
災害の措置情報（平成２４年：東北）

年 月 日 時刻 死亡
４週間
以上

４週間
未満

軽傷 計 人的要因 物的要因 管理的要因

1 東北 福島
平成２４年
５月７日

１０：５５頃
2012 5 7 10:55 石灰石 Ｂ 内・転倒 1 1 その他 坑道 ロードホールダンプ

ロードホールダンプのバ
ケットに乗り高所作業
中、バケットが急速に路
盤に着地した際に転倒
し、右橈骨を骨折し重傷

　り災者Ａは、掘進坑道で電気配
線延長のため、Ｂの運転するﾛｰﾄﾞ
ﾎｰﾙﾀﾞﾝﾌﾟのﾊﾞｹｯﾄに乗り、高さ４．
８ｍの天盤へ電気配線を固定する
作業を実施していた。
　Ｂがﾛｰﾄﾞﾎｰﾙﾀﾞﾝﾌﾟを移動しようと
して、Ａを乗せたままバケットを上
げた状態で前後に移動させながら
切り返しを行っていたところ、路盤
の凹みに左前輪が入ったことによ
り右前輪が浮き上がったため、あ
わてたＢはブレーキをかけるととも
に、重心を下げようとして、バケッ
トの油圧レバーを勢いよく下げたと
ころ、急速にバケットが下がり路盤
に着地した。
　バケットが路盤に着地した反動
でＡはバケットから放り出され、体
を庇おうとして右手を路盤に突い
た際、右前腕部を強打しり災した。
（右橈骨骨折）

保安規程で、電
気配線延長作
業におけるﾛｰﾄﾞ
ﾎｰﾙﾀﾞﾝﾌﾟを使
用する高所作業
では安全帯の
使用を規定し、
作業員に周知し
ていた。

・り災者は安全帯を着用しない
で高所作業を実施した。
・安全帯の取付設備（ワイヤー
ロープ）がロードホールダンプ
のバケットから取り外されたま
ま放置しており、安全帯を使用
出来ない状態だった。
・バケットが高いまま作業者を
乗せて、ロードホールダンプを
移動させた。
・路盤の凹みにロードホールダ
ンプの左前輪が入り、右前輪が
浮き上がったため、オペレー
ターがあわててバケットを下げ
た。
・安全帯の着用及び取付設備
（ワイヤーロープ）の状態につ
いて、巡視時に確認していな
かった。

6.保護具の未着
用

3.安全装置
5.巡視・点検作業
等の不備

・当該作業について、安
全確保ができるまで作
業休止を指示。
・当該作業に係る現況
調査・評価を行ったほ
か、他の全ての作業に
ついても同様に実施。
・高所作業は、高所作業
車を使用することとし、
高所作業車の移動時
は、作業員はバケットか
ら降りることを徹底。
・非定常作業について、
手順書を作成。
・保安規程及び巡視方
法を見直し。
・定期保安教育の確実
な実施。
・踏前の整備を随時実
施。

参考1

2 東北 福島
平成２４年
５月７日

１６：５０頃
2012 5 7 16:50 石灰石 Ｂ 外・転倒 1 1 選鉱 破砕場 昇降階段

階段から降りる途中、左
足を踏み外して転倒し、
右大腿骨を骨折し重傷

　り災者は、手選作業終了後、物
音がしたため確認しようと作業場
から階段（高さ1.3m、蹴上高
20.5cm、両手すり）により降りる途
中、左手を左側手すりに捉まった
状態で上から２段目の踏み面で左
足を踏み外して転倒し、右大腿部
を踏み面の前端部に強打しり災し
た。（右大腿骨骨折）

踏み面は、縞鋼
板製で滑り止め
が施されてお
り、手すりを両
側に設置し、転
落、転倒防止が
図られていた。

・物音に気をとられたまま階段
を降りようとしたため、階段を踏
み外し転倒した。
・当該階段には両手すりが設置
されていたものの、り災時は左
手のみ手すりに捉まっていたた
め、身体を支えきれなかった。
・鉱山労働者として保安教育が
実施されていなかった。

