
別紙－１
発生日時 平成 24 年 4 月 3 日 （ 火 ） 16 時 35 分
工事情報
被災の状況

天候 雨
道路系事務所　　一般土木工事

性別 年齢 職種 被災の程度
男 62 鍛冶工 多発外傷（骨盤骨折、鼻腔骨折、肋骨ひび、足骨折）

事故概要 風養生対策作業中、強風により仮設ハウスが転倒し、作業員が下敷きとなり、負傷したもの。

事故発生状況 

【事故発生原因】 

・強風・暴風が予想される中での作業に

おいて安全管理が十分ではなかったた

め。  など 

【事故防止のポイント】 

・強風・暴風が予想されるときの安全管

理を考慮した作業手順の作成と作業員

への周知・徹底。   など 

工事関係者事故－その他 

・当日5:10より本地区の大雨・雷・強風・洪水注意報が発令されていた。 
 

・本工事(深礎工)は14:00に吹流しで10分間の平均風速が10m/秒を超えたため、

作業を中止。 
 

・仮設ハウス設置現場では、10分間の平均風速が10m/秒を超えていなかったた

め、被害者は、現場点検、強風養生(敷鉄板溶接：仮設ハウスが県道側へ転倒

しないよう、敷鉄板を連結溶接しカウンターウエイトとして機能させるための

溶接作業)作業を行っていた。 
 

・作業所長が突風による仮設ハウスの異常に気づき退避命令を出したが、仮設

ハウスが転倒し、被災者が下敷きとなり被災したもの。 

平面図 

２棟転倒 

被害者 
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別紙－２
発生日時 平成 24 年 5 月 14 日 （ 月 ） 16 時 10 分
工事情報
被災の状況 職種 被災の程度

男 20 オペレータ 軽い打撲
事故概要 工事用搬入路の盛土工事において、振動ローラにより路肩付近を転圧作業中、法面を横滑り

し、着地した際に振動ローラが横転し、作業員が負傷したもの。

天候 晴
道路系事務所　　　　　一般土木工事

性別 年齢

事故発生状況 

【事故発生原因】 

 

・誘導者を配置せず、法肩に接近して

作業を行ったため。 

   など      

【事故防止のポイント】 

 

・誘導者の配置及び合図等誘導方法の

確認。 

   など 

工事関係者事故－建設機械の稼働に関連した人身事故 

・工事用道路の盛土工におい

て、土砂の敷均しが完了した箇

所から振動ローラーにて転圧作

業を行っていた。 

 

・盛土端部（法肩）の転圧を

行っていたところ、後退時に盛

土端部(法肩）より後輪タイヤ

が外れ、法面を滑落し転倒、そ

の際、運転手が右肩を挫傷した

もの。 

平面図 

            

            

            

            

  

  

            

            

            

            



別紙－１
発生日時 平成 24 年 6 月 11 日 （ 月 ） 15 時 5 分
工事情報
被災の状況

男 56 坑夫 右母指指尖切断
事故概要 プラント架台の鋼材の撤去中、作業員の右手親指が鋼材に挟まれ負傷したもの。

天候 曇
道路系事務所　　　一般土木工事

性別 年齢 職種 被災の程度

【事故発生原因】 

・作業時の手元確認を怠ったため。 

・鋼材が動き、手が挟まれやすい状態

で移動作業を行ったため。   など 

【事故防止のポイント】 

・日々の危険予知活動等にて安全意識

を向上させる。    

         など 

工事関係者事故－03運搬中の資機材等の落下や下敷きで負傷  

事故発生状況 

・濁水処理プラント架台の解体撤

去作業を５０ｔラフタークレーンで

実施。被災者は仮置き場への鋼

材荷下ろしに従事。 

 

