
災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）

死亡 重傷 軽傷 計

４週間
以上

４週間
未満

1 中国 岡山県
H10. 1. 7
( 9:35頃)

石灰石 B
外・車両系自
動車

1 1 ダンプトラック 車両転落

り災者は、当日８時から作業指示を受け、９時頃まで貯鉱場で小割
作業を行った。　その後、ローダーショベルで鉱石をダンプトラック
（８ｔ車）に積込み、同車を運転して第１破砕機に向かった。
　同じ頃、別のダンプトラックを運転して貯鉱場に向かっていた運転
手は、対向してくるダンプトラックを認め、離合箇所に停車した。　離
合幅も確保されているため対向車には特に注意を払っていなかっ
たところ、自車の横で離合するはずのダンプトラックが視界から消
え、同車の転落を発見した。
　ダンプトラックは、傾斜３７度の斜面を斜距離で約５０ｍ転落し、り
災者は途中で投げ出され、外傷性ショックにより死亡した。

災害発生原因を特定できる目撃者がおら
ず、り災者が死亡しているため災害の原因
については不明、
①転落した車両については整備不良が認
められない。
②転落箇所は平坦部で幅員についても離
合に著しい支障はない。
　ことから，り災者が何らかの原因で路肩
に寄り過ぎて転落したものと推定される。

・鉱山道路全般についての総点検の実施及び転落防止設備の設置
・有資格者に対する再教育の実施

2 中国 岡山県
H10. 1.21
(1:30頃)

金属 D 外・その他 1 1 なし
暗さ、通行路上
の障害物

り災者は夜間の定期巡視中、第２沈でん池のポンプが稼動してい
ないため、懐中電灯でケーブルの断線を確認しつつ、電源盤の点
検に向かった。　その途中、土嚢をよける際右足をひねった。
　り災後も業務を続けていたが痛みが増してきたため病院に行き、
右第５中足骨骨折と診断された。

・第２沈でん池の堤が影となり、足元が暗
かった。
・注意が点検中のケーブルに向かい、足元
を注視していなかった。
・仮設ケーブルを地面にはわせていた。

・照明を設置する。
・作業時の保安に対する注意力を高めるため指差呼称活動を重点
的に行う。
・仮設ケーブル及び土嚢を撤去する。

3 中国 山口県
H10. 4.14
(13:25頃)

石灰石 D 外・機械 1 1 ホッパー
可動部分への不
用意な接近

り災者は、当日朝８時頃から石灰石トレーラー出荷№２ゲート第１
ホッパーのシュート詰まり解消作業の指揮を行っていた。
　１３時２５分頃、シュート内にある石灰石を排出するため、シュート
下部のゲートダンパーの開指令をスイッチ操作者に伝えたが、それ
と同時にシュート部にガス切断機で開けていた穴の周囲のかすを
取り払おうと左手を出したため作動したゲートダンパーとストッパー
板の間に挟まれた。

・ダンパー作動中にダンパーの作動範囲
内に手を入れた。
（り災者は、詰まり解消作業の指揮者であ
り、ダンパー運転の指示を出した本人であ
ることから、「まだ動かないだろう」との思い
こみにより手を入れたのではないかと推定
される。）

・機械の可動範囲には手を出さないよう周知徹底を図る。
・ダンパー作動用手動バルブをダンパー付近に移設する。
・ダンパー作動範囲内における作業マニュアルを整備し周知徹底を
図る。

4 中国 山口県
H10. 8. 3
(9:15頃)

石灰石 Ｃ 外・その他 2 1 3 焼成炉 COガス

 炉底部空気供給管の補修にあたり、り災者２名（Ａ・Ｂ）がマンホー
ルから炉内に入り、上部からの落下物防止用の仮天井を設置する
ため足場組み作業を行っていた。Ｃはマンホールから足場用のパイ
プを手渡していた。
  中が暑いため休憩することになり、Ａは先に炉外へ出たが、Ｂが
出てこないため、Ａが再び炉内に入り倒れていたＢを救出作業中、
Ａも倒れた。

・災害発生当日、焼成炉排ガスファンを停
止し ていたため、運転中の土中炉から発
生したＣ Ｏを含んだガスの一部が煙道を
焼成炉側に逆流し、炉内に充満したものと
推定される。
※当該焼成炉と土中炉は隣接して設置さ
れており、共通の煙突から排煙するため、
両者の煙道は繋がっている。

・ＣＯが発生又は存在する区域を規定し、現場に明示し、当該区域
においては常時ＣＯ検知器を携行させ非携行者の立入を禁止する。
・作業内容及び保安対策について関係部署間での連絡を充分に行
う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
ＣＯ中毒防止対策について再教育の実施。

排ガス系統図

5 中国 島根県
H10. 9.12
(12:40頃)

非金属 Ｂ 外・コンベア 1 1 ベルトコンベア
稼働中のベルト
コンベアへの不
用意な接近

り災者は、午前８時からのミーティング後分析業務に従事していた。
１１時３０分から昼食休憩をとり、１２時３０分に交替のため水洗３号
機の運転監視に従事した。
  １２時３５分頃、廃砂ベルトコンベア№２のヘッドプーリ側のベルト
裏のかえり物が多いのを発見し、工具置場からスパナを持ち出し、
ベルトクリーナの調整をしていたところ、ボルトを回すスパナが滑
り、ヘッドプーリの駆動軸に左腕を引き込まれり災した。
り災者は引き込まれた腕を自分で抜き、近くにある非常停止スイッ
チでコンベアを停止し、建屋外に出て助けを求めた。

・ベルトコンベアを停止せずにベルトクリー
ナの調整作業を行った。
・１人で調整ができると判断し、係員に連絡
せずに単独で作業を行った。

・係員の巡視の強化
・注意喚起のための警標の増設
・ベルトコンベアの点検修理作業の作業基準の作成及び保安教育
の実施

6 中国 岡山県
H10.10.26
(15:40頃) 石灰石 Ｃ 外・その他 1 1 なし 地上面の凹凸

り災者はショベル（ＷＡ３００）によるダンプへの製品積込作業に従
事していた。
  １５時４０分頃製品を積みに来たダンプの運転手と打合せをするた
めショベルを降り、左手で手摺りを、右手でダンプ運転席横のミラー
支柱を掴み、高さ約５０ｃｍの運転席昇降用ステップに昇った。
  打合せ終了後、後ろ向きのまま、右足をステップから降ろし、ほぼ
同時に左足もステップから降ろした。右足が左足より一瞬早く着地
した時、右足首を捻りり災した。その時、両手は、ともに何も掴んで
いなかった。着地した箇所を見るとアスファルトが窪んでいて５ｃｍ
ほど低くなっていた。
  り災者は痛みを感じながらも再びショベルに乗ってダンプに製品を
積込み、積込み終了後、事務所前の所定の位置にショベルを駐車
した。　靴下を脱いで右足首を確認したところ腫れていたため、１６
時頃、係員に報告した。

