
４週間
以上

４週間
未満

1 中国 岡山
Ｈ２５．１．９
（１５：００）

金属 Ｂ 外・その他 ① ①
雨水排水用ポンプ
用ピット

後ろ向きでの洗浄
ホースの取り回し

災害当日の１３時より請負業者により構内揚水ポンプ配管の居付洗浄清掃を開始。
清掃作業のサポートをしていた罹災者が洗浄ホースを後ろ向きで取り回していた際
に、開口部（25cm×15cm）に気づかず雨水排水用ポンプピットのグレーチング上に
乗り、足がはまり、左足を罹災した。

（左下腿挫滅創　休業２週間）

作業前の危険予知ミーティングを
行っていなかった。

雨水排水用ポンプピットのグレーチングの
上にパイロットプラント設備を設置した際、
ポンプメンテナンスが困難となり、メンテナ
ンス用の開口部を設けた。１年半前にパイ
ロットプラントを撤去したが、開口部はその
ままの状態で放置した。

○ビット蓋の修理を行い、開口部をなくした。
○ピット周囲に新たに柵を設けた。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ306ｋｂ）

2 中国 岡山
Ｈ２５．２．４
（１０：１０）

石灰石 Ｂ 外・墜落 1 1 トラック
トラックのあおり上
でのベニヤ板取り
外し

罹災者とトラックの運転手２名で、製品を入れたカゴをトラック積み込み作業実施
中、雨天のため、積み込んだカゴの上にベニヤ板を被せていた。カゴの積み込みが
終了したので、養成シートを被せるため罹災者は、ベニヤ板を外す作業を、トラック
のあおりの上に両足で立って行っていたところ、あおりが小雨で濡れていたため足
が滑り、１．６ｍ下の地面に墜落した。

（右脛骨骨幹部骨折、右腓骨近位端骨折　休業6週間）

○積み込み作業についてのリスク
分析及び作業手順の作成を行って
いなかった。

雨で濡れたあおりの上に両足で立って、不
安定な状況下で作業を行っていた。

新たに足場台を購入し、トラックの荷台上に作業スペー
スを確保できない場合は、あおりに立って作業せず、
足場台を使用する。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ187ｋｂ）

3 中国 広島
Ｈ２５．３．１５
（１７：００）

石灰石 Ｂ
外・運搬装置
（コンベアの
ため）

1 1 ベルトコンベア
運転中のベルトコ
ンベアに付着した
樹脂の除去

罹災者はほかの2名とともに、樹脂製造ラインでの試作の応援を行っていた。応援
先の樹脂製造ラインでは、混練された樹脂を傾斜ベルトコンベアで造粒機に運ぶ工
程がある。樹脂は水あめ状のため、ベルトコンベアに付着したままになることがあ
り、樹脂を落とすためのエアーが吹き出す直径２cmの鉄パイプが備え付けてある。
罹災者は、災害発生前、鉄パイプに付着した樹脂を見つけ、取り除こうとして左手を
出したとき、軍手を引っ張られベルトと鉄パイプの隙間に左手指３本挟まれ罹災し
た。

（休業３日間）※２

○災害発生前、今年は災害速報で
災害が多く発生していることの周知
と注意喚起を行った。

○運転中のベルトコンベアに手を出した
○操作方法の教育ができていなかった
○罹災者は停止スイッチの存在を知らな
かった

○停止スイッチをわかりやすい箇所へ移動させ、あわ
せて停止スイッチの位置を表示して、労働者へ周知し
た。
○作業手順を見直し、労働者に周知徹底する。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ291ｋｂ）

4 中国 山口
Ｈ２５．７．１９
（１２：１１）

石灰石 D 外・飛石転石 － － － － － 切羽端部
抵抗線が小さくなっ
た発破孔の発破

露天採掘場において、ベンチ発破（ベンチ高さ１５ｍ）にて飛石が発生し、場内に駐
機していたバックホーのガラスキャビン２枚、バックミラー１個を破損した。なお、バッ
クホーは発破箇所から１７５ｍの位置に駐機していた。（人的被害なし）

ベンチ発破における端部発破孔に
関する規格がなかった。

露天採掘場の発破において、切羽端部の
角で、他の孔と異なる方向でさっ孔し、抵抗
線が小さくなった（推定約2ｍ）ことを確認せ
ず、通常通りの装薬(75㎏)としたため飛石
が発生した。

下記について作業基準に記載のうえ、教育を実施し
た。
・切羽端部の発破孔が、険尺時に他の発破孔と異なり
飛石の恐れがある方向の穿孔を確認した場合は、その
発破孔には装薬を実施しない。
・切羽端部の発破孔の起爆は、初段としない。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ531ｋｂ）

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

災害の措置情報（平成２５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）※１

http://www.safety-chugoku.meti.go.jp/kouzanhoan/saigaizirei/h25chugoku/h250109_chugoku.pdf
http://www.safety-chugoku.meti.go.jp/kouzanhoan/saigaizirei/h25chugoku/h250204_chugoku.pdf
http://www.safety-chugoku.meti.go.jp/kouzanhoan/saigaizirei/h25chugoku/h250315_chugoku.pdf
http://www.safety-chugoku.meti.go.jp/kouzanhoan/saigaizirei/h25chugoku/h250719_chugoku.pdf
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5 中国 山口
Ｈ２５．８．２２
（１４：４０）