5.不適切な動作・
位置・姿勢

3.保安教育（周知
不足等）

・当該作業について、安
全確保ができるまで作
業休止を指示。
・保安教育及びリスク評
価の実施。
・階段手前にロープを張
るとともに、警標を掲げ
た注意喚起。

参考2

3 東北 岩手

平成２４年
１０月１２

日
１１：００頃

2012 10 12 11:00 石灰石 Ｂ

外・運搬
装置（車
両系鉱山

機械
又は自動
車）のた

め

1 1 袋詰め か焼場 ショベルローダー

手すりを掴んでいた右
手の小指がショベル
ローダーのバケット先端
との間に挟まれ重傷

　り災者Ａは、フレコン詰め機にお
いて生石灰のフレコンバック詰め
を行い、Ｂ（ショベルローダー運転
手）がそのフレコンをショベルロー
ダーで製品置場に移動する作業を
実施していた。
Ａは、最後に余った生石灰（容量１
ｔの約１／６の量）を入れたフレコン
バックの吊り紐をショベルローダー
のバケット先端の中央に付いてい
るフックに掛けようとしたが届かな
かったため、右手で生石灰フレコ
ン詰め用台車の上で手すりを掴
み、左手でフレコンバックの紐を持
ち、フックに掛けようとしたところ、
ＢはＡが手すりを掴んでいることに
気付かずに、バケット先端のフック
を近づけようとショベルローダーを
前方の生石灰フレコン詰め機方向
に移動した。その際、前進し過ぎ
て手すりにバケット先端が接触し、
手すりを掴んでいたＡの右手小指
がバケット先端と手すりに挟まれり
災した。（右手小指末節骨開放骨
折）

か焼場での当
該作業の手順
について、作業
方法は作業者
間で決まってい
たが、手順書に
は定められてお
らず、現況調査
も実施されてい
なかった。

・運転手がショベルローダーを
前進させる際に、クラッチを急
につないでしまい前進しすぎた
運転ミスで、手すりを掴んでい
たり災者の小指に接触した。
・通常、袋詰めしたフレコンバッ
クの運搬は、台車を移動させフ
レコンバックをショベルローダー
で上部から吊って実施するが、
今回は詰め終え最後に余った
少量の生石灰を入れたフレコン
バックだったため、台車を袋詰
機下に配置したまま移動させ
ず、台車の横からバケットを近
づけ吊り出そうとして危険な状
態をつくってしまった。
・運搬作業にショベルローダー
を使用していたため、バケットで
運転席から前方視界が遮ら
れ、り災者が見えなかった。
・ショベルローダー運転手とり災
者方の声掛けが無かったため
に、連携ミスが起こった。
・当該作業について、作業方法
や作業手順を定めたルールが
なかった。

4. 規則等の不遵
守
5.不適切な動作・
位置・姿勢
7. 共同作業者と
の連携不足

1. 設備・機械
1.保安規程の内
容不備

・応急対策として、車止
めを設置し、ショベル
ローダーがその位置よ
り前進しないようにする
とともに、紐を掛けた後
のローダーでのフレコン
移動は台車上の作業員
の合図が出てから実
施。
・当該作業に関する作
業手順書の作成及び周
知。
・ショベルローダー運転
手に１年に１回、保安教
育を実施。
・坑外監督者の巡視箇
所を見直し。
・当該作業に係る現況
調査を行ったほか、他
の全作業についても現
況調査を実施。
・バケット等が直接手す
りに接触しないよう、台
車の手すり外側にガー
ドを設置。
・ショベルローダーのバ
ケットをフォークタイプの
ものと交換し、作業を実
施。

参考3

4 東北 秋田

平成２４年
１２月２４

日
８：０７頃

2012 12 24 8:07 金属 Ｂ 外・転倒 1 1 その他 その他（坑外） 凍結路面
路面凍結のため滑っ
て転倒し、右鎖骨を骨
折し重傷

り災者は、トラックからの荷卸し
作業後に、荷卸しに使用した
シートの洗浄のため洗浄場に
徒歩で移動しているときに凍結
路面に足を滑らせて転倒しり災
した。

融雪剤散布、流
水による凍結防
止対策は、実施
していたが、凍
結や雪への対
応に対する個別
のルールが不
十分であった。

・り災者は路面が凍結している
ことは理解していたが、移動箇
所が平場で油断して歩いた。
・凍結面上に数センチの積雪が
あり分かりにくかった。
・融雪剤散布、流水による凍結
防止対策は実施していたが、り
災時、氷点下の気温（－１０℃）
で、融雪、解氷が不十分だっ
た。