・り災者がダンプ運転手と打合せをするた
め、運転席昇降用ステップに昇ったので、
降りる時に足を捻った。
・り災者がステップから 降りる時足元を確
認せずに後ろ向きのまま飛び降りたので
着地した時に足を捻った。

・今後ダンプの運転手と打合せを行う場合は、運転席昇降用ステッ
プ に昇らずに下から行う。
・運転席昇降用ステップから降りる時は足元を確認しながら三点支
持で行う。

7 中国 岡山県
H11. 1.11
(13:40頃)

非金属 Ｂ
内・落盤側壁
崩壊

2 2 なし
施枠作業中の壁
面崩落

１月８日午前、前日に引き続き穿孔作業と発破を行い、同日午後、
鉱石取りを実施した．（１月９日と１０日は休み．）
　災害発生日の午前、り災者３人は踏前にたい積していた鉱石を
ショベルで除去し、アイヨンで姑息及び姑息で除去した鉱石取りを
行った．
　１３時５分頃から午後の作業を再開し、作業開始前に切羽の状況
の目視点検を行った．点検後、鋼枠支保（２本で１セット）を立てるた
め２か所の根掘りを行い、その後鋼枠等の資材を切羽引立て近くま
で搬入した．３人で１本目の鋼枠を引立て前まで運んだ後、２本目
の鋼枠を引立て前まで運び、下ろそうとしたところ、引立て面左上部
付近が崩落した．

作業前及び作業中に崩落の兆候はなく、
突然、引立て面の左上部付近が崩落した．
　掘削面の背面に亀裂等が潜在していた
ため、これが時間の経過とともに緩み、滑
り面が形成され、姑息終了後もなお進行
し、崩壊に至ったためと推察される．

・作業前及び作業中の岩ばんの検査の強化
・姑息棒の増設
・施枠作業の作業基準の見直し
・施枠作業サイクルの見直し

対策等 詳細情報発生年月日時間 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

災害事由
原因となった
装置・施設等

ハザード
（危険の内容）

災害概況 原因
リスクマネジメント

実施状況
（発生前）

番号
管轄監督

部名
県名

罹災者数（人）
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災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）

死亡 重傷 軽傷 計

４週間
以上

４週間
未満

対策等 詳細情報発生年月日時間 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

災害事由
原因となった
装置・施設等

ハザード
（危険の内容）

災害概況 原因
リスクマネジメント

実施状況
（発生前）

番号
管轄監督

部名
県名

罹災者数（人）

8 中国 岡山県
H11.11. 2
(18:30頃)

石灰石 Ｄ 外・墜落 1 1
スクリューコン
ベア

狭い作業足場

り災者は分級機の清掃作業に１名で従事し、分級機の扉を開き、分
級機の内部及び扉の内側に付着したいつきをワイヤーブラシで除
去していた．作業足場が狭いため、停止中のスクリューコンベアに
片足をかけて作業していたが、後ずさりしようとしたとき、開口してい
たスクリューコンベアの粗粉供給口に片足をとられ転倒し、高さ２.２
８mから墜落し、左肩を亜脱臼した

・足場が狭く、段差があり不安定な姿勢で
作業をしていた。
・足場周囲に手すりがなかった。
・スクリューコンベアの粗粉供給口が開口
していたためつまづいた。

・鉄板を敷いて足場を広くした。
・足場周囲に墜落防止用の手すりを設置した。
・分級機清掃時には、粗粉供給口に蓋を取り付ける。

9 中国 岡山県
H11.11. 9
(11:45頃)

石灰石 Ｂ 外・墜落 1 1 なし 作業足場の不備

災害当日り災者は、か焼場冷却塔煙管の更新工事を作業員１名に
行わせていた。作業員が地上高約８．５ｍの冷却塔頂部からチェー
ンブロックで煙管をつり上げたところ、煙管が揺れ動いたため、当初
地上で指揮していたり災者は揺れを修正しようと地上高約４ｍの冷
却塔に隣接する建屋の屋根（スレート製）に上がった。そして屋根の
上で移動しようとして足を踏み出したところ、スレートが割れそのま
ま直下のコンクリート土間に落下しり災した。

・足場となっていない場所で作業をしようと
した。
・足元をよく確認せず支えのない屋根の外
縁部を踏んでしまった。

・高所作業を行う場合は腰綱の着用を徹底させるほか、必要に応じ
適切な足場等を設置する。
・高所作業者への保安教育を実施する。

10 中国 岡山県
H12. 1.17
(15:30頃)

石灰石 Ｂ 内・その他 1 1
ドーザーショベ
ル

なし

坑内３階切羽において、坑内保安係員がドーザーショベルで風管を
運搬しようとしたところ、ショベルの冷却水が不足していたため、運
転席横に置いてある冷却水入りのドラム缶(約18リットル)を手渡す
ようり災者に指示した。
指示を受けたり災者が右足をキャタピラーの上に、左足を運転席の
床にかけ、両手でそれぞれの手すりを持って運転席に上がろうとし
たところ、勢い余って頭部(ヘルメット着用)をショベルのヘッドガード
に強打し、頸部を挫傷した。

・車両乗車時の安全確認が不十分であっ
た。

・鉱山及び工場の従業員に対し、車両乗降時の安全確認等につい
て保安教育を実施する。

11 中国 岡山県
H12. 1.26
(14:40頃)

石灰石 Ｂ 外・電気 1 1 配電盤
通電状態の配電
盤

ターボ分級機用ブロアーが起動しているのを知りながら、同ブロ
アーの起動用配電盤内のサーマルリレー横の端子に、分級機コン
トローラーからの異常警報ライン(配線)を接続する作業中、ドライ
バーがサーマルリレーの端子(電圧220V)に接触し、短絡したため
アークにより顔面、両手に熱傷を負った。

・り災者は電気係有資格者の資格を持って
いなかった。
・電源を遮断せず活線作業を実施した。
・電気保安係員による作業の監督が実施
されていなかった。

・職場ごとに資格者の一覧表を掲示し、無資格者に危険作業を行わ
せないよう管理する。
・充電部に接触する作業を実施する場合は電源遮断を実施し活線
作業は実施しない。
・電気保安係員は作業監督を確実に実施する。

12 中国 山口県
H12. 1.26
( 9:30頃)

石灰石 Ｄ 外・墜落 1 1 穿孔機

昇降用手すりの
不具合
（掴みにくい構
造）

り災者は穿孔作業中、孔の位置及び角度を確認するため、いった
ん穿孔機のキャビンから地面に下りようとした際、手すりを握りそこ
ね、約１ｍ下の地面に滑り落ち左手首、左大腿部を骨折した。穿孔
機のキャビンの高さは１００cmであり、地面との間には８０cmと５０
cmの位置に２段のステップが設置されている（前者は車両本体に
固定され、後者はこれにチェーンで連結した可動式のステップ）。

