
災害の措置情報（平成２２年：中国）

４週間
以上

４週間
未満

1 中国 山口
Ｈ２２．１．２８
（９：３０頃）

石灰石 Ｃ 粉じんのため 1 1
消化工場２号消化
設備

生石灰粉

　採鉱課員Ａ（り災者） と工場長付担当者Ｂ は２名で、消化工場の生石灰粉タンク
下部のスクリューコンベア修理のため、スクリュー軸部破損箇所を確認する作業を
始めた。
　最初にＢ がタンク下部点検口の鉄板の蓋（ボルト止め） をボルト１ 本残したまま
ずらし、内部の生石灰粉を掃除機で吸い出す作業を行った。
　生石灰粉を吸い取り、スクリュー軸部が見えてきたことから、Ａが蓋の取り外しを
行った。Ａ が上向き加減で残った１ 本のボルトを外している時、点検口と蓋の隙間
の部分から生石灰の落粉があり右目に入った。目に痛みを感じたのですぐに洗浄
を行い、病院に行った。
　点検口の高さは１ ．８ ５ ｍ 、罹災者の身長は１ ． ６ ５ ｍ であった。罹災時防護
メガネはヘルメットに付けていたが、目には装着していなかった。

（右目炎症）

○「機械、器具又は工作物の修理
作業に関する作業手順」において
「必要に応じて保護具の着用」と規
定。
○粉じんが目に入った災害事例に
より、保護メガネ着用の重要性を
周知。
○目の洗浄装置を設置。

○上向き作業に対する危険認識が不十分
であり、保護メガネを着用していなかった。
○タンク内は負圧がかかり、点検口が開け
にくかったため余分な力がかかった。

○同種作業における保護メガネの適切な着用の指示。
○たい積粉じんの清掃と発じん箇所の改善。
○リスクアセスメントの実施、作業手順の見直し。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ233ｋｂ）

2 中国 山口
Ｈ２２．４．２
（１３：２０頃）

石灰石 Ｃ
運搬装置（コ
ンベア）のた
め

1 1 苦土石灰製造設備 ベルトコンベア

　新人作業員Ａ（り災者）とＢは、輸入ドロマイトとタンカルの混合品（以下、製品とい
う。）の袋詰作業に２名で従事していた。
　同作業は、作業員が計量器を用い２０ｋｇ入りポリ袋に製品を詰め、シール機（袋
に封をするための機械）に送る単純作業である。シールされた袋は、Ｎｏ．１～３ＢＣ
及び反転機ＢＣを乗り継ぎパレタイザーまで運搬される。
　作業中、シールされた袋がＮｏ．３ＢＣから反転機ＢＣへの乗り継ぎ部（それぞれの
ＢＣ端に１本ずつ補助ローラーが設置されており、この上を袋が通過する）でうまく
乗り継がず止まっていたため、Ａは袋を両手（ゴム手袋を着用）でつかみ反転機ＢＣ
へ送り込もうとしたところ、Ｎｏ．３ＢＣ側乗り継ぎ部にある補助ローラーと同ＢＣベル
トの間（幅１ｃｍ）に誤って指を挟まれり災した。Ｂはすぐに設備を停止した。応急処
置を行った後、病院に搬送した。

（右第１指挫創・皮膚欠損創、右第２指挫創・皮膚欠損創）

○当該災害に関するリスクは抽出
されていなかった。
○新たに採用する鉱山労働者へ
の一般的な教育は実施。

○ＢＣ回転部への危険認識が不十分であっ
た。
○補助ローラーに動力がかかっていなかっ
た（巻き込まれる方向に回転した）。
○滑りにくいゴム手袋を着用していた。

○補助ローラーを電動ローラーに交換（プーリーと同じ
回転方向になるよう改造）。
○袋詰作業手順書の作成及び作業者への再教育。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ124ｋｂ）

