
災害事例及び措置情報

４週間以
上休業の
もの

２週間以
上４週間
未満休業
のもの

1 九州 大分
平成１７年
３月９日
０５：００頃

石灰石 Ｄ 内・その他 1 1 ベルトコンベア 過負荷作業

罹災者は、本人を含む３名で坑内のKC-19ベ
ルトコンベアのキャリアローラー取り替え作
業を行っていた。このとき、一部のキャリア
ローラーがベルトスカート鉄板に当たって思
うように外れないため、罹災者は上席保安係
員に連絡したところ、ベルトスカート鉄板を
ガス切断するよう指示を受けた。その後、罹
災者は、再度キャリアローラーの取り替えを
試みたが、キャリアローラーのシャフトが正
規の状態から外れ、ベルトスカート鉄板を押
し上げる状態になった。そこで、ベルトス
カート鉄板をガス切断するためキャリアロー
ラーのシャフトを正規の位置に戻そうとして
テコで持ち上げている時、右足首に痛みを感
じ罹災した。
（罹災者：坑内保安係員、４５歳、直轄。罹
災程度：右足首アキレス腱断裂。休業６０
日。）

ー

・キャリアローラーとベルトスカート
鉄板との隙間が35mmしかなかった。

・アキレス腱に負荷のかかる作業を実
施した。

・ベルトスカート鉄板を切断してキャリア
ローラーとの隙間を55mmに拡大した。

・今後同様のケースが発生した場合は、事前
にガス切断を実施し、アキレス腱に負荷のか
からないようにする。

概要図１

2 九州 大分
平成１７年
３月２７日
１４：２０頃

非金属 Ｂ 外・墜落 ［1］ ［1］ 残壁、命綱 命綱の結び

　罹災者は当日朝から他３名とともに南側残
壁の120mL犬走りと90mLベンチ壁面間に敷設
中の排水設備の管を岩盤に刺した鉄筋に固定
する作業を実施していた。
　その際、罹災者は３本の命綱を結んでいた
が、何らかの原因で１本目と２本目の結び目
が解け、墜落した。
（罹災者：非鉱山労働者、２８歳。罹災程
度：右足腓骨骨折、頸椎捻挫他。３週間の安
静加療。）

ー

・結んでいた命綱のモヤイ結びが解け
た。

・現場の状況にあった長さのロープを使用する。

・命綱を結ぶ際の規定を作成し、労働者に教育、
指導を行う。

・現場施工の安全管理を徹底する。

概要図２

3 九州 福岡
平成１７年
４月２１日
１６：１５頃

石灰石 Ｂ 外・墜落 1 1 ホイルローダ 他用途使用

　罹災者は、原石運搬作業の終了後、翌日の運
搬作業の準備のためにダンプトラックの居付き
落としを行うこととした。
　通常の居付き落としは、散水車による圧力放
水により行っているが、この日は散水車がまだ
作業中であったため、罹災者はホイルローダの
バケットからダンプトラックの荷台に乗り込み、
スコップで居付きを落とそうと考えた。
　罹災者は、ダンプトラックの後ろにつけたホイ
ルローダのバケットに乗り込み、ホイルローダの
運転手に上下・前後の合図をしながらバケットを
ダンプトラックの荷台近くまで上げさせ、荷台に
乗り移るための微調整を行っている際にバラン
スを崩し、墜落した。
（罹災者：ダンプ運転手、５５歳、直轄。罹災程
度：右踵骨骨折。３週間の休業見込。）