石灰石 D 外・その他 1 1 ブルドーザー
冷却していないラジ
エーターのキャップ
開放

罹災者は、集積場においてブルドーザーにより敷均し作業を実施していた。
作業中に当該機のラジエーター水温が上昇することから、ラジエーターを確認する
ため、一旦ラジエーターキャップを緩めて内圧開放を図った。しばらくしてキャップ部
からの放出がなくなったことから、キャップを開放したところ、残圧により冷却水が放
出し顔面・左手・右腕を受傷した。
直後、ブルドーザーから飛び降りるように降車した（ボンネット⇒ステップ【0.4m】、ス
テップ⇒フレーム【1.6m】、フレーム⇒地面【1.1m】）際に、右足踵部を骨折した。

（火傷（原綿化学熱傷）、骨折（右足踵部）　休業１００日）

・災害事例教育（ラジエーター
キャップ開放による受傷）実施。
【平成２４年５月】

エンジンが十分冷却となっていない状態
で、冷却水が高温であるにもかかわらずラ
ジエーターキャップを開放したため。

○ブルドーザーラジエーターキャップ部へ注意ステッ
カー設置。
○エンジン冷却高温時における処置について作業基準
を変更し、請負者全員に教育実施
(1)エンジン冷却水高温時の注意事項
①高温のラジエーターキャップには触れない。
②点検・修理は所定の足場以外の場所では行われな
い。
(2)重機昇降時の注意事項
①三点支持で昇降すること。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ683ｋｂ）

6 中国 岡山
Ｈ２５．１０．７
（０７：４０）

石灰石 B 外・墜落 1 1 ハンマーミル
防護柵を足場とし
た作業

ハンマーミルを運転しようとしたが、モーター負荷が大きく起動できなかった。原因
は、ミル内に石が噛んでいるものと考え、フライホイールを人力で動かし、石を外す
作業をおこなったが、解消されなかった。
その後、罹災者及び他２名が応援に来て、状況確認したが、同様に石が噛んでいる
ものと考え、罹災者がハンマーミルフライホイールの防護柵に足をかけ、フライホ
イールの穴に鉄の棒を差し込み、さらにその鉄の棒に長いパイプ（約120㎝）を差し
て組み合わせて、フライホイールを回そうとしたら、パイプが外れそうになり、慌てて
後ろに飛び降りたとき、右足を電線管で捻り罹災したものと推測される。
（右頸骨骨幹部開放骨折、休業１ヶ月）

今回の作業については、実施して
いない。

・不安定な足場での作業。
・ハンマーミル不調の原因を、ミル内で石が
噛んでいるものとし、粉じんが軸受け部に
入り込んだことを特定できなかったこと。

・機械の上に上がる等の不安全な作業の禁止
・同様の故障時のメンテナンス方法（軸受け部の分解
清掃）
・KYT実施回数を増やし鉱山労働者の保安意識の向上
を図る。
（１～２回／年→４回／年）

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ746ｋｂ）

7 中国 岡山
Ｈ２５．１１．２８
（１４：２０）

石灰石 C 外・取器 1 1 ドラム缶運搬車
運搬途中に直接目
視出来ないスロー
プの通過

罹災者は、屋内にあるクラッシャーの廃油抜き取り、廃油をドラム缶に充填（重量約
200kg）し運搬車に載せ、押して屋外に搬出する作業を行っていた。
スロープにさしかかったところで運搬車が手前に傾いてきた。罹災者は運搬車を支
えるため、咄嗟に持ち手の端面を支えるように握り替えたが、支えきれずに運搬車
に押し込まれ左足を伸ばした状態でしゃがみこみ倒れてきた運搬車の持ち手と床の
間に左手薬指を挟まれ罹災した。

（休業３日間）※２

今回のドラム缶運搬についてのリ
スクマネジメントは、実施していな
い。

・通常スロープでの運搬は、引っ張って運
搬するが、今回災害時は、押して運搬して
いた。
・通常運搬車を使用する場合は、２人であ
るが今回は１人作業であった。
・罹災者に対し「２人作業とする」、「スロー
プをよく確認させる」「スロープでは、引いて
運搬することを教える」ことの作業指示が行
われていなかった。

・廃油置き場まで、平坦な経路だけで運搬できるよう、
廃油抜き取り位置を変更する。
・重量物運搬作業手順書を改訂し、改訂した作業手順
書を読み合わせし周知する。

関連図面（pdfﾌｧｲﾙ264ｋｂ）

※１　「り災者数」欄中○付き数字は、非鉱山労働者のり災者数を表しています。

※２　診断書が交付されていないため、休業日数のみ掲載しています。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

http://www.safety-chugoku.meti.go.jp/kouzanhoan/saigaizirei/h25chugoku/h250822_chugoku.pdf
http://www.safety-chugoku.meti.go.jp/kouzanhoan/saigaizirei/h25chugoku/h251007_chugoku.pdf
http://www.safety-chugoku.meti.go.jp/kouzanhoan/saigaizirei/h25chugoku/h251128_chugoku.pdf
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