
災害の措置情報（平成１７年：中国）

４週間
以上

４週間
未満

1 中国 山口
平成１７年３月２２日

9:50
非金属 A 外・取器 0 1 0 0 1 レシプロフィーダ

修復作業時における電源
遮断を怠ったこと

罹災者は、貯鉱タンク下部の抜出口において、鉱石がレシプロフィーダ
と貯鉱タンクのガイドに挟まり、レシプロフィーダが動かなくなっているの
を発見し、鉱石を削岩用ロットで外す作業を実施していた。鉱石が外れ
た途端レシプロフィーダが動いたことにより反動で右腕がゲート開閉用
ロットに当たり罹災した。
（罹災者：選鉱場責任者（坑外保安係員兼火薬係員）、62歳、直轄
  罹災程度：休業５６日　右橈骨骨折ほか）

－ ・レシプロフィーダの電源を切らずにレシ
 プロフィーダに挟まった鉱石を削岩ロッ
 トで外し作業を行った。
・レシプロフィーダと貯鉱タンクのガイド
 との隙間が広くなっていた。

・修復作業時の電源遮断。
（作業基準遵守徹底）
・類似災害防止のための保安教育の実施。
・保安警標の設置。
・レシプロフィーダの補修。

2 中国 山口
平成１７年８月２８日

14:50
石灰石 Ｄ 外・墜落 0 1 0 0 1 振動篩

点検座周囲の安全策の不
備

罹災者は休転中の機械の保守点検作業中において、石灰石の振動篩
の起震機の油補給作業終了後、後退したときバランスを崩し、幅０．６
ｍ、長さ１．７５ｍ、高さ１．２ｍの点検座から転落し罹災した。
（罹災者：パトローラー、55歳、請負
　罹災程度：休業９０日　胸椎骨折）

当該災害発生箇所についてもリス
クアセスメントを実施済みであった
が、高さ1.2ｍの当該点検座からの
墜落については、リスクとしては抽
出されていなかった。

・機械点検座に手摺などの安全柵がな
かった。
・慣れた作業での不注意。

・当該点検座の改善を実施（点検座の拡幅、安全柵設置）
また、類似災害防止を図るため、全ての点検座について危険要因の抽
出を実施し、設備改善を実施。
・上記パトロールは労働者全員参加で実施し、その場で抽出した危険要
因を確認することで、労働者各員の危険感受性の向上を図る取り組み
を実施。
・今後の取り組みとして、リスクアセスメントの手法の改善を実施する。
（慣れによる危険要因の抽出漏れを無くす取り組みなど。）

3 中国 岡山
平成１７年９月６日

15:30ころ
非金属 B

内・落盤側壁
崩壊

1 0 0 0 1 ケービング採掘場
岩盤の状態：岩盤奥の粘土
目による落盤

災害当日、坑内作業責任者が切上り人道（以下、人道）及びシュート周
縁の天盤等点検を行った後、昼休憩をはさんで罹災者及び坑内作業責
任者の２名により、シュートからの抜鉱作業を行った。
その後、坑内作業責任者が再度人道及びシュート周縁の天盤等点検を
行い、安全を確認した後、罹災者及び坑内作業責任者の２名で作業箇
所の足場を整地し姑息作業を行った。姑息作業は、坑内作業責任者が
切羽側（前方）に位置し、罹災者はその後方で手分けして行った。
ある程度姑息作業をしたところ、坑内作業責任者は打診用の工具を取り
に人道下に降り、ハンマーを持って再度現場に戻り、穿孔予定箇所の天
盤を打診しようとした時、背後で天盤が崩落して罹災者が倒れていた。
坑内作業責任者は直ちに罹災者を人道まで移動させた後、坑内無線に
より付近で作業中の作業員に救護を依頼し、心肺蘇生を行いながら救
急車で病院に搬送したが搬送先の病院で死亡が確認された。
（罹災者：坑内作業員、５２歳、直轄
　罹災程度：死亡、圧死）