ー

・作業目的以外の作業にホイルローダの
バケットを利用した。

・ダンプトラックの荷台清掃における作業
手順（散水車による圧力放水）を遵守しな
かった。

・作業手順の遵守及び通常作業以外の作業を
行う場合は、鉱山長もしくは作業主任者の指示
に従うよう保安教育を実施。

概要図３

4 九州 大分
平成１７年
５月７日
０９：１０頃

石灰石 Ｄ 外・機械 1 1
集じん機

（ロータリーバルブ）
回転体取扱作業

罹災者は、焼結粉工場を巡回していたところ、１
号集じん機のシュート詰まりを発見した。シュー
ト内部での集じん粉の居付きが原因であろうと
判断した罹災者は、操作室のオペレーターに連
絡し、シュート詰まり発生の件を伝えるとともに
居付き落としの応援を要請した。オペレーターが
１号集じん系統のスイッチを「切り」にした後、
ロータリーバルブの点検窓の蓋を二人で外し、
目視の範囲内の居付きを落とした。その後、
ロータリーバルブが正常に作動するか確認する
ため、オペレーターはロータリーバルブの電源
スイッチ（現場からは見えない）を入れる操作を
行い、罹災者はロータリーバルブの作動確認を
行うよう作業分担した。その後オペレーターはス
イッチを入れたところ、罹災者はロータリーバル
ブのシャフトが回転したことを確認した。しばらく
して現場に戻ってきたオペレーターを見た罹災
者は、「現場のスイッチを切って戻ってきた」もの
と思いこみ、居付きを落とそうと点検窓から右手
を入れたところ、回転しているロータリーバルブ
の羽根に指先を巻き込まれ罹災した。
（罹災者：焼結粉工場員、４５歳、請負。罹災程
度：右手第２、３、４指末節欠損。４週間の加療
見込。）

現況調査時に、鉱山労働者に対
する作業内容の周知を確認して
おり、当該作業におけるリスクは
低いと判断されていた。
＜参考＞
①機械、器具及び工作物の使
用方法と作業方法を作業手順
書に規定し、鉱山労働者はこれ
を遵守するよう保安規程に定め
ている。
②当該現場の作業手順書に
は、ⅰ）作業前ミーティングの実
施、ⅱ）回転体の取扱時は電源
処置（元電源スイッチと現場ス
イッチ）を行う　と明記されてい
る。

・シュート詰まりが発生した。

・作業前の打ち合わせが十分でなかった。

・回転体に手を出した。

・ロータリーバルブが運転中であることを
罹災者が確認していなかった。

・現場スイッチの位置が現場から遠く離れ
ていた。

災害後、現況調査を行い、その結果に基づき以
下の対策を実施。

・集じん機本体からの雨水浸透を防止するため
の屋根を設置する。

・集じんダクトからの雨水浸透を防止するためフ
ランジ部にコーキングを施す。

・鋼管シュートをフレキシブルホースに交換す
る。

・点検窓に網を取り付ける。

・ロータリーバルブの現場スイッチを機側に移設
する。

・作業手順書をチェックし、不十分なものは改善
する。

・作業手順書の遵守について、鉱山労働者に対
し保安教育及び再教育を通じ、理解・実行させ
る。

概要図４

詳細情報鉱種

　鉱山労働者数
　Ａ：９人以下
　Ｂ：１０～４９人
　Ｃ：５０～９９人
　Ｄ：１００人以上

リスクマネジメント
実施状況（発生前）

災害事由 原因 対策

罹災者数（人）

原因となった装置・施設等
危険有害要因（ハザー

ド）の内容
災害概況

死亡

重傷

軽傷 計

番号
発生鉱山管
轄産業保安
監督部名

県名 発生年月日時間



４週間以
上休業の
もの

２週間以
上４週間
未満休業
のもの

詳細情報鉱種

　鉱山労働者数
　Ａ：９人以下
　Ｂ：１０～４９人
　Ｃ：５０～９９人
　Ｄ：１００人以上

リスクマネジメント
実施状況（発生前）

災害事由 原因 対策

罹災者数（人）

原因となった装置・施設等
危険有害要因（ハザー

ド）の内容
災害概況

死亡

重傷

軽傷 計

番号
発生鉱山管
轄産業保安
監督部名

県名 発生年月日時間

5 九州 大分
平成１７年
６月２２日
１０：３０頃

石灰石 Ｃ 外・コンベア 1 1
ベルトコンベア
（テール部）

回転体取扱作業

罹災者は、山元直送３BCヘッドシュート側板の
補修を行うため、同僚と現場を確認し、同僚に
補修用材料を工作場まで取りに行かせた。その
間に、罹災者は山元直送４BCテール部のキャリ
アローラーの異音に気付き、キャリアローラー付
近の居つきを落とそうとハンマーでキャリアロー
ラーをたたいた時、ベルトとキャリアの間にハン
マーと一緒に右手首を巻き込まれ、罹災した。
（罹災者：施設工、５３歳、請負。罹災程度：右前
腕挫滅創、皮膚欠損。４週間の加療見込。）

リスク評価による危険要因の洗
い出し、及びリスクレベルの低減
対策に基づき、機械運転中の巻
き込まれ災害を防止するための
措置を保安規程に盛り込み、鉱
山労働者全員に教育を実施して
いた。
＜参考・保安規程＞
機械の運転中の巻き込まれ防
止に関しては、以下のとおり定
める。
イ．機械の駆動部、回転部等で
作業者、通行者が巻き込まれる
恐れのある箇所には、柵、カ
バー等の巻き込まれ防止のた
めの設備を設置する。
ロ．作業者は、稼働中の機械の
回転部に触れてはならない。