5.不適切な動作・
位置・姿勢

7. 周辺配置
8. 気象条件等

・凍結防止対策必要箇
所を抽出し、注意喚起
の標識を設置。
・凍結防止対策（凍結防
止剤の散布基準等）を
ルール化。
・凍結面で滑りにくい保
安靴の使用を検討。

参考4

5 東北 青森

平成２４年
１２月２６

日
１５：４０頃

2012 12 26 15:40 石灰石 Ｄ
外・その

他
1 1 その他 修理・整備場 車両用バッテリー

充電中のバッテリー
が破裂し、電解液や
カバーの飛散物が目
に当たり、左網膜裂
孔し重傷

り災者は、前日から整備工場
内で充電している車両用バッテ
リーを確認したところ、充電時
の電圧が安定していなかったこ
とから、専用充電器とバッテ
リーをつないでいるケーブルの
グリップ部に触れたところ、バッ
テリーの上部カバーが吹き飛
び、飛散した電解液とバッテ
リーカバーが両眼、下唇付近
に当たりり災した。

個々の作業に
関し、作業手順
書が整備されて
いるが、「バッテ
リー充電作業」
については、整
備されていな
かった。

・充電作業手順を遵守せずに、
充電中に充電器とバッテリーを
つなぐケーブルのグリップ部に
触れたことによりスパークして
水素ガスに引火し、バッテリー
が破裂。
・り災者は、火傷や失明を防止
するための保護メガネを着装し
ていなかった。
・充電中は液口栓を全て外し、
作業場内には水素ガスが発生
している状況であった。
・バッテリー充電作業手順は、
充電器の操作手順を代用して
おり、リスクアセスメントを主体
とした作業手順書が整備されて
いなかった。

4. 規則等の不遵
守
5.不適切な動作・
位置・姿勢
6. 保護具の未着
用

1. 設備・機械
1.保安規程の内
容不備

・充電作業中は作業場
への立入を制限。
・やむを得ず立入る場合
は保護メガネ、ゴム手袋
を着用し、充電器のス
イッチを切り作業を中
止。
・充電中及び充電器を
切ってから30分間は、
バッテリーや接続端子
部に触れない。
・充電中に異常が見つ
かった場合は、充電器
の電源を切って作業を
直ちに中止し、整備担
当保安係員に連絡す
る。

参考5

1. 疾病、疲労等身
体の不具合

1. 設備・機械 1.保安規程の内容不備

2. 資格の不的確 2. 工具 2.作業手順書の内容不備
3. 作業習熟度の不足 3. 安全装置 3.保安教育（周知不足等）
4. 規則等の不遵守 4. 鉱物・岩石 4.過去の類似災害での不適切な対策
5. 不適切な動作・
位置・姿勢

5. 材料 5.巡視・点検作業等の不備

6. 保護具の未着用 6. 荷 6.指示内容の不備
7. 共同作業者と
の連携不足

7. 周辺配置 7.作業者の不適切な配員

8. 気象条件等 8.他作業者との調整不足
9. 服装・保護具の
欠陥

災害事由

事
例
番
号

管内
道府県

名

発生年月日時刻

鉱種

鉱山労働者数

　Ａ：９人以下
　Ｂ：10～49人
　Ｃ：50～99人
　Ｄ：100人以上

罹災程度

図面等
危険の概要

（リスク）
災害概況

ＲＡ実施状況
（発生前）

原因

対策
作業工程
（プロセス）

発生場所
原因となった装置・施設

等
(ハザード）

http://www.safety-tohoku.meti.go.jp/kozan/Kozan-Saigai/h24saigai/sankou240507_1.pdf
http://www.safety-tohoku.meti.go.jp/kozan/Kozan-Saigai/h24saigai/sankou240507_2.pdf
http://www.safety-tohoku.meti.go.jp/kozan/Kozan-Saigai/h24saigai/sankou121012_3.pdf
http://www.safety-tohoku.meti.go.jp/kozan/Kozan-Saigai/h24saigai/sankou121224_4.pdf
http://www.safety-tohoku.meti.go.jp/kozan/Kozan-Saigai/h24saigai/sankou121226_5.pdf

