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1 中国 山口
Ｈ２３．２．２
（２１：１０発見）

石灰石 Ｃ
（坑外）その
他

1 1 石灰焼成炉 一酸化炭素

２号焼成炉担当のＡ（り災者）は、２月２日の１６：００頃３直勤務（１６：００～２４：２
０）として出勤した。他の３直勤務者２名（Ｂ及びＣ）は既に各自の持ち場に行ってお
り、Ａの行動は不詳である。

Ｂが２１：００から自分の持ち場である３号炉の巡視に向かい、巡視終了後２１：１０
頃、１号・２号炉側へ行ったところ、２号炉の炉頂入口付近で倒れているＡを発見し
た。
ＢはＡに呼びかけたが反応がなかったことから、すぐに操作室にいるＣに助けを求
めに行き、救急車を要請した。Ａは、救急隊により救出され病院に搬送されたが、２
２：３０死亡が確認された。

（一酸化炭素中毒（死亡））

○作業手順の作成
○警戒区域の設定
○換気ファンの設置
○携帯型一酸化炭素検知器の導
入 等

○炉内から一酸化炭素が漏洩する箇所が
あった。
○炉頂作業に関する作業手順の周知・遵守
が不十分だった。 等

○一酸化炭素の漏洩可能性がある箇所の閉そく
○作業手順の見直しと再教育の実施
○炉頂にパトライト及び警報を設置
○炉頂換気ファンの常時運転化 等

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ42ｋｂ）

2 中国 広島
Ｈ２３．３．２６
（３：３０頃）

石灰石 Ｂ （坑外）転倒 1 1 屋外通路 降雪

り災者は、第３工場ペレット製造用混練機で作業を行っていた。
作業中、隣の建屋に用務があり、一度持ち場を離れ、再び作業場所に戻る途中、
通路に積もっていた雪の上で滑って転倒した。

夜勤業務終了後、病院へ行ったところ、右橈骨(手首）の骨折と診断され、３月２８日
に手術をすることとなり、１０日程度の入院が必要とされた。

（右橈骨末端骨折）

○降雪や凍結への対策として、冬
期は融雪剤を散布していた。

○凍結した雪の上を歩行した。
○３月下旬ということで、当日は融雪剤を散
布していなかった。

○融雪剤の確実な散布
○転倒注意の標識設置
○保安パトロールの実施と指差呼称の実施

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ22ｋｂ）

3 中国 山口
Ｈ２３．９．１６
（１１：３５頃）

石灰石 Ｃ （坑外）墜落 1 1
石灰焼成炉煙突架
台フロア

腐食したフロアの鉄
板

保全課のＡ（り災者）は、早朝から、共同作業者１名と石灰焼成炉の煙突架台の補
修作業を地上から約５．４ｍのフロア上で行っていた。
補修作業は、フロア周囲の梁（Ｈ鋼）の補強を行い、次に損傷の進んだフロアの補
修（腐食したフロア鉄板を外し新たな鉄板を敷設する作業）を行うことになっていた。
フロアは、鉄板の上に１０ｃｍ厚程度のコンクリート舗装をしているが、一部の鉄板
はかなり腐食し、フロアの一部に穴が開いていた箇所もあった。

Ａは、災害直前まで、梁を補強するため鉄板を溶接する作業を行っていたが、次の
溶接箇所へ移動するため手すりに掛けていた安全帯を外し、中腰で隣の溶接箇所へ
移動したところ、安全帯を掛ける前にフロアが突然抜け、開いた穴から約５．４ｍ下の
地面まで墜落した。

墜落後、頭部から出血が見られ、本人は胸を打ったと言っており、直ちに救急車で
病院に送された。

（胸骨骨折、右第４肋骨骨折）

○高所作業の作業手順書を作成し
ていた。
○保全課の作業員全員に安全帯を
持たせていた。

○腐食したフロアの上で作業を行った。
○踏み抜き防止用の足場板を準備していた
が、足場板が短く、実際には使用されていな
かった。
○安全帯（一丁掛）を使用していたが、移動
時に安全帯を外し、すぐに掛け直さなかっ
た。