・H300鋼材に固定されたH150鋼

材が回転する状況であったため、

降下時に手を挟まれたもの。 

固定ボルトを外し、H150を外してから吊す予定であったが、

さび等によりボルト1本しか外せなかった。仮置き場で切断

予定であった。 



別紙－３
発生日時 平成 24 年 7 月 11 日 （ 水 ） 16 時 35 分
工事情報
被災の状況

道路系事務所　　　維持修繕工事
性別 年齢

事故概要 資材（型枠）積み込み中の作業員が、トラックの荷台から落下し、負傷したもの。

職種 被災の程度
男 62 普通作業員 脳震盪、全身打撲

天候 晴

事故発生状況 

工事関係者事故－その他 工事関係者事故 

【事故発生原因】 

・作業手順所で決められていた移

動方法を守らず、荷台に人を乗車さ

せたまま車両の移動をおこなったた

め。 

【事故防止のポイント】 

・安全上の注意及び指示事項について

作業員に周知・徹底をおこなう。 

   など 

         

・中央分離帯側縁石の型

枠解体作業において、解

体した型枠を２カ所に集

積。 

 

・１カ所目（起点側）の積

み込み終了後、次の集積

箇所（終点側）に移動する

際に、ダンプを前進させた

ところ、荷台上にいた作

業員が路面上に転倒した

もの。 

 

・作業手順書（リスクアセ

スメントを含む）におい

て、転落を予想し、荷台に

人を乗車させたまま車両

等を移動させないことと

なっていたが、事故の際

には、乗ったまま移動を

行おうとしていた。 

車両損傷状況 

起点側集積型枠 終点側集積型枠 

前進 



別紙－３
発生日時 平成 24 年 8 月 10 日 （ 金 ） 10 時 17 分
工事情報
被災の状況

晴天候

死亡
事故概要 バックホウにて橋台の掘削床付け作業中、バックホウが転倒し、オペレータが床付け面とバッ

クホウに挟まれたもの。

道路系事務所　　　一般土木工事
性別 年齢 職種 被災の程度
男 57 オペレータ

【事故発生原因】 

・現在調査中。  

    