・手元足元の確認を実施せず、前向きで降
りようとした。
・昇降用手すりと車両本体との間隔が狭
く、掴みにくかった。

・３点支持を確実に行い後ろ向きに降りるよう運転手に徹底させる。
・手すりを改造し、車両本体との間隔を広くするほか、キャビン出口
に踊り場を設置する。さらにステップについても２段一体型のステッ
プに改造する。

災害説明図

13 中国 岡山県
H12. 1.29
(15:30頃)

石灰石 Ｂ 外・コンベア 1 1
スクリューコン
ベア

防護設備（巻き
込まれ防止）の
不備

り災者は飼料工場製品タンク上部において、製品供給用スクリュー
コンベアの点検口（２７cm×２７cm）を開けて金属製の柄杓（お玉）
で製品をサンプリング中、同コンベアに右手を巻き込まれた。

・運転中のスクリューコンベアの点検口で
サンプリングを行ったものと推察され、危険
作業であった。

・必要な箇所にサンプリング孔を設置し、作業マニュアルを整備し、
周知徹底を図る。
・スクリューコンベアの点検口には巻き込まれ防止のための金網を
設置する。
・運転中の機械に対する補修作業等の禁止について保安教育を実
施し、周知徹底を図る。

説明図２枚

14 中国 岡山県
H12. 2. 8
( 9:30頃)

石灰石 Ｃ 外・その他 1 1 道具類
道具類の予測不
能な挙動

り災者は同僚１名とともに第１タンカル工場ポケット下でフレコンバッ
グ（１ｔ）詰め作業に従事していた。
計量器の上で詰め終わったフレコンバッグを同僚がフォークリフトで
吊り上げ後退した際、計量器横に吊り下げていたフック付きゴムが
フレコンバッグの吊り帯に引っ掛かり、フォークリフトの後退とともに
ゴムが伸びてはじけ飛び、計量器後方にいたり災者の右目にフック
が当たりり災した。なお、フック付きゴムとは長さ５０cm,幅３cmのゴ
ムの両側に番線のフックを取り付けたもので、フレコンバッグに製品
を詰める際、製品が飛散するのを防ぐためフレコンバッグと製品取
り出し口とを固定するための道具である。

・フック付きゴムを置く場所がフレコンバッ
グの吊り帯の近くであったため引っ掛かっ
た。

・番線のフックは使用せずゴムのみとし、備え付ける場所を変更す
る。
・保護メガネの着用。

罹災状況図

15 中国 岡山県
H12. 5.22
(22:30頃)

石灰石 Ｄ 外・その他 1 1 階段 転落

り災者は焼成炉の炉底を清掃するため階段を歩いて降りていたと
ころ、階段下から５，６段目のところで足をすべらせ、そのまま飛ん
で土間に着地した。この際右足首の関節を痛めた。
  階段の足元の明るさは工場の照明等で確保できていた。

・階段で滑った。
・足元に注意していなかった。

・階段の昇降時足元に注意する。
・１人ＫＹＴの実施。






		q: H12.1.26　災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）番号１２　関連図面
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災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）

死亡 重傷 軽傷 計

４週間
以上

４週間
未満

対策等 詳細情報発生年月日時間 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

災害事由
原因となった
装置・施設等

ハザード
（危険の内容）

災害概況 原因
リスクマネジメント

実施状況
（発生前）

番号
管轄監督

部名
県名

罹災者数（人）

16 中国 岡山県
H12. 7.14
(13:00頃)

石灰石 Ｂ 外・取器 1 1 なし なし

選鉱工場内のクラッシャーの後ろの集じんフードの上に鉱石が転が
り落ちた。り災者は鉱石を取り除くため、かかえ上げたところ、ぎっく
り腰となった。（腰椎捻挫）
  なお、り災者は前の職場でぎっくり腰の休業があったらしいが、当
鉱山では初めてであり、習慣性のものではないと思われる。

・クラッシャー投入側から鉄板壁を越えて
鉱石を落としていた
・足元の安全未確認

・危険予知、機会教育の実施

17 中国 岡山県
H12. 8.30
( 9:05頃)

石灰石 Ｃ
外・車両系自
動車

1 1 バックホウ 安全確認不足

り災者は同僚Ａ，Ｂとともに194mLの仮残壁で転落石防止用のネッ
ト張り作業を実施していた。作業はバックホウのバケット背面にある
リング状の金具に、先端にフックの付いたワイヤーロープを結び、こ
のフックにネットを引っかけバケット操作によりネットの位置を仮残
壁にそって調節するものであり、り災者は誘導員、Ａはバックホウの
操作員、Ｂは仮残壁斜面上でネットにフックを引っかける作業員で
あった。
作業効率上、Ｂの上方にいるり災者のほうが作業しやすい状態と
なったため、Ｂと交替しフックかけをしようとしたが出来なかったた
め、再びＢと交替した。Ｂは自らＡにバケット降下の合図を出しなが
らフックをかけようとしていたところ、り災者の「痛い」という声を聞き
斜面を上がったところ、り災者はうつぶせ状態で背中をバケットと斜
面に挟まれていた。

・作業員の役割分担が明確でなかった。
・３者とも作業に集中するあまり安全確認
を怠った。
・ワイヤーロープが短すぎたため効率よく
作業が行えなかった。

・作業手順を取り決め作業方法を明確化する。
・作業に適した機材を用意する。

18 中国 岡山県
H12.12.22
(17:50頃)

非金属 Ｂ 外・墜落 1 1 なし 床面の段差

　り災者は選鉱場にある分級機のタイマー運転の状況を確認する
ため１７時５０分頃巡視に出かけた。巡視の結果、異常がないことを
確認し、事務所に帰るため当プラント建屋内にある製品置き場のフ
ロアを通過していたところ、約１ｍの段差に気付かず、足を踏み外し
そのまま墜落した（右大腿骨頸部骨折）。
　なお、り災者の通行経路は本来の通路ではなく、り災者は近道を
しようとしたものである。さらに本来の通路でなかったため、照明の
ない暗い建屋内を通行中、段差に付かず足を踏み外したものであ
る。

・正規でない巡視経路を通行したため、暗
がりの中段差のある場所を見誤った。
・慣れと油断から暗がりでも大丈夫だと
誤った判断をした。

・近道行為の禁止を徹底する。
・出入り口のシャッターを常時開放しておく。
・必要に応じ夜間照明を設置する。

19 中国 岡山県
H13. 5.25
(11:10頃)