・稼働中のベルトコンベアを止めずに居つ
きを落とそうとした（作業手順を守っていな
かった）。

・鉱山労働者に対する巻き込まれ防止対
策の周知徹底が不十分であった。

災害後、現況調査を行い、その結果に基づき以
下の対策を実施。

・作業手順の再教育を実施（稼働中の機械・回
転体には手を出さない）。

・稼働中の機械等の点検等を実施する場合は、
あらかじめオペレーターに作業内容の連絡をし、
機械を停止させ、手元のスイッチを切り、安全札
を設置した後に作業を実施する。

・機械・設備の巡回、点検時には、各自赤色テー
プを持ち、不良箇所や要取り替え箇所に表示
し、稼働中の機械・設備の異常を明示させた上
で、機械・設備の停止後に作業を実施する。

概要図５

6 九州 大分
平成１７年
７月２１日
１４：２０頃

石灰石 Ｃ 外・機械 ［1］ ［1］ ハンマードリル 回転体取扱作業

り災者は、鉱山内の施設の修理を外注している
外注業者の作業員であり、鉱山場内砕鉱場に
おいて、電動ハンマードリル(鉱山所有の砕鉱場
に常備している修理・修繕用工具)の修理を行っ
ていた。修理が完了したので、試運転をしようと
したところ、左手に持っていたグリス等を拭き取
るためのウエスを、誤ってドリルに巻き込んでし
まい、左手薬指の第２関節を罹災した。
（罹災者：非鉱山労働者、３２歳。罹災程度：左
手環指PIP関節開放脱臼、同末節骨骨折、１６
日間）

・外注修理業者に対して教育を
実施する等の措置を保安規程
に定め、実施していた。
＜参考・保安規程（修理業者に
対する保安教育）概要＞
・新規業者に対しては業者の管
理監督者を教育
　（教育内容：鉱山作成「安全手
帳」、保安規程等）
・上記以外の業者には、２年に１
回再教育

・ハンマードリルが回転物であるという認
識が薄く、右手にハンマードリルを持って
いるにも係わらず、左手にウエスを持っ
た。

・ハンマードリルは問題なし。

・災害検討会の開催

・当該外注業者及び関係部署に回転物の取扱
に関する教育を実施

・作業手順「電動工具使用時の遵守事項」作成と
周知

概要図６

7 九州 長崎
平成１７年
８月８日
１３：３０頃

石炭 Ｄ 内・機械 1 1 ロードヘッダ
整備作業中のスイッチ

誤動作

　罹災者は、ロードヘッダ（以下「ＲＨ」という。）
の旋回シリンダー取替作業の準備を他の２名と
ともに行っていた。
　まず、取替作業に支障がある操作台横の操作
箱（重量：約50kg）を第１コンベア（以下「ＰＣ」と
いう。）内に置いた。
　次に、取替用旋回シリンダーを載せているサ
イドダンプローダのバケット近くまでＲＨを後退さ
せるため、オペレーターはメインスイッチを入
れ、罹災者に操作箱の油圧スイッチを入れるよ
うに言った。
　罹災者は、左足をＰＣのスクレッパに置いた姿
勢で油圧スイッチを入れたところ、突然ＰＣが作
動し、左足がスクレッパと操作箱との間に挟ま
り、罹災した。

（罹災者：採鉱グループ員、５４歳、直轄。罹災
程度：左足第１楔状骨々折。休業５３日。）

ＲＨによる掘削作業について
は、「使用開始時」「通常作業
時」「停止時」「使用終了時」及び
「故障時」についてのリスクの抽
出・評価を実施しているが、今回
災害時の作業と関係のある「故
障時」については、「油圧ホース
取替作業」について現況調査を
実施しているが、「シリンダー取
替作業」については未実施で
あった。

・操作台にあるＰＣの操作ハンドルが、逆
運転側に「入り」の状態になっていることを
確認しないまま、油圧スイッチを入れた。

・オペレーターではない者（罹災者）が油
圧スイッチを入れた。

・罹災者が、左足をＰＣ内に置いた状態で
油圧スイッチを入れた。

・操作箱をＰＣ内に置いた。

災害後、現況調査を行い、その結果に基づき以
下の対策を実施。

・操作箱を移動する必要がある場合は、ＰＣ上に
鉄板を張り、その上に操作箱を置く。また、運転
体内には物や身体を入れないよう再教育し、周
知徹底する。

・オペレーターは、メインスイッチ及び油圧スイッ