事故発生状況 

・橋台の２次掘削を実施。 

・土砂の集積作業を行っていたBHが集積して

いた地盤から床付け面（段差95cm）に移動（降

下）中に転倒、操作していたオペレータが下敷

きになったもの。 

工事関係者事故－建設機械の稼働に関連した人身事故 

集積土砂  



別紙－５
発生日時 平成 24 年 9 月 15 日 （ 土 ） 9 時 33 分
工事情報
被災の状況

天候 晴
河川系事務所　維持修繕工事

性別 年齢 職種 被災の程度
男 60 作業員 左足膝下切断

事故概要 ハンドガイドを後退させ向きを変えた直後、ステップから左足を踏み外してしまい、キャタビラと
地面に左足を膝下まで挟まれ、負傷したもの。

事故発生状況 

・ハンドガイドによる刈草

集草作業中、進行方向の

法面が急勾配になったこ

とから、操縦していた作業

員がハンドガイドを後退さ

せ向きを変えようとした。 

・直後に、ステップから左

足を踏み外してしまい、ハ

ンドガイドのキャタピラと

地面に左足が挟まれたも

の。 

・挟まれた後、被災者自ら

操作レバーを操作し、前

進ギアを入れ、安全装置

が作動し、停止した。 

・作業手順書において肩

掛式と機械式(ハンドガイ

ド)の施工範囲の区分け

をすることとなっていたが、

周知徹底されておらず、

現地にも目印等が設置さ

れていなかった。 

工事関係者事故－建設機械の稼働に関連した人身事故 

 安全装置 

作業員の胴体がステップに

残っていたため、被災時に安全

装置が機能しなかった。 

【事故発生原因】 

・ハンドガイドの施工範囲が明確にされ

ておらず、作業方法が作業員に周知・

徹底されていたなっかため。   など 

【事故防止のポイント】 

・現場条件を考慮した具体的な作業手

順書を作成し、作業員に周知徹底を行

う。    など 



別紙－８
発生日時 平成 24 年 9 月 23 日 （ 日 ） 11 時 30 分
工事情報
被災の状況

天候 雨
公園系事務所　造園工事

性別 年齢 職種 被災の程度
男 44 巡視員 かすり傷

事故概要 作業現場にて、作業員が、既設階段から下りる際、着地点でぬかるみに足をとられ、左足首を
痛め、負傷したもの。

事故発生状況 

・新築ウッドデッキ作業現場にて、作業員が、既設ウッドデッキ階段から下

りる際、着地点でぬかるみに足をとられ、左足首を痛め、負傷したもの。 

 

・作業現場に移動スペースが確保されていなかった。デッキ上から降りられ

る箇所が、今回事故を起こした箇所しかなかったため、既設デッキの幅30cm

のスペースを移動スペースとしていた。 

【事故発生原因】 

・作業現場に安全な通路が設けられ

ていなかったため。   など     

【事故防止のポイント】 

・作業現場の安全通路を保持する。 

   など 

         