○腐食によるフロアからの墜落、その他墜落のおそれ
がある作業を想定した高所作業の作業手順書を作成す
る。
○非定常作業の多い保全課において、作業前のミー
ティング時に危険予知を行う。
○フロアの腐食による墜落のおそれのある箇所を各部
署で洗い出し、保安委員会において対策を協議する。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ485ｋｂ）

災害の措置情報（平成２３年：中国）

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）

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



4 中国 岡山
Ｈ２３．１０．６
（１４：３０頃）

ろう石 Ｂ
（坑内）側壁
の崩壊

1 1 採掘切羽 採掘切羽側壁

採鉱主任のＡ（り災者）は、昼休憩後、共同作業者Ｂとともに採掘切羽へ向かった。
切羽を目視点検した後、支保上部に鋼矢板の溶接を行い、続いてデッキプレートの

溶接を行っていたが、１４時３０分頃、手前の支保と側壁の間に石が挟まっていたの
で、Ｂが姑息棒を使用し除去を始めた。

Ａは、Ｂの邪魔にならないように離れて切羽に背を向け作業を見ていた。
その時、切羽面の一部が崩壊し、崩壊した石の一部がＡの足に当たった。激しい痛

みもなかったため、本人の判断により事務所で湿布を張り作業を続けた。

終業前に足が腫れていたので、保安統括者が、帰りに病院に行くように促したが、
病院には行かなかった。翌朝、Ａから、腫れが引かないので病院へ行ってみるとの電
話があり、その日は仕事を休んだ。３連休明けの１１日朝、Ａから会社に連絡があり、
骨折していたことが判明した。

（左第５中足骨骨折）

○作業前後及び作業中における採
掘切羽の目視、打診、点検、確認
等の周知徹底。

○切羽面深部における剥離。
○切羽面に背を向けていた。

○作業前後及び作業中における採掘切羽の目視、打
診、点検、確認等の再徹底。
○切羽面や側壁に背を向けた作業を控える。背を向け
て作業する場合は見張りを置く。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ328ｋｂ）

5 中国 岡山
Ｈ２３．１２．２
（９：００頃）

石灰石 Ｃ （坑外）墜落 1 1 石灰焼成炉建屋 屋根（高所）

製造課焼成係のＡ（り災者）は、当日、工務課の応援として、焼成炉等の設備の冷
却配管の一部を変更する非定常作業を実施することとなった。作業は、既設の冷却
配管の一部に新たな水量調整用バルブを取り付けるものである。

作業に先立ち、９：００頃、Ａは、本作業の責任者である工務課のＢとともに、バルブ
を設置する位置を確認するため、作業現場の下見を始めた。

Ａが、配管の確認を行うため、焼成炉製品クーラー室のトタン屋根の上に乗り、Ｂと
打合せをしていたところ、屋根が抜け、８ｍ下のコンクリートの床に墜落し、その後更
に １．５ｍ下のコンクリートの床に墜落した。

トタン屋根は腐食していたが、たい積粉じんに覆われており、Ａはこれに気付いてい
なかった。また、Ａは、ヘルメットはかぶっていたが、腰綱等の墜落防止措置はとって
いなかった。

救急車で病院に搬送され、レントゲン及びＭＲＩ検査を行った結果、右踵骨骨折及び
右足関節内側側副靱帯損傷と診断され、２ヵ月の安静加療が必要とされた。

（右踵骨骨折、右足関節内側側副靱帯損傷（２ヵ月の安静加療））

○保安規程に墜落防止対策を規定
し、保護具の着用を義務付けてい
た。
○作業箇所に保護具を配備してい
た。

○高所作業であることの認識不足
○踏み板の未使用及び安全帯の未着用
○トタン屋根にダストがたい積していたた
め、り災者はトタン屋根の上にいることの認
識がなく、トタンが腐食していることの認識も
なかった。

