手

男 ３０歳代 ２年 休業１４日

被災者がフォークリフトで荷役作業中、フォークリフトが出入口
上部のＨ鋼と接触したことにより増設していた治具が曲がり、そ
れによりフォーク部が降下しなくなった。被災者は人力で修復を
試みたところ、治具が取り付けられていたバックレストが落下、
バックレストとマストとの間に左手指がはさまれて裂傷を負った
もの。

18 ７月 運送業 作業員 男 ６０歳代 ８ヶ月 休業２ヶ月
被災者が構内を歩行中、後進するフォークリフトが背中側から衝
突して転倒、右足をフォークリフト後輪にひかれたもの。

19 ７月
その他の金属製品

製造業

フォーク
リフト運
転手

男 ６０歳代 ８年 休業３ヶ月

被災者がフォークリフトで荷下ろし作業中、パレットから落下し
た荷を積み直すため、一旦下車して荷を持ち上げていたところ、
他のフォークリフトが後方の安全確認をしないまま後進してきた
ため、リフト後部に激突、左足を骨折したもの。

20 ８月 紙加工品製造業 作業員 女 ５０歳代 ２年 休業８７日
被災者が手で荷物を抱えた状態で工場内を歩行中、後進する
フォークリフトと接触し転倒、地面に頭部を打ちつけて脳挫傷を
負ったもの。

滋賀県内のフォークリフトに起因する労働災害（令和３年発生）



21 ８月 倉庫業 作業員 男 ３０歳代 ２２ヶ月 休業１４日

被災者はフォークリフト運転手の指示で、リフト前方に落下して
いたゴミの撤去作業を行っていたところ、撤去後に未だ走行動線
上に被災者の足が残った状態で、フォークリフトが発車したた
め、左足をひかれたもの。

22 ８月 運送業
フォーク
リフト運
転手

男 ３０歳代 ８年 休業１ヶ月
被災者がフォークリフトで荷の移動中、後方で停車していた別の
フォークリフトに気づかずに接触、運転するフォークリフトと別
のフォークリフトとの間に左足がはさまれて骨折したもの。

23 ９月 廃棄物処理業 作業員 男 ４０歳代 ２年 休業５日
被災者が使用済みの家電製品の破砕作業を行っていたところ、
フォークリフトのバケツより落下した小型家電が右手中指に激突
し骨折したもの。

24 ９月
プラスチック製品

製造業
作業員 男 ２０歳代 ３年 休業２ヶ月

被災者は、ハンドリフトで部品を乗せたパレットを運搬していた
ところ、他のパレットに引っ掛かり立往生していた。その際、後
進してきたフォークリフトと接触し転倒、右足甲部をリフト右後
輪にひかれて骨折した。

25 ９月 金属製品製造業 作業員 男 ６０歳代 ２５年 休業１０日
被災者がフォークリフトで運搬している鉄骨柱が周囲の機械等に
接触しないか安全確認をしていたところ、突然バランスを崩し落
下した鉄骨柱に右手中指が接触し打撲したもの。

26 ９月
プラスチック製品

製造業
作業員 男 １０歳代 １年 休業１０日

被災者が、フォークリフト後方で書類の仕分けをしていたとこ
ろ、後進してきたフォークリフトに激突され、腰部を打撲したも
の。

27 １０月 その他の事業 作業員 男 ３０歳代 １２年 休業２０日

被災者が機械撤収作業のため、別の作業者が運転するフォークリ
フトに同乗していたところ、アスファルトと未舗装部の段差で激
しく振動したため転落、その後フォークリフトに右足をひかれた
もの。

28 １０月 その他の卸売業 作業員 男 ６０歳代 ３ヶ月 休業３ヶ月
被災者がフォークリフトによる積込み作業の補助中、運搬する商
品が落下しそうになったため、手で商品を支えるため、踏み出し
た左足をフォークリフトにひかれ骨折したもの。

29 １０月 その他の化学工業 作業員 男 ６０歳代 ４４年 休業２ヶ月

被災者は工場内を歩行中、後進してきたフォークリフトに接触
し、右足をひかれて骨折したもの。なお、フォークリフト運転者
はフォークをパレットに差し込み後、十分な後方確認をせず走行
を開始させていた。

30 １０月 食料品製造業 作業員 男 ６０歳代 ２年 休業３ヶ月

被災者は高さ約１ｍのバース上で空パレットの搬出作業の補助を
行っていた。フォークリフトが空パレットを移動させるために後
進した際、空パレット上に置いていたゴミ袋が落下しそうになっ
たため、被災者が押さえに行こうとしたところ、バース上から転
落したもの。

31 １２月 その他の繊維工業 作業員 男 ７０歳代 ２２年 休業４ヶ月
被災者が通路上で準備作業を行っていたところ、後進するフォー
クリフトに追突され転倒、その後左足をフォークリフトにひかれ
て骨折したもの。

32 １２月 鋳物業 作業員 男 ４０歳代 ８年 休業１ヶ月
被災者がリフト専用車線を歩行していたところ、後方から後進し
てきたフォークリフトに背中が接触して転倒、その後左足首をひ
かれて骨折したもの。

33 １２月 運送業
トラック
運転手

男 ５０歳代 ２年 休業２ヶ月

被災者は、トラック荷台上で荷下ろし作業を行っていたところ、
フォークリフト運転者が運搬した商品が制服に引っ掛かり、商品
ごと荷台下に転落、商品と地面との間に右手首がはさまれて負傷
したもの。

34 １２月 運送業 作業員 男 ５０歳代 １４年 休業２週

フォークリフト運転者がトラック荷台内のパレットにロープをか
けてフォークリフトで引き抜く作業中、パレット下部を固定して
いた木片が外れ、トラック荷台横で待機していた被災者の顔面に
激突し上唇部を挫創したもの。

35 １２月 倉庫業
フォーク
リフト運
転手

男 ５０歳代 ８年 休業１ヶ月

被災者は出荷準備作用中出荷品の不具合を発見したため、フォー
クリフトが持ち上げている空パレット上（高さ約６５ｃｍ）に乗
り、修正を行っていた。修正を終えてパレットから降りる際、バ
ランスを崩してパレット上から転落、左鎖骨と肋骨を骨折したも
の。

36 １２月 運送業
トラック
運転手

男 ５０歳代 ３２年 休業４０日

被災者は荷積み作業中、フォークリフトのフォーク部が固定され
ていないことに気づき押し込みロック装置を動かしたところ、
レールからフォーク部が外れ、フォーク部と地面の間に左手がは
さまれて骨折したもの。