工事関係者事故－その他 工事関係者事故 

既設ウッドデッキ部 新築ウッドデッキ部 
作業現場 



別紙－４
発生日時 平成 24 年 10 月 11 日 （ 木 ） 14 時 55 分
工事情報
被災の状況

男 31 測量工 頭部強打、脳内出血
事故概要 路上で測量作業中、通行中の一般のトラックに測量作業員１名がはねられたもの。

天候 晴
道路系事務所　　　アスファルト舗装工事

性別 年齢 職種 被災の程度

事故発生状況 

・下り4車線道路の測量（マーキング作

業）を、測量工２名と交通誘導員1名で

実施。 

・赤信号時の一般車両停車後に誘導員

の誘導（合図）の下、歩道側の車線から

順次マーキングを実施。 

・２車線目までマーキングを実施し、次

の車線に移動するため、交通誘導員

は、３車線目を走行していたタンクロー

リーの静止動作を行ったが、止まらな

かったため、次の車を止めてから誘導

を行おうとしていた。 

・その直後、誘導がないまま、測量工が

３車線目に移動し、タンクローリーには

ねられたもの。 

・作業は道路使用許可申請書どおりに

おこなっていた。 

工事関係者事故－準備作業、測量調査業務等における人

【事故発生原因】 

・誘導員の誘導に従わず、移動し

たため。  

・誘導員の誘導合図に従って作業

を行うことが周知徹底されていな

かったため。  など 

【事故防止のポイント】 

・現道上作業の安全教育の徹底。 

・誘導の合図方法を明確にした作業手順書

を作成し、作業員に周知徹底を行う。    

など 

測量作業進行方向 

被災者（測量工） 

測量工       

 交通誘導員  

測量作業進行方向 

現地状況 

事故発生箇所 

測量作業進行方向 



別紙－５
発生日時 平成 24 年 10 月 15 日 （ 月 ） 11 時 50 分
工事情報
被災の状況

道路系事務所　　　鋼橋上部工事
性別 年齢

左足親指骨折
被災の程度

男 43 とび職
事故概要 支承固定治具取り外し作業において、Ｈ鋼を単管受台におろした際に、単管受台の下の隙間

に入っていた左足親指を挟まれ、骨折したもの。

職種

天候 晴

事故発生状況 

【事故発生原因】 

・作業手順書どおり作業が行われ

ていなかったため。 

・安全靴で作業を行っていなかった

ため。   など     

【事故防止のポイント】 

・具体的な作業手順書を作成し、作業

内容の周知徹底を行う。 

・作業内容に応じて安全靴着用の徹底

を行う。   など 

工事関係者事故－運搬中の資機材等の落下や下敷きで負傷 

・高所作業車に乗って支承固定治具の取り外し作業を実施。 

・高所作業車上に単管で構築した受台の４点支持のうち１点が高所作業車底面か

ら数センチ浮いており、その間に作業員の左足が入れた状態であった。 

・受台支承固定治具（H形鋼）を単管受台に乗せたときに、荷重がかかり、浮いてい

た単管パイプと高所作業車に左足親指を挟まれ、骨折したもの。 

・作業手順書において、受台構築時にがたつきの確認を行う事となっていたが、行

われていなかった。 

・地下足袋を着用しており、安全靴を着用していなかった。 

単管受台 

拡大図 

高所作業車 



別紙－９
発生日時 平成 24 年 10 月 22 日 （ 月 ） 10 時 50 分
工事情報
被災の状況

事故概要 撤去した護岸ブロックを、クレーンで仮置き場へ移動作業中、積荷の荷振れを止めようとした
被災者が、仮置き済みのブロックと積荷の間に左手小指を挟み負傷したもの。

天候 晴
河川系事務所　　　一般土木工事

性別 年齢 職種 被災の程度
男 52 土工 左手小指裂傷（全治２週間）

【事故発生原因】 

・作業手順書が十分に周知されておら

ず、吊荷の下に手を入れたため。                 

   など 

   

【事故防止のポイント】 

・作業に応じた安全上の注意及び指示

事項の周知・徹底を行う。   など 

       

工事関係者事故－運搬中の資機材等の落下や下敷きで負傷 

事故発生状況 

・合図者がクレーンオペレータに

吊荷を降ろすよう合図を止めた際

に、ブームが弾性で上下に揺れ、

吊荷が回転し始め、ブロックに接

触しそうになった。 

・作業員が吊荷の回転を止めよう

とした際に手が滑り、パレットとブ

ロックの山との間に小指を挟んで

挫傷したもの。 

・介錯ロープは使用していなかっ

た。 

パレットとブロックの山の間に小指を挟んだ 



別紙－１１
発生日時 平成 24 年 10 月 26 日 （ 金 ） 14 時 28 分
工事情報
被災の状況

天候 晴

事故概要 重ねて搬入された鋼矢板に吊るためのガス穴を開けるため、分割しようと１枚づつ片側を持ち
上げ台木を挟んでいたところ、作業員が鋼矢板に指をはさまれ、負傷したもの。

道路系事務所　　　プレストレスト・コンクリート工事
性別 年齢 職種 被災の程度

とび職 右手指２本損傷男 31

【事故発生原因】 

・作業手順書が作成されておらず、安

全確認が不十分だったため。 

   など   

【事故防止のポイント】 

・作業に応じた作業手順書を作成し、安

全上の注意及び指示事項の周知・徹底

を行う。  など         

事故発生状況 

・仮締切工の鋼矢板打設を実施。鋼矢板を吊るためのガス穴を開けるため、重ね

て搬入された鋼矢板を１枚づつ分割する作業を実施。 

・９０ｔクレーンで鋼矢板端部に取付けた吊治具を吊上げ、出来た隙間に台木を挟

もうとしたところ、一部くっついてた部分が遅れて外れ、反動で下側の鋼矢板がバ

ウンドし、その際に、鋼矢板下に入れていた右手先を台木と鋼矢板の間に挟み、

負傷したもの。 

・本作業に関する作業手順書が作成されていなかった。 

工事関係者事故－運搬中の資機材等の落下や下敷きで負傷 

事故発生箇所 

鋼矢板 
仮置場 

被災者 

９０ｔクローラークレーン 



別紙－４
発生日時 平成 24 年 11 月 13 日 （ 火 ） 4 時 45 分
工事情報
被災の状況

男 62 杭工 左手第2,3指裂傷及び骨折
事故概要 場所打ち杭工の片付け作業において、軽量覆工板を閉める際に左手指を覆工板と覆工止鋼

材の間に挟み、負傷したもの。

天候 晴
道路系事務所　　　一般土木工事

性別 年齢 職種 被災の程度

　 　

　

　

　

　

　

　

　

　

　 　