外し（姑息）作業手順については、
過去の災害事例、ヒヤリハット報
告などを基にリスクマネジメントを
行い、リスク低減措置を協議し作
業手順書を制定していた。

天盤から崩落した岩石の表面には薄い粘
土層の付着が認められることから、岩盤
内部に潜在していた粘土層がはく離し崩
落したものと推定される。

・坑内全域の総点検の実施
・作業手順書の見直し
・ケービング採掘の廃止

関連図面［pdfﾌｧｲﾙ：
58KB］

4 中国 岡山
平成１７年１０月３日

15:58
石灰石 C

外・発破火薬
類

0 0 0 0 0 －
岩塊に潜在した弱線付近で
の発破

露天採掘場において、ベンチ造成のための岩塊処理（横孔）発破を行っ
たところ飛石が発生し、飛石の一部が約１５０ｍ離れた民家前の市道上
に落下した。飛石による人的又は物的被害はない。

現況調査を踏まえ、保安規程、発
破作業手順書において飛石の恐
れのある箇所においては、防爆
シートの使用など対策を講じるよう
定めている。

発破後の状況等から、岩塊に存在した弱
線（亀裂及び粘土の挟み）から発破による
爆発ガスが噴出し、岩塊上部付近の石が
吹き飛ばされ飛石となったものと考えられ
る。
　発破前の確認において、岩盤内の粘土
などの挟みによる弱線の存在を想定出来
ず、防爆シートなどは使用していなかっ
た。

・今回の飛石の原因となった表土付近の犬歯状の石灰岩柱の処理
　については、機械掘削を原則とする。
・やむを得ず、石灰岩柱の処理を発破工法により行う場合には、全面
　に防護シート等の防  護措置を行う。
・発破作業手順書について所要の見直しを行うとともに、関係者への
　保安教育を実施した。

5 中国 岡山
平成１７年１０月５日

11:30
石灰石 C 外・墜落 0 1 0 0 1 －

降雨により巡視ルートの足
下が滑りやすくなっていた
こと

災害当日、罹災者は机上業務を行っていたところ、火薬庫の警鳴装置
が鳴った。罹災者は点検担当者でなかったが状況確認のため通常使用
しない徒歩ルートで現地へ向かった。ルート途中の梯子を探していたとこ
ろ、足を滑らせ、４ｍの高さの位置から転落し罹災した。
（罹災者：坑外作業員、３４歳、直轄
　罹災程度：休業３１日　右踵（しょう）骨骨折ほか）

平成１６年１１月から、当月発生し
た転倒災害及び新保安規程制定
手順として、階段等の手摺り等の
危険源洗い出し（リスクアセスメン
ト）を実施し、その後改善工事を実
施した。
しかし、危険源洗い出しが「担当者
による天候等通常状況での通常
作業範囲」とした抽出を主としたた
め、降雨による滑り易さや現場担
当以外の一人作業という最悪の
状態を想定していなかった。その
ため、危険源にあげることができ
なかった。

ルート途中の梯子周辺は、草が茂り梯子
を見つけにくい状況であり、梯子周辺の整
備・保安設備が不足していた。また、災害
当日は雨により草木が濡れており滑りや
すい状況であった。

・梯子周りの設備保安措置
（固定梯子・囲いの設置）
・罹災者が使用したルートの使用禁止
・異常連絡手順書の周知と手順書に基づく処置について検討
・墜落・転倒に限定した現況調査の実施
・全ての危険源再洗い出しの実施

関連図面［pdfﾌｧｲﾙ：
12KB］

6 中国 岡山
平成１７年１２月３日

8:40ころ
石灰石 C 外・コンベア 0 1 0 0 1 ベルトコンベア

運転中のベルトコンベアへ
の不用意な接近

罹災者は破砕設備の始動点検中ベルトコンベアがスリップしていること
に気づいた。
スリップを解消するため、稼働状態で駆動プーリとコンベアベルトの間に
右手で石灰砂を投げつけて、砂との摩擦によりスリップを解消していたと
ころ、プーリと動き始めたコンベアベルトの間に右手を巻き込まれた。巻
き込まれているときにすぐに右手は抜けたものの、服が巻き込まれてい
たため右腕を引っ張られ、プーリとその下部に設置されていた「水洗パイ
プ」の間に右手首を押しつけられ身動きできなかった。
その後（約３０分後）、巡回中の作業責任者に発見され、搬出された。
（罹災者：臨時坑外作業員、６４歳、直轄
　罹災程度：右腕負傷ほか　加療日数：休業６０日）