石灰石 Ｂ 外・機械 1 1 フレットミル
可動部分への不
用意な接近

　り災者はフレットミルの原料ホッパーに原料を投入しようとしたとこ
ろ、同ミルの原料供給ロータリーバルブが停止しているのを見て、
故障しているものと思い、同バルブのＶベルトに手を掛け逆回転さ
せようとしていたところ、同バルブが作動したため右手薬指を挟ま
れた（開放性骨折）。
　なお、同バルブは当日故障したため、修理を終え調整運転中であ
り、ベルトカバーが外された状態であった。

・機械設備に対する知識が欠けていた
（ロータリーバルブが間欠運転するものだ
とは認識していなかった）。
※調整運転中である旨の警標が設置され
ていなかった。

・作業者に対する機械設備の教育。
・故障時には必ず機械保安係員に報告する。

20 中国 山口県
H13. 7.16
( 9:00頃)

石灰石 Ｃ 外・取器 1 1 なし
不適切な道具の
使用

り災者は規格外の製品を休止中の土中炉に投入するため、同炉頂
のふたを開けようとした（ウエイトの付いた棒と鉄板の扉が連結した
もので、ウエイト棒を上下させることによりふたを開閉させる仕組
み）ができなかったため、同僚がウエイト棒を持ち上げつつ、り災者
が予備のウエイト（約10kg）を両手で持ちハンマー代わりにして鉄板
のふたを叩いていたところ、誤って左手を土中炉の縁に打ち当てり
災した。

・工具を用いず重量のあるウエイトを安易
に使用した。
・姿勢が不安定であった。

・原料投入ホッパーを設置し、ふたの開閉を行わないようにする。
・再発防止の保安教育を実施する。

見取図

21 中国 山口県
H13. 9.19
(10:48頃)

非金属 Ｂ 外・墜落 1 1 ダンプトラック
運転中の不安全
行為

　り災者は投入ホッパー近傍の沈砂池の浚渫物をダンプトラックで
運搬中、共同作業者（バックホウ運転手）がダンプのハッチが完全
に閉まっておらず、浚渫物がこぼれているのを認めたため、り災者
に声を掛けた。
　り災者は窓を開け後ろを振り返ったがよく聞き取れなかったため、
シートベルトを外しドアを開け、フットブレーキを右足で踏んだまま腰
を持ち上げ左手でドアを、右手で運転席右側後方のはしごをつかみ
半身の状態で振り返ろうとしたところ、ドアが大きく開いたため左手
でドアをつかみきれず、そのまま体ごと1.25m下の地面に墜落した。
　り災者が起き上がったところ、ダンプトラックが逸走し始めていた
ため、り災者は運転席に飛び乗ろうとしたができず、転倒しうつぶせ
状態となったところにトラックの右後部車輪で両足及び左腕を轢か
れり災した。
　災害現場は下り勾配約６°、ダンプトラックは約30m逸走したとこ
ろで道路側溝及び土盛りに衝突し停止した。

・不安全行為（ドアを開け身を乗り出す）を
行った。
・傾斜地での停車にも関わらず危険認識
が欠けていた。

・乗降時以外はシートベルトを外さないよう徹底する。
・やむを得ず停車（降車）する場合は、エンジンを切り、傾斜方向と反
対方向にギアを入れるよう徹底する。
・動いている機械類には近づかないよう徹底する。

22 中国 岡山県
H13.11.22
( 9:05頃)

石灰石 Ａ 外・転倒 1 1 鉱石貯鉱タンク 安全確認不足

り災者は鉱石の手選作業に従事していたが、鉱石貯鉱タンク下部
のダンパーに鉱石が詰まりベルトコンベア上に鉱石が流れてこなく
なったため、
鉱石詰まりを解消するためにタンク下部に入ろうとしたところ、タンク
の仕切板(高さ３０ｃｍ)に足をつまずき、前向きに転倒し左手手首を
骨折した。

・足元をよく確認していなかった。
・保安教育の徹底。
・タンク仕切板の高さを低くする(１５ｃｍ)ほか、仕切板手前（入口側）
に階段を設置する。

見取図






		q: H13.7.16　災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）番号２０　関連図面
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災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）

死亡 重傷 軽傷 計

４週間
以上

４週間
未満

対策等 詳細情報発生年月日時間 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

災害事由
原因となった
装置・施設等

ハザード
（危険の内容）

災害概況 原因
リスクマネジメント

実施状況
（発生前）

番号
管轄監督

部名
県名

罹災者数（人）

23 中国 広島県
H13.12.10
( 8:30頃)

非金属 Ｃ 外・墜落 1 1 補修中の足場 安全確認不足

り災者はエキスパンドメタル製の足場に開いた穴(58cm*56cm)をエ
キスパンドメタルで溶接し閉そくする作業に就いていた。
　同人は修理材のエキスパンドメタルを穴と同サイズに切り取り、穴
の部分に仮置きし、近傍のトタンに開いた穴の状況を確認するた
め、いったん作業箇所を離れた。
　１分後、作業箇所へ戻ってきた際、仮置きしていた箇所を踏み抜
き、そのまま2.6m直下の高架通路の上に墜落、り災した。

・り災者のヒューマンエラー
・ＫＹ活動の強化。
・今後は同作業箇所での作業がないことから、立入禁止区域とす
る。

24 中国 岡山県
H14. 1.28
(15:55頃)

石灰石 Ａ 内・転倒 1 1 削孔機
不安全行為
（キャビンからの
飛び降り）

　り災者は穿孔作業終了後、坑外（露天採掘場）での発破警戒に就
くため、穿孔機足場(高さ１０２ｃｍ)から地面に飛び降りたところ、小
石(約６ｃｍ)が右足着地付近にあったため、着地後足を取られ転倒
した。その後り災者は引き続き就業していたが、発破作業終了後も
右足に痛みがあったため、病院で診察した結果、右足じん帯断裂
(加療２ヶ月)と診断された。
  穿孔機は走行部の構造上手すり以外の昇降設備は備え付けられ
ておらず、昇降の際にはキャタピラーをステップ代わりにするもので
あるが、り災者本人の話によると、降りるときは特に危険と思わな
かったため飛び降りることが多かったとのこと。

り災者の不安全行為。
・穿孔機に昇降用のステップを取り付ける。
・従業員に対し、安全に昇降するよう教育を実施する。

25 中国 岡山県
H14. 5. 1
( 8:50頃)