3 中国 山口
Ｈ２２．６．１６
（１５：５０頃）

石灰石 Ｃ 火災 － ４号焼成炉 生石灰

 ６月１６日１５時５０分頃、３番方勤務の作業者Aは、就業するため操作室に赴く途
中、焼成炉抜出ＢＣ（焼成した生石灰を抜き出すためのベルトコンベア）から黒煙が
上がっているのを認めたため、工場内にいた作業者Bに消火作業の応援を求め、場
内に設置していた粉末消火器により消火作業を実施、１６時１０分過ぎに鎮火した。

　鉱山では製品（生石灰）の排鉱部付近に温度センサー（製品そのものの温度を計
測するもの）を設置し、１２５℃で警報が作動するようにしている（作動後は、手動操
作により送風機を停止し、燃焼を中断させ冷却する）が、火災発生時の温度は７０
～８０℃で警報作動温度に達していない。
　なお、抜出ＢＣの耐熱温度は新品の状態で約１５０℃である。

（ベルト（ゴム製）、同カバー（ＦＲＰ製）及び同キャリアローラー（塩ビ製）の焼損並び
に天井（スレート葺き）の一部破損。り災者なし。）

○過去、火災が発生しておらず、
特段の措置は講じていない。

○高温の生石灰が、温度センサーで感知さ
れずに排鉱フィーダーからＢＣ上に排鉱した
こと、及びＢＣの経年劣化が着火を助長し
たものと推定される。

○排鉱可能な温度を設定した。
○温度センサーによる管理に加え、排鉱部外側の温度
を放射温度計で実測し監視することとした。
○火災原因の一つと考えられる製品のこぼれ落ちにつ
いて、テーブルフィーダーを改造した。
○キャリアローラーの点検・交換（樹脂製を金属製に変
更）。
○類似施設に係るリスクアセスメント

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ170ｋｂ）

4 中国 岡山
Ｈ２２．７．８
（１０：００頃）

石灰石 Ｂ
その他（火
傷）

1 1 選鉱場汚水処理場 生石灰

　作業者Ａ（り災者）は、７月８日の午前、同僚Ｂから「歩き方がおかしいがどうかした
のか」と問われ、「両足の指の付近に血がにじみ、調子が悪い」旨説明した。

　Ａは、７月５日の午前と午後の２回、汚水処理場（再利用のために水洗水から澱物
を取り除く施設）で水洗澱物に生石灰を混ぜ土壌改良材を製造する仕事に就いて
いた。このことから、Ｂは、生石灰粉が長靴に入り炎症を起こしたのではないかと思
い、管理者に報告。管理者は病院に行かせた。
　診断の結果、火傷と診断された。
　生石灰粉が作業中に長靴に入り、汗の水分と反応し、発熱と強アルカリで低温火
傷を負ったものと考えられる。

（両足第２火傷）

○当該作業に係る作業手順書は
なかった。
○当該作業に係る詳細な保安教
育は行われていなかった。

○作業方法に問題があった（しゃがむ姿勢
でないとフレコンの側面下部を切ることがで
きず、ひざまずいたことにより、生石灰粉が
長靴に入った）。
○作業服装に問題があった（長靴の中に生
石灰が入った）。
○本人自身に問題があった（生石灰で火傷
をすることは知っていたにもかかわらず、長
靴に入っても排出しなかった。）

○作業手順の作成（作業姿勢、工具の選定、服装等）
○保安教育の実施

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ87ｋｂ）

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
番号

管轄監督
部名

県名 発生年月日時間 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人～４９人
Ｃ：５０人～９９人
Ｄ：１００人以上

災害事由

り災者数（人）

22fig/h220128_chugoku.pdf
22fig/h220402_chugoku.pdf
22fig/h220616_chugoku.pdf
22fig/h220708_chugoku.pdf