○高所作業を定義し、作業手順書の作成・周知を行う。
○墜落に関するリスクアセスメントの実施
○危険予知の実施

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ215ｋｂ）

6 中国 岡山
Ｈ２３．１２．６
（１４：５０頃）

石灰石 Ｃ （坑外）墜落 1 1
ダンプトラック
表土仮置き場

ダンプトラックのリア
ゲート
転圧不足の地盤

採掘・運搬を請け負っている請負会社の採鉱係員Ａ（り災者）、Ｂ及びＣは、１２月６
日の９：００から、露天採掘場で２８３ｍＬの表土を２９７ｍＬの表土仮置き場に運搬す
る作業を開始した。

作業は、タイヤショベル１台と２５ｔダンプトラック２台で行った。Ａは、ダンプトラックを
運転していた。

１４：５０頃、Ａが、２９７ｍＬの表土仮置き場に荷を降ろそうと、ダンプトラックのベッ
セルを上げたが、路面の転圧が不十分だった上に、ベッセルのリアゲートが開ききっ
ておらず※荷重が最後部に集中したことから、後輪が地面に沈み、前輪が約 １．５
ｍ浮き上がった。
※ ベッセルもリアゲートもキャビンで操作するが、リアゲートの開放が完了する前に
ベッセルを上げてしまった。

危険を感じたＡは、運転席からキャビン前方のステップに出て手摺（前輪が浮いた
状態で、地面から約３ｍ）をつかみ、足先から約１．５ｍ下の地面に後ろ向きで飛び降
りた。着地の際に右足と臀部を打ち、右足に痛みを感じたのでＢとともに事務所に戻
り、請負会社の総務部長と病院に向かった。

診察の結果、右足関節外側側副靱帯損傷及び第２腰椎圧迫骨折と診断され、３ヵ
月の安静・加療を要するとされた。

（右足関節外側側副靱帯損傷、第２腰椎圧迫骨折、３ヵ月の安静・加療見込み）

○作業手順書「捨石又は沈殿物の
集積作業」を作成し、当該手順書に
おいて、ダンプトラックのリアゲート
が開いたことを確認した後にベッセ
ルを上げる旨規定していた。

○ダンプトラックのリアゲートが開ききる前に
ベッセルを上げた（作業手順の不履行）。
○地盤の転圧が不十分であった。
○無理な体勢で飛び降りた。

○リアゲートを取り外す。
○地盤の転圧を十分に行う。
○「捨石又は沈殿物の集積作業」の手順書を見直す。
○ヒヤリハット報告を奨励するための仕組みを作る。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ374ｋｂ）

7 中国 岡山
Ｈ２３．１２．９
（１１：５０頃）

石灰石 Ｃ
（坑外）発破
又は火薬類
のため

－ 火薬類 発破

露天採掘場４３８ｍＬ切羽において発破（ベンチ発破及び盤打ち発破）※を行ったと
ころ、飛石が発生し、水平距離で約１５０ｍ北西方向の、高さ４５４ｍＬに位置する民
家（所有者のある空家）の屋根を貫通した。飛石の大きさは、直径約２０ｃｍ。

なお、当該空家に隣接する民家（居住者あり）の数ｍ近くにも直径約１０ｃｍの鉱石
が落ちているのが確認された。

人的被害はない。

※ ベンチ発破：６．０ｍ×２０孔、ベンチ高５ｍ、火薬量１７６．８ｋｇ
盤打ち発破：１．５ｍ×５孔、火薬量１ｋｇ

○発破に関する作業手順書を作成
していた。
○飛石対策として、飛石防護ネッ
ト、防爆マット、古畳等を配備してい
た。

○飛石対策が不十分であった（防爆マットを
使用しなかった。）。

○防爆マット使用の義務化
○保安管理体制の見直し
○発破規格の標準化

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ688ｋｂ）