石灰石 Ｂ 外・コンベア 1 1 ベルトコンベア
不安全行為
（運転中のコンベ
アへの接触）

　り災者は同僚１名とともに、タンカル袋詰め作業を実施していた。
作業内容は、り災者がパッカーで袋詰めを行い、間近の移動式ベ
ルトコンベア（幅０．６ｍ，長さ４ｍ）に袋を流し、同僚が袋をパレット
（フォークリフト用の運搬台）に積み込むものである。
　作業実施中にモータープーリー（１．5ｋｗ）にタンカル粉が居着き、
ベルトが進行方向左側に蛇行したため、り災者はベルトコンベアを
停止させた。そして、操作室（ベルトコンベアから約１０ｍ）に置いて
あったドライバーを同僚に渡して、進行方向右側プーリーの居着き
を除去させ、同僚に、「今から回すから手をどけろ、布を取って来
い。」と言い、ベルトコンベアを起動させた。
　り災者は起動中のベルトコンベアの進行方向左側から手を入れて
布でプーリーを拭こうとした時、右手首をベルトとプーリー間に挟ま
れ、さらに、挟まれたはずみで右上腕部もベルトコンベアのフレーム
に打ち当てた。

・ベルトコンベアを停止しないでプーリーの
居着き除去作業を実施した。
・ベルト蛇行修正等の非定常作業を上司
からの指示を受けないで実施した。

・機械を補修又は掃除する場合には、必ず停止して作業するように
再教育を実施。
・上司の指示により非定常作業を行うように再教育を実施。
・ベルトコンベアに手が入らないように防護カバーを取り付ける。

災害概況図

26 中国 岡山県
H14. 5.20
(14:30頃)

非金属 Ｂ 内・飛石転石 1 1 鉱石抜き出し口 転落石

り災者は同僚と二人で、ケービング切羽内において起砕した鉱石を
抜き出し口からロッカーショベル(エアー駆動式)で鉱車(手押し)に積
み込み、約２５ｍ離れたシュートへ運搬する作業に就いていた。
　当作業は、り災者がロッカーショベルの横に立って、ロッカーショ
ベルのレバーを操作して、抜き出し口(り災者の左側)の鉱石をロッ
カーショベルですくって、ロッカーショベル後部(り災者の右側)の鉱
車に積み込み、同僚が鉱車の後ろで、鉱車に積み込んだ鉱石が落
ちないようにホッパ(鍬)で均し、満杯になった鉱車を二人で手押しに
より運搬する作業である。
　１４時３０分頃、り災者が抜き出し口の鉱石をロッカーショベルです
くい、抜き出し口に背を向けて鉱車への積み込み状況を確認しつつ
作業していた時、抜き出し口からの転石(約５０㎝×３０㎝×２５㎝)
がり災者の左足甲に当たり、り災した。

・保安靴の構造が、足の甲までは保護する
ようになっていなかった。
・ロッカーショベル使用にあたって、作業の
性格上、鉱車に積み込む時は、積込状況
を確認する必要があり、転石のあった抜き
出し口に背を向けることになり、転石発生
があったことがわからなかった。

・鉱石抜き出し作業時には、足の甲まで保護できる保安靴を着用す
る。
・ロッカーショベルの運転台にガードを取り付ける等検討する。
・危険のおそれのある大塊はあらかじめ姑息作業で落としておく。
・鉱石が担当作業員(運転者)の足元に来ないようなすくい方を実施
する。

27 中国 岡山県
H14. 8.11
(10:30頃)

石灰石 Ａ 内・墜落 1 1

ホイルローダ・
バケット
（作業用足場と
して利用）

保護設備〔墜落
防止）の不備

り災者は同僚と二人で、今後の坑内再開発（坑道拡幅）に向けた準
備として、過去坑内採掘時に残置された坑内施設の整理作業とし
て、天盤に設置された風管（ビニル製、直径１ｍ）を取り外す作業に
就いていた。
　作業方法は同僚がホイルローダを運転し、り災者がそのバケット
に乗り、風管を吊っている番線をペンチで切るというものである。　り
災者はバケットの隅に足をかけ、半身を乗り出した状態で番線を
切ったところ、バランスを崩し風管もろとも約４ｍ下の地盤に足から
墜落した。

・転落防止措置が取られていなかった。
・転落のおそれのない専用の作業台を使用する。
・坑内作業に当たって必要な保安管理体制の構築、手続き及び保安
教育を実施する。

28 中国 山口県
H15. 1. 5
(16:10頃)

石灰石 Ｃ 外・コンベア 1 1 ベルトコンベア
駆動中のＢＣへ
の不用意な接近

午前中は、坑外保安係員他４人でベルトコンベア等の解凍作業に
従事した。
　午後から選鉱場の操業を開始したが、選鉱場水洗機バラス送り
№１、２ＢＣは運転中にプリー及びローラー等に氷のいつきが発生
するため、坑外保安係員及びり災者の２名により、バーナーによる
解凍作業を実施した。
　１３時半頃、建材向け石灰石が不足している旨の連絡があり、坑
外保安係員は石灰石の横持ち作業を行うため、り災者に、「引き続
きバーナーによる解凍作業を行うよう」指示し、解凍作業場から離
れた。この後、水洗機の操作員も解凍作業に加わり、２名で解凍作
業を実施していた。り災者は操作員にバーナーによる解凍作業は
面倒であるため、片手ハンマーで氷を叩いて落とそうと提案した。り
災者はＢＣヘッドプーリーをハンマーで叩いていた際、ベルトとプー
リーの間に右腕を巻き込まれた。

・係員の指示通りバーナーによる解凍作業
を行わず、運転中のＢＣのプーリー部の氷
いつきをハンマーで叩き落とそうとした。

・機械の運転中に補修又は掃除を行わないよう再教育の実施。
・氷いつき落とし作業のマニュアルを作成し、関係者に周知徹底
・ＢＣプーリーに温風ヒーターの設置

見取図






		q: H14.5.1　災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）番号２５　関連図面
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		r: H15.1.5　災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）番号２８　関連図面
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災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）

死亡 重傷 軽傷 計

４週間
以上

４週間
未満

対策等 詳細情報発生年月日時間 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

災害事由
原因となった
装置・施設等

ハザード
（危険の内容）

災害概況 原因
リスクマネジメント

実施状況
（発生前）

番号
管轄監督

部名
県名

罹災者数（人）

29 中国 岡山県
H15. 1.27
(13:45頃)

石灰石 Ｃ 外・墜落 1 1

フォークリフト・
リフト爪
（足場として利
用）

不安全行為

　り災者は、０番タンク(ローリー車専用で詰口が高所にある)から紙
袋詰用原料を確保するため、まずフレコンバックに製品を詰める作
業に取りかかった。通常高所のフレコン詰作業は、専用のホッパー
シュート（移動式）をタンク下に設置して行うが、り災者はフォークリ
フトを使用し、直接フレコンバックをタンク下に取り付けた。フレコン
バッグへの詰め込み作業完了後、０番タンク製品排出口から製品
のこぼれ落ちを防ぐ為、布シュートの折り返し処理（下方が解放状
態の布シュート先端を上方に折り返し固定する処置）をするため、
フォークリフトのマストを伝って、リフト屋根上（H=2.1m）にのり、マス
トの一部に手を掛け、更に約８０ｃｍ高いリフト爪（フォーク）に上が
ろうとした。当時天候が雨天で爪が濡れており、右足をリフト爪に掛
けたが滑った。一瞬マストに掛けた手で支えたが、そのまま墜落し
右足踵を強打した。