5 中国 山口
Ｈ２２．９．１３
（１５：３０頃）

石灰石 Ｃ 火災 －
選鉱場Ｍｇ－ＣａＯ
設備

マグネシウム粉

　９月１３日から１４日にかけて、外注業者により、炭酸カルシウムタンク周りの配管
の溶接作業を実施する予定であった。
　１３日の作業中、溶接の火花を原因として、作業現場の斜め下方約５ｍの隣室に
ある　Ｍｇ－ＣａＯ設備（※）に燃え移り、火災となった。

　溶接作業の見張人が１５時３０分に火災を発見、１５時３７分に消防に通報し、１６
時４２分に消防が鎮火を確認した。

　なお、溶接作業中は、難燃性の防炎シート及び消火器を配備するとともに、見張
人を配置していた。り災者、他設備への延焼はない。

　消防によると、火花は溶接対象の配管とは別の、両室を貫いている配管（１２５Ａ）
のたい積粉じんを介して間接的に燃え移った可能性が高い。

（※）顆粒状のマグネシウム混合物と生石灰を混合して脱硫用原料を製造する設
備。当該原料及び製品は、消防法上の危険物には非該当。

（他施設への類焼なし。り災者なし。）

○現況調査の実施及び保安規程
の制定
○火災防止に係る保安対策（保安
規程への規定、作業手順書の作
成）
○防炎シートの使用、見張り人の
設置、消火器の配備等

○溶接作業箇所と出火箇所の間は鋼製の
折板により区画されているが、配管の貫通
部分にすき間がある。このため、鋼製の折
板のすき間から溶接火花が飛散し、Ｍｇ－
ＣａＯ設備の原料タンク上部に落下、タンク
上にたい積していたＭｇを含有する粉じん
に着火した。
○または、配管の貫通部分のすき間から飛
散した溶接火花が配管上にたい積したＭｇ
を含有する粉じんに着火、配管上を燃焼伝
播した火花が原料タンク上部に落下した。

○火気厳禁及び禁水に係る再教育
○粉じん飛散防止のための設備改善及びたい積粉じ
んの清掃
○消火用乾燥砂の設置
○Ｍｇ－ＣａＯ設下部にあった水道管敷設ルートの変更
（隔離）
○危険物及び可燃物の貯蔵・取扱いに係る総点検

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ173ｋｂ）

6 中国 山口
Ｈ２２．９．２１
（８：４５頃）

石灰石 Ｃ
運搬装置（車
両系鉱山機
械）のため

1 1 選鉱場内倉庫 フォークリフト

　工場長Ａは、９月２１日８時４５分頃、清掃員Ｂを作業予定箇所に連れて行くため、
選鉱場内倉庫を２人で歩いていたところ、製品パレット置き場（２～３段積み）から後
退してきたフォークリフトの左後部と接触し転倒、右足の膝から下部を左後輪に轢
かれた。フォークリフトは、消石灰パレットを所定の位置に下ろし、後退するところで
あった。

　当倉庫は袋詰作業場と製品置場を兼ねており、袋詰製品の横持ちと製品の出荷
のため、フォークリフトが頻繁に稼働している作業場である。
　なお、フォークリフトの後退用警報音は機械等の操業音で聞こえにくい状況であっ
た。

　Ａは、救急車で病院に搬送され、皮膚再生の手術を受けた。

（右下腿圧挫創・皮膚剥脱）

○フォークリフトへのバックブザー
設置
○過去のヒヤリハット報告を元にし
た注意喚起。

○フォークリフトの運転手が後方を十分確
認せずにバックした。
○フォークリフトにバックブザーが付いてい
たが、他の操業音のため聞こえなかった。
○フォークリフトが頻繁に走行する作業場
にもかかわらず、歩行者が安全確認を行わ
ずに漫然と歩いていた。

○フォークリフトのバックブザー音量の見直し及び回転
灯の取り付け
○車両に関するリスクアセスメントの実施
○リスクアセスメントの結果を踏まえて、鉱山内、倉庫
内通行に関するルールを作成し、作業員及び外部業
者に周知する。倉庫内通行に関しては、通行箇所の明
確化（車両専用道路、人専用道路及び共用道路）。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ114ｋｂ）