事故発生状況 

・現地は小さな作業帯内で、中には歩道橋や階段の柱も在るため、覆工板の開閉

に重機が使えない状況であったため、軽量覆工板を使用。 

・ＢＨ杭施工後に、軽量覆工板を閉める際に、作業員が負傷したもの。 

・閉める枚数は５枚で、近くに仮置きしてあったものを２人で運搬、設置。 

・4枚目まで閉め終わり、最後の開口部に軽量覆工板の片端（作業員Ｂ側）をハメ

込んだ後、被災者が自分の持っている側の端部を下ろそうとした際、覆工板が一

気に落ち込み、舗装止め鋼材と覆工板の間に左手指を挟まれ負傷したもの。 

【事故発生原因】 

・作業手順書が作成されておらず、

安全に配慮した作業方法となってい

なかったため。  など     

【事故防止のポイント】 

・現場条件に応じた作業手順書を作成

し、作業員に周知・徹底する。  など        

工事関係者事故－運搬中の資機材等の落下や下敷きで負

平面図 



別紙－４
発生日時 平成 24 年 12 月 10 日 （ 月 ） 16 時 0 分
工事情報
被災の状況

男 20 オペレータ 右足圧迫
事故概要 土質改良機の固化剤用ホッパー上部に浸水防止シートをかけようとした作業員がバランスを

崩してステップから足が滑り、土砂用ホッパーに転倒し、ベルトコンベアーとホッパーに右足を
挟み、負傷したもの。

天候 晴
道路系事務所　　　一般土木工事

性別 年齢 職種 被災の程度

事故発生状況 

・土質改良機で土砂の改良を実施。 

・本日分の固化材投入作業が終わったので、機械を稼働させたまま、土質改良機

の固化材用ホッパー上部に浸水防止シートを掛ける作業を実施。 

・原料土用ホッパーに移動してシートを掛けている時に、バランスを崩しステップか

ら足が滑り、原料土用ホッパーに転倒し、掻き出しロータとその下にあるベルトコン

ベアの間に右足を巻き込まれ、負傷したもの。 

・原料土投入作業を行っていた重機のオペレーターが、被災者の転倒を視認し、緊

急停止ボタンを押して機械を停止。 

【事故発生原因】 

・使用機械の安全教育が不十分だった 
ため。 
・機械を稼働させたまま作業を行ったため。 
   など     

【事故防止のポイント】 

・使用機械の安全教育の徹底。 
  など         

工事関係者事故－建設機械の稼働に関連した人身事故 

浸水防止シート 

浸水防止シート 
原料土用ホッパー 

固化材用ホッパー 

原料土用ホッパー 

挟まれた場所 



別紙－５
発生日時 平成 24 年 12 月 12 日 （ 水 ） 11 時 0 分
工事情報
被災の状況

天候 晴

職種
溶接作業員

事故概要 開先状況確認のため、桁内（脚内）移動中、脚内の水平リブを跨ごうとして脚を滑らせ、転落
し、垂直リブに左腕の脇を打ち付け、負傷したもの。

左肩脱臼
被災の程度

男 48

道路系事務所　　　鋼橋上部工事
性別 年齢

事故発生状況 

【事故発生原因】 

・開口部養生が行われていなかった

ため。  

  など     

【事故防止のポイント】 

・開口部には養生を行う。 

   など 

         