・正規の作業器具(手摺を備えたリフト昇降
用機材)を使用しなかった。
・上がってはいけない所で作業しようとした
不安全行為による。

・フォークリフトの基本的な運転マニュアルの作成、周知徹底
・フレコン詰の作業手順書の作成、周知徹底
・現場及び作業に即応した器具の使用

概略図

30 中国 岡山県
H15. 1.30
(11:00頃)

石灰石 Ｄ 外・機械 1 1

スクリュー
ウォッシャー
（スクリューコン
ベア）

駆動部分への不
用意な接近

り災者Ａ作業員は、当日午前８時２０分からミーティングで選鉱場第
二操作室の配番及び保安指示(運転中の機械には手を出すな)をＢ
作業長から受け運転準備に掛かった。この日は寒波の影響で寒く、
凍結が酷かったのでＡはＢと共に解凍作業を実施し、スクリュー
ウォッシャー(以下ＳＷ)等を起動させ、起動確認後Ｂは作業指示及
び保安指示を出し、１０時３０分頃別の場所に移動した。一人になっ
たＡは、ＳＷ等の運転状況を点検中の１１時頃、№２ＳＷの落口に
凍結物が詰まっているのを見つけた。ＡはＳＷ落口近くの足場(踊
場)から左手で近くの鉄柵を掴み、右手を伸ばして凍結物を取り除こ
うとしたとき、動いていたＳＷで中指と薬指の一部を切断した。

・運転中の機械に手を出さないことは日頃
からまた当日においても係員より指示が出
ていたのにも係わらず 、№２ＳＷの落口の
凍結物の詰まりが簡単に手で取れると思
い右手を出した。

・全鉱山労働者に対し、再発防止のための保安教育の徹底
・シュート部に手を挿入出来ないようシュート上部にエキスパンドメタ
ルの取付げ
・作業終了時にＳＷ内部を水流により清掃し、停止

31 中国 山口県
H15. 2.22
(15:35頃)

石灰石 Ｃ 外・コンベア 1 1 ベルトコンベア
駆動部分への不
用意な接近

り災者は、７時３０分に山元プラント事務所に出勤し、山元運転係長
より、№１ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ（以下No1ＢＣ）ﾃｰﾙ部の落泥を片付けるように
作業指示を受けたが、作業場所を勘違いして№１ＢＣヘッドで床面
清掃作業をした。
　１５時頃山元プラント事務所に戻った際、係長から作業場所が違う
旨を聞き、№１ＢＣﾃｰﾙから３０ｍ前方の落泥の片付け（リターンベ
ルト上のスクレーパーから落ち床面にたい積した泥をスコップで一
輪車に乗せ、ベルト横歩廊を通り、床面の開口部から落とす作業）
中り災したものである（目撃者がいないため詳細は不明であるが、
１５時３５分頃、スクレーパー端から約１ｍ離れた位置にあるベルト
反転部の押さえローラー（Φ２００mm×Ｌ１０７０mm、ベルト上下を
挟んで２本設置で）と、ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱの脚(支柱)の隙間に右上腕部を
挟まれたと推定される）。
　り災者はり災後、自力で脱出し、約８０ｍ（直線約３０ｍ）離れた
フィルタープレス室横まで歩いていき、作業中のホイルローダーオ
ペレーター（請負作業員）に助けを求めた。

り災者のり災直前の記憶がなく、一人作業
で目撃者がいないため、り災時(直前)の行
動は不明であるが、り災状況及び作業方
法等から、原因は次のとおり考えられる。
・運転中のﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ(ﾛｰﾗｰ)近くで落泥の
片付け作業を行った。
・落泥片付け作業箇所近くのﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱﾛｰ
ﾗｰのさく等の巻き込まれ防止措置が、歩
廊側のﾁｪｰﾝ掛けのみであった。
・落泥片付け作業について、作業員の慣習
としての作業方法はあったが、作業基準と
して整理明確化されてなかった。
・ﾘﾀｰﾝﾍﾞﾙﾄ上のｽｸﾚｰﾊﾟｰから落ちた泥が
床面にたい積する構造で、定期的(月に１
～２回)に落泥片付け作業が必要であっ
た。
・再雇用後、り災者に対して保安教育を実
施していなかった。

・落泥片付け作業は、ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱが定期設備休止時に実施
・歩廊側のﾛｰﾗｰ部分に保護カバー及び保護柵を設置
・落泥片付け作業の見直しを行い、作業基準を作成し、関係者へ周
知
・床面に落泥がたい積しない(落泥片付け作業を必要としない)設備
に改善
・類似箇所の総点検、所要措置の実施
・り災者に対して、適時、保安教育の実施

見取図

32 中国 岡山県
H15. 2.24
(10:10頃)

石灰石 Ｂ 外・取器 1 1
破砕機
（分解修理中）

判断の誤り

り災者は、午前８時３０分より破砕機のベアリング修理のため前日
取り外したベアリングケースを横にしてシャフトを抜く作業を行って
いた。
　ケースからシャフトが抜き難いため、シャフトがケースより抜けか
けた状態でホイストで吊り上げ、ケースを立てた。シャフトがベアリン
グに噛み込んでいたので、落下しないと判断し、シャフトを吊ってい
たホイストのフックを外し、インパクトレンチでベアリング押さえのボ
ルトを緩めている途中に、振動でシャフトがトッププレートと共に落
下し、インパクトレンチとトッププレートの間で左手を挟みり災した。

・シャフトが落下しないものと安易に判断し
てホイストのフックを外したもので、判断の
誤り、危険予知不足による。

・危険予知訓練等の保安教育の実施。
・修理等非定常作業における保安対策の事前検討、対策の実施。

33 中国 岡山県
H15. 4.18
( 9:15頃)

石灰石 Ｂ 外・墜落 1 1 ベルトコンベア 不安全行為

り災者は、８時１５分頃から工場内紙袋包装ラインで包装作業に就
いた。
　紙袋製品（２５ｋｇ）３パレット目（５０袋/パレット）途中で、金属検出
器により発生した不適合品を再確認（誤操作がある）するため、金
属検出器コンベアに載せていた。６袋目の時もコンベア超え通路ま
で運び、通路から右足を丸パイプ型ステンレス製ガイドに乗せたと
ころ滑り真下にあった同ガイド調整ボルトで右膝をり災した。

・足場でない丸パイプガイドに足を載せ作
業したもので、不安全行為による。
・再検査のためにベルトに載せる箇所に安
全な足場がなかった。
・コンベア越え通路に手すりがないため通
路からコンベアに降り作業が出来る状況で
あった。
・金属検出器の誤作動の発生。