現況調査表では、共通施設「ベル
トコンベア」としてまとめて調査・評
価が行われ、「点検・清掃中回転
体に巻き込まれる」の保安を害す
る要因に対し「回転中は手を出さ
ない」ことが措置として記録されて
いる。

直接の原因
・罹災者が運転中のベルトコンベアに手を
出した。

間接的な要因
・当該ベルトコンベアのスリップ防止措置
が不充分であった。
・スリップ解消の手順が不明確で鉱山労
働者への周知が不充分。
・当該ベルトコンベアのプーリ部の防護措
置が不充分であった。

・ベルトコンベアプーリ部の防護措置の強化
・災害発生ベルトコンベアのスリップ防止措置
・保安規程、作業手順の見直し及び周知徹底
・類似災害発生防止のための総点検の実施

関連図面［pdfﾌｧｲﾙ：
25KB］

7 中国 山口
平成１７年１２月１５

日
12:21

石灰石 D 外・火災 0 0 0 0 0 ベルトコンベア
プランマーブロックに発生し
た軸受異常。

鉱石船積み用の貯鉱庫内にあるベルトコンベアのトリッパー（移動式積
付装置）において火災が発生した。
火災は現場備え付けの消火器による初期消火で鎮火し、当該コンベア
のベルト（約３ｍ）、トリッパーベントプーリーのシャフトの一部及び同プー
リー左右プランマーブロック（軸受箱）が燃焼したが、人的被害、トリッ
パー本体及びベルトコンベアフレームへの被害はなかった。

今回の火災発生箇所について
は、平成１５年８月にも同様の火
災が発生しており、当該箇所の火
災について原因分析を実施してい
たが、根本原因の特定までには至
らず、推定原因に対する対策の実
施に留まっていた。

現場の状況及び回収された部品等から、
火災の原因としては前回同様プランマー
ブロックに発生した軸受異常が原因とな
り、プランマーブロックの高温化及び破壊
が進展し、高温となった部分にコンベアの
ベルトが接触し発火したものと考えられ
る。
なお、プランマーブロックに発生した軸受
異常の原因については、再度徹底的に原
因を分析し、軸受内部に侵入した泥水に
よる偏摩耗及び潤滑油の劣化によるもの
と判明した。

・ベアリングの規格アップ
・プランマーブロックのダブルシール化
・プランマーブロックの縦付け化
・プランマーブロックへの温度センサーの取付
・プランマーブロックへの泥水よけの設置
・プーリーシャフトの硬質メッキ化

8 中国 広島
平成１７年１２月２３

日
未明

非金属 C 外・風水雪害 0 0 0 0 0 － 想定外の積雪。

選鉱場の屋根（木造・トタン）が積雪の重みで崩壊し、ピッキングベルトが
屋根の下敷きになり破損。
崩落規模＝１８ｍ×７ｍ≒１２０㎡

想定外の大雪を、リスクとしては認
識していなかった。

１ｍを超す積雪により、その雪の重みで木
造部分の柱等が折れ、屋根が崩落した。
人的被害なし

災害発生箇所を立入禁止とした。２次災害の恐れがあるため雪解け後、
撤去作業し、新たにベルトコンベア、屋根等を設置する。

原因 対策
詳細情報

死亡

重傷

軽傷 計

原因となった装置・施設等
ハザードの内容

災害概況 リスクマネジメント実施状況（発生
前）

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

罹災者数（人）

番号
管轄監
督部名

県名
発生年月日時間
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