工事関係者事故－その他 工事関係者事故 

・歩道橋上部工事において、橋脚上ブロック(主桁下フランジ)の現場溶接作業の

準備段階として開先調整のため、桁内を通って、作業箇所へ移動。 

・橋脚内を通過中、水平リブの開口部(φ850mm)を跨ごうとしたが足を踏み外して

転落し、左腕の脇下を垂直リブに打ち付け、左肩を脱臼、負傷したもの。 

・なお、桁内は照明設備が設置されてなく薄暗く、作業員に対して具体的な危険

箇所(橋脚内開口部)の指示をしていなかったもの。 

写真２ 写真１ 

断面１ 

断面１ 

写真２ 写真１ 

作業箇所 
（開先調整） 

1600 



別紙－８
発生日時 平成 24 年 12 月 15 日 （ 土 ） 9 時 56 分
工事情報
被災の状況

天候 曇
道路系事務所　　　法面処理工事

性別 年齢 職種 被災の程度
男 30 法面工 胸部打撲

事故概要 法面吹付け作業時に、3mの高さにおいて、親綱からロリップを外し、１ｍほど横移動を行った
際に、足を滑らせて、滑り落ち、左胸部を打撲、負傷したもの。

事故発生状況 

【事故発生原因】 

・安全帯を使用していなかったた

め。 

・安全帯の付け替え作業を法面途

中で行ったため。   など     

【事故防止のポイント】 

・転落防止の安全教育の徹底。 

・安全な安全帯の付け替え方法につい

て、作業員に周知徹底する。  など        

工事関係者事故－その他 

・法枠モルタル吹付け作業時、吹付ホースを次施工箇所に段取り替えするため、

吹付け作業を一旦中断し、２段目法枠部（H=3.0m）において、親綱Bからロリップを

外し、親綱Aへ法枠上を横移動(約1m程)を行った。 

・親綱Aに手をかけたとき足を滑らせ高さ3mの地点から滑り落ち、Ｕ字側溝に左胸

部をぶつけ、負傷(打撲)したもの。 

安全帯 

ロリップ 

親綱 

親綱B 親綱A 



別紙－１０
発生日時 平成 24 年 12 月 18 日 （ 火 ） 15 時 30 分
工事情報
被災の状況

37 塗装工 有機溶剤中毒
事故概要 クレストゲートのシーブ架台内部の塗替塗装中に作業員の１人が有機溶剤による急性中毒に

より、動けなくなったもの。

天候 曇
河川系事務所　　　塗装工事

性別 年齢 職種 被災の程度
男

【事故発生原因】 

・有機溶剤を吸引しないための安全対

策が不十分であったため。                 

   など 

   

【事故防止のポイント】 

・有機溶剤を吸引しないように、作業方

法を決定し、作業員に周知・徹底を行

う。   など 

工事関係者事故－その他 

事故発生状況 

・クレストゲートシーブ架台内部の塗替塗装における下地処理（タッチアップ）塗装中

に意識障害を起こしたもの。塗料（有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ、第２種有機溶剤）中に含ま