・当該箇所に作業足場の設置。
・コンベア越え通路に手すりの設置。
・金属検出器の再調整による誤作動防止。

見取図

34 中国 山口県
H15. 6.10
(11:30頃)

石灰石 Ｂ 外・転倒 1 なし なし

り災者は午前中、10ｔﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸによる製品転送作業終了後、ﾀﾞﾝﾌﾟﾄ
ﾗｯｸを製品置場に駐車後降車し、ひとりで昼食のため控室に向かっ
て約20ｍ歩いた時、階段手前約２ｍの平坦な場所で左足を踏み損
ねて捻って転倒した。り災者は痛みはあったもののたいしたことは
ないと思い、手摺を持ち階段を下り、控え室に行き昼食を取った。
正午頃、痛みがひどくなったので担当係員に話し、担当係員は事務
所に連絡した。直ちに事務所職員はり災者を病院に連れて行き、診
断の結果、左足第５中足骨骨折と判明した。

・歩行中、足を踏み損ねる事を予想できな
かった。(人的要因)
・歩行中、左足で通路面を正確に踏み込ま
なかった。(作業上の原因)

・日常の基本作業、動作についての注意事項を各自再確認、喚起す
るよう周知。
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災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）

死亡 重傷 軽傷 計

４週間
以上

４週間
未満

対策等 詳細情報発生年月日時間 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

災害事由
原因となった
装置・施設等

ハザード
（危険の内容）

災害概況 原因
リスクマネジメント

実施状況
（発生前）

番号
管轄監督

部名
県名

罹災者数（人）

35 中国 岡山県
H15. 9.18
(13:54頃)

金属 Ｃ 外・その他 1 1 なし
伐採中の木の予
測不能な挙動

　り災者は雪害による倒木、折れ枝の処置のため、同僚４名ととも
に木の伐採作業に就いていた。り災者は作業指示及び伐採作業、
同僚は伐採後の切断作業を行うこととしていた。作業方法は、処置
を要する木を伐採後、木の枝にロープを掛け車で引きずり下ろすも
のである。
　り災者は災害の原因となった立木をチェーンソーで切断したとこ
ろ、立木は一旦倒れたが、切断部の一部(つる)が残ると共に枝が
地面についたため、幹が宙吊り状態となり完全に倒れなかった。り
災者は立木の切断部を完全に切り離すため、再度切り離しにか
かったところ、宙吊り状態の立木が突然り災者の方へ跳ね、り災者
は逃げようとしたが転倒し、その立木がり災者の右下腿部の上に落
ちり災した。

・連続して行った伐採作業による慣れから
の判断の誤り。
・伐採木の処置に対する経験不足。

・ﾁｪｰﾝｿｰの取扱いや伐採作業の技術力向上の教育の強化。
・立木の伐採で「つる」が残り切断されない等、通常と異なった場合
には、状況を詳細に確認した後、ロープで幹を固定する等の措置の
実施。
・胸高直径約１０㎝以上の立木の伐採は専門業者に外注・定期的に
教育・訓練の実施。

36 中国 岡山県
H16. 2.12
( 9:00頃)

石灰石 Ｂ 外・取器 1 1 なし
不適切な作業方
法

 り災者は、１号焼成炉(土中炉)の蓋の修理に使用する鉄板２枚
（0.3m×2m厚さ2.3mm 10kg/1枚)を鉄工場に取りに行ったが、使用
したい鉄板は別の大きさの鉄板（手前から５枚は0.914m×1.829m
厚さ3.2mm 42kg/１枚、次ぎの５枚は0.914m×1.829m 厚さ2.3mm
30.2kg/1枚）と一緒に一番奥に重ねて壁に立てかけられていた。(計
１２枚立てかけられていた。）り災者は使用したい奥の鉄板を取るた
めに手前から１０枚の鉄板を倒そうと思い、最初に２～３枚倒し、続
いて５～６枚倒そうと思い、手前に起こしたが、手で支えられなくな
り、手を離したら鉄板が倒れ、右足(ﾌｸﾗﾊｷﾞ)をすりり災した。

・鉄板を一度に数枚を倒そうとしたもので
作業方法が適切でなかった
・鉄板の収納方法が適切でなかった
・危険予知が不足していた

・鉄板の種類別収納枠の設置・重い鉄板等の移動は一人で行わな
いよう徹底
・重量物の取扱いに関する保安教育の徹底。
・危険予知訓練の実施。

37 中国 山口県
H16. 3.29
( 8:50頃)

非金属 Ａ 内・転倒 1 1
ロードホールダ
ンプ

作業場の暗さ

ロードホールダンプのエンジンを停止しバケットを地面に降ろした状
態で、バケットに載せたロックボルト資材（セメント・砂・ロックボルト、
打設器等）の荷卸し作業を３名で行っていたが、り災者が作業中に
バッケットの爪につまずいてバケット中に倒れて左肩及び腕を強打
した。

・荷卸し作業中、足元に注意していなかっ
た。
・作業場の明るさが足りなかった。

・類似作業防止を図るため、ヒューマンエラー防止等保安教育の徹
底。
・照明の強化

38 中国 広島県
H16. 9.10
(16:50頃)

石灰石 Ｂ 外・取器 1 1 工具 保護具の不使用

１６時５０分頃、り災者は、選鉱場に設置された煮出成型機のスク
リューに付着した焼け、樹脂などの除去掃除を行っていた。グライン
ダーにワイヤーブラシを装着して、作業を行っていたところワイヤー
ブラシの破片が飛んで、目に入り、り災した。

・グラインダー及びワイヤーブラシ等を使
用して作業する場合には、必ず防護メガネ
を着けるよう、教育指導を行っていたが、
防じんメガネの内側が、熱で曇り、作業途
中で外したため、ワイヤーブラシの破片が
飛び目に入った。

・防じんメガネの着用の徹底　（曇り止めの保護メガネを 直ちに購入
する。）

・係員及び関係労働者に再度保安教育の実施

39 中国 岡山県
H16.10.15
( 9:00頃)