7 中国 岡山
Ｈ２２．１１．３０
（９：１５頃）

石灰石 Ｂ 墜落 1 1 単管仮設足場 高所足場

　作業員Ａは、作業員Ｂとともに１１月３０日８時５０分頃から、同日午後に予定され
ていた、普通原料輸送ベルトコンベア（ＢＣ）のベルト交換作業（外注作業）に必要な
単管（鉄製パイプ）の仮設足場設置作業（※）を実施していた。

　Ａは、足場板を乗せる単管を固定するため、中段フロアの手すりに上がり、頭上の
ＢＣの鉄製フレームに安全帯を掛けようと安全帯に手をやろうとしたところ、先にＢ
が単管を渡してきたため、これを受け取り、クランプ（留め金）による手締めの仮固
定を行った。

　その後、Ａは工具による本締めの前に、安全帯を使用するため、右足を手すりの
上に、左足を近傍（水平距離約０．５ｍの下方約０．３ｍ）の側壁面に固定された雤
樋（塩ビ製パイプ、外径１５０ｍｍ）に掛けた体勢で、安全帯に手をやろうとしたとこ
ろ、足を滑らせ３．６ｍ下のコンクリートの床面に墜落しり災した。

　り災後、Ａは病院に搬送され即入院となり、１２月３日に手術を受けた。
　なお、Ｂは、り災の瞬間は目撃していない。

（※）仮設足場は、組んだ単管の上に足場板を乗せるもの。ＢＣは床面から５．３ｍ
の高さにあるため、作業は中段フロア（床面から２．７ｍ）を利用し、さらに一部の作
業においては、同フロアに設置した手すり（高さ０．９ｍ）上での高所作業も伴う。

（左足踵骨骨折、第１腰椎圧迫骨折）

○ベルトコンベア沿い階段通路両
側への手摺りの設置。
○保安委員会において保安教育、
作業基準の見直しを検討。

○保安意識の欠如（高所に対する慣れ）
○足場組立作業手順の誤り
○安全帯の未使用

○危険予知活動の見直し、保護具のチェック
○安全帯使用厳守の徹底（２本式安全帯の採用）
○足場組立作業に関する再教育

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ126ｋｂ）

8 中国 岡山
Ｈ２２．１２．９
（１１：４５頃）

石灰石 Ｃ 墜落 1 1 タイヤショベル
キャビン昇降用梯
子

　作業員Ａは、１２月９日の朝から露天採掘切羽において、タイヤショベルによる積
込作業を行っていた。

　１１時４５分頃、発破退避のため、タイヤショベルを移動させ、キャビンから降りる
際、ステップの上から３段目（高さ１７５ｃｍ）まで降りたところで足が滑り、後ろ向きに
飛び降り、踵から着地し、尻もちをついた。
　当日は、雤が降っていたためステップも濡れていた。

　当初痛みはなかったが、昼休憩中に痛みが出てきたので、係員に報告し、病院を
受診したところ、両踵骨骨折と診断された。

（両踵骨骨折）

○保安パトロール
○保安規程、作業手順書の制定
○保安研修
○各種保安運動

○濡れた足元に対する危険意識の欠落
○キャビン昇降用梯子が長年の使用で滑り
やすくなっていた。
○キャビンへの昇降方法（他のタイヤショベ
ルは階段で昇降する構造になっているが、
当該機は梯子であるため、３点支持をより
確実に行うべきであった。）

○キャビンへの昇降方法を階段方式に改善。
○保安規程及び作業手順書の再確認。
○類似車両への水平展開。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ65ｋｂ）

22fig/h220913_chugoku.pdf
22fig/h220921_chugoku.pdf
22fig/h221130_chugoku.pdf
22fig/h221209_chugoku.pdf