れる有害溶剤等を多量に吸引したことにより急性中毒を発症したもの。 

・塗装作業に際し、有機ガス用防毒マスクを着用し作業にあたっていたが、吸収缶

の交換を適切に行っていなかったため、吸収缶の機能が低下し有機溶剤を吸引し

たもの。 

・また、局所排気装置として、送風機を2台用意していたが、使用していなかった。 

クレストゲート 

事故発生箇所 
シーブ架台内部 

出入用マンホール 

用意していた送風機 有機ガス用防毒マスク 

吸収管 

マスク 



別紙－１１
発生日時 平成 24 年 12 月 22 日 （ 土 ） 11 時 30 分
工事情報
被災の状況

確認中（胸椎脱臼骨折の疑い、手術実施）

天候 雨
道路系事務所　　　一般土木工事

性別 年齢 職種 被災の程度
男 69 とび工

事故概要 仮桟橋構台部の支持杭の撤去作業中、支持杭に付着していた土砂が落下し、作業員が負傷
したもの。

【事故発生原因】 

・土が取り切れていなかったため。 

  など   

【事故防止のポイント】 

・土取りの具体的な作業手順を作成し、作

業員に周知・徹底する。 
・落下の恐れがある範囲に作業員が立ち

入らないようにする。   など         

事故発生状況 

工事関係者事故－運搬中の資機材等の落下や下敷きで負傷 

・仮桟橋構台部の支持杭（H400*400、長さ24.5m（上杭12.5m、下杭12m））の撤去作

業中、支持杭（下杭）に付着していた土砂が落下し、作業員が負傷したもの。 

・仮置き前に杭に付着していた土砂を撤去していたが、一部が残っており、ヘルメッ

ト程度の大きさの土が約３ｍの高さから落下したもの。 

土砂が取り切れて

おらず、落下し背

中に当たった 

杭仮置箇所 
事故現場 

作業箇所 
支持杭撤去 

クレーン 

クレーン 

支持杭撤去作業 平面図 

①バイブロハンマー 
にて支持杭引き抜き 

②杭を手前に再打設、杭に付

いた土砂は、バイブロの振動で

落とし、落としきれないものは、

作業員Aがスコップにて土砂落

し。その後。上杭、下杭に切断

後、介錯ロープで仮置き場所に

誘導。 作業員A 

作業員B（被災者） ③一度中央に仮置きし、端に置き直す。 
作業員Bが杭の足下を押さえるために近づいた際に負傷。 

土砂落下 
事故発生 



別紙－１３
発生日時 平成 24 年 12 月 26 日 （ 水 ） 3 時 30 分
工事情報
被災の状況

男 24 世話役 頸部打撲傷
事故概要 ポンプ室構内において掘削及び送風機架台設置作業時に、単管を誤って落下させ、約5m下

の掘削箇所にいた被災者の頸部にあたり、負傷したもの。

晴
道路系事務所　　　維持修繕工事

性別 年齢 職種 被災の程度

天候

工事関係者事故－運搬中の資機材等の落下や下敷きで負傷 

・ポンプ室構内において４次掘削及び送風機架台設置作業を実施。 

・送風機架台設置のため２段目土留支保工上通路の作業員Aから、１段目土留

支保工上通路の作業員Bに単管1.5m（Φ48.6mm、重量=4.1kg/本）を手渡し中

に、単管を誤って落下させ、掘削箇所（約5m下）にいた被災者の頸部にあたり、

負傷させたもの。 

・作業手順書において上下作業ならないよう指示していたが、上下作業の確認

を行わずに作業を行ったもの。 

事故発生状況 

【事故発生原因】 

・落下物の恐れがある場所で、上下作

業を行ったため。  など   

【事故防止のポイント】 

・作業に応じた安全上の注意及び指示

事項の周知・徹底を行う。   など 

        

送風機架台設置箇所 

資材仮置き 



別紙－３
発生日時 平成 25 年 1 月 10 日 （ 木 ） 13 時 30 分
工事情報
被災の状況

左第4,5中手骨骨折
鋼矢板を打設中、吊荷ワイヤーが外れ、そのワイヤーが作業員の左手の甲に接触、負傷した
もの。

道路系事務所　　　一般土木工事
性別 年齢 職種 被災の程度
男 37 とび

天候 晴

事故概要

事故発生状況 

・河川内で鋼矢板を打設中、鋼矢板が

共下がりしたので、鋼矢板にクランプを

かけ、ワイヤーを孫フックにかけ、巻き

上げた際、孫フックから吊荷側のワイ

ヤーが外れ、ワイヤーが跳ねたときに

作業員の左手甲に接触し、負傷したも

の。 

・受注者の判断により、発注者への事

故発生の報告は行われなかった。 

＜土木工事共通仕様書1-1-29事故報

告＞ 

工事関係者事故－運搬中の資機材等の落下や下敷きで負

【事故発生原因】 

・玉掛が不十分であったため。 

  など     

【事故防止のポイント】 

・玉掛け作業の、作業手順書を示し、作

業員に周知・徹底する。 
・（事故が起きたら速やかに発注者に報

告する。） など 

バイブロ

巻上げ

鋼
矢
板 

孫フック 

ﾜｲﾔｰ 

ｸﾗﾝﾌﾟ 

定規材 

孫フックよりワ

イヤーが外れ

左手甲に当

たった 
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