非金属 Ｂ
内・浮石の落
下

1 1 なし

不十分な浮石点
検
点検後の岩盤の
状態変化

災害当日、作業者Ａとり災者は、朝のミーティングで前日と同じ切羽
の番割りを受け、８時２５分頃切羽に到着し、前日発破した切羽で
の作業であったため、切羽に至る作業通路を２人で手前側から岩
盤点検を行い、姑息棒を用いて浮石を除去する作業を始
め、８時５０分頃、岩盤点検、浮石除去を終了した。その間、坑内保
安係員が８時４０分頃巡視した。
　その後、２人は、起砕鉱石をホッパ（スコップ）を用いてシュートに
掻き落とす作業を始め、作業員Ａは切羽手前側からり災者は奥側
から起砕鉱石の掻き落とし作業を行っていたところ、り災者付近の
側壁にあった浮石が崩落し、り災者の右足付根に当たりり災したも
のである。崩落した浮石は、り災者の搬出等のためシュート内に落
としたため、特定できないが、岩盤の剥離跡の状況から縦0.9m、横
0.4mの部分が崩落したものと推測される。
　なお、災害発生切羽は、小規模鉱体の採掘のためケービング法
により採掘を実施している箇所で、立入坑道からあらかじめ設けた
シュートの一角に切上りで到達し、シュートの周縁に沿って発破を
行い、起砕鉱石をシュート内に落としながら進み、最後にシュートの
天盤部を発破、崩落させてシュートから抜鉱するという方法で採掘
を行っていた。

・災害発生箇所付近の岩盤は、良質の鉱
石であったが、石目が複雑に発達し、側壁
に沿って石目が あった。作業員及び坑内
保安係員による岩盤の検査は実施されて
いるが、検査が不十分であったと考えられ
る。
・災害前日までにシュートの抜鉱を行って
おり、シュートのレベルを下げていたため、
落ちないよう岩盤際で作業を行っていた。

・鉱山労働者全員による作業箇所・運搬坑道の総点検の実施
・作業員及び坑内保安係員の岩盤点検の強化
・保安管理体制の強化
 （１作業場所に１坑内保安係員体制）
・作業基準の見直し、周知徹底

40 中国 岡山県
H16.10.22
(13:50頃)

石灰石 Ｂ
内・落盤側壁
崩壊

1 1 なし

不適切な作業方
法
（採掘規格不適
合）

１０月２１日（災害前日）、り災者は当該箇所の浮石除去の指示を受
け、同日１６～１７時までトンネルブレーカを使用して浮石除去を
行った。
　１０月２２日（災害当日）、り災者は１１時２０分頃から１２時までＥ２
区域の浮石除去作業を行った。昼休憩を挟んで１３時に入坑し引き
継きＥ２区域の浮石除去作業に就いた。
　１３時５０分頃り災者の作業箇所から約９０ｍ離れた箇所で装薬作
業を行っていた坑内保安係員は、り災者の運転するトンネルブレー
カの照明が消えていることに気がつき、不審に思いり災者の作業箇
所に行ったところ、トンネルブレーカの運転席が押しつぶされ、り災
者が運転席でり災しているのを発見した。
　運転席の左横には、縦２.７ｍ×横２.１ｍ、厚さ０.８ｍの石灰石が
あり、その表面にトンネルブレーカに当たった痕跡が認められること
から、浮石除去作業中に天盤が崩落し、運転席に落下したものと推
定される。なお、運転席の直上の天盤の高さは約８ｍであった。

・採掘規格を超える高天盤下でブレーカー
による浮石除去作業を実施した。
・天盤の上に水平な粘土を挟む石目があ
り、崩落を予期することができなかった。

・採掘規格の厳守
・採掘方法の見直し
・浮石除去作業基準等の見直し
・岩盤点検の強化
・保安管理体制の見直し強化



災害の措置情報（平成１０年～平成１６年：中国）

死亡 重傷 軽傷 計

４週間
以上

４週間
未満

対策等 詳細情報発生年月日時間 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

災害事由
原因となった
装置・施設等

ハザード
（危険の内容）

災害概況 原因
リスクマネジメント

実施状況
（発生前）

番号
管轄監督

部名
県名

罹災者数（人）

41 中国 岡山県
H16.11. 6
(15:40頃)

石灰石 Ｃ 外・転倒 1 1 階段
転落防止措置の
不備

り災者は、選鉱場の袋詰作業場に就業し、１５時過ぎに袋詰め作業
を終了し、作業場の掃除を行い、粉じん等を入れた掃除用バケツ
（約５㎏）を右片手に持ち階段（高さ 1.15m、踏面４段）を降りようとし
た際、２段目の階段で足を踏み外して転倒し、コンクリート土場で膝
を打ちり災した。

・階段に手すりがなかった。
・階段の踏面の位置を良く確認していな
かった。

・階段の手すりの設置。
・階段の踏み端を黄色で着色
・類似箇所のﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄによる総点検の実施

42 中国 島根県
H16.11.23
( 8:35頃)

非金属 Ｂ
外・車両系自
動車

1 1 ホイルローダー 安全確認不十分

当日の発破のため、ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞｰ運転者の坑外保安係員はﾊﾞｹｯﾄに
込物等を積んで、選鉱場横の火薬類受渡所に運搬中に、選鉱場
手前の鉱山道路を登りきったところで、右前方の選鉱場の注油作
業者に気を取られていると、注油作業者の声と身振りの異変に気
付き、ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞｰを停止したところ、ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞｰの左側前輪付近に
り災者が倒れているを発見した。
　一方、り災者は、選鉱場の休憩所に荷物を置いて、作業に就くた
め選鉱場に歩いて行く途中で、前日ｼｮﾍﾞﾙから落下した鉱石（良質
の鉱石)を発見し、これをしゃがんで拾っていたところ、前からホイル
ローダーが来たのに気付き、避けようとしたが間に合わず左足を
轢かれた。

・ﾎｲﾙﾛｰﾀﾞｰ運転者が右前方の第一選鉱
場の注油作業者に気を取られ、前方を良く
見ていなかった。
・上り傾斜の道路の上がり口付近であった
ため、見通しが悪かった。

・有資格者の安全運転励行と教育の徹底

・鉱山道路上での作業に対す安全対策の徹底

43 中国 岡山県
H16.11.24
( 9:50頃)

石灰石 Ｄ 外・機械 1 1 パッカー

不安全行動
（運転中の機械
の駆動部分への
接触）

タンカル操作室で紙包装作業をしていたり災者は、パッカーのノズ
ルから粉が出なくなったため、パッカーのＶベルトを揺さぶって復旧
しようとした際、Ｖベルトが急に回り出しＶベルトとＶプーリーの間に
左右の手を挟まれた。り災者の横（距離約５ｍ）でフレコン包装をし
ていた作業員が災害発生に気づき、パッカーの操作ボタンの電源
を切り、Ｖベルトを逆転してり災者の手をＶプーリーから外した。

・変速機内部のタイミングベルトが摩耗しス
リップし粉が詰まった。
・パッカーの電源を切らずに復旧しようとし
た。（他の作業員のﾌﾚｺﾝ用の電源を切った
ため、パッカーの操作ボタンの電源を切っ
たと勘違いした。）
・包装作業に対する保安教育が不十分で
あった。

・変速機内部のタイミングベルトの定期的な交換
・復旧作業時のマニュアルの作成、教育
・現場での機会教育の徹底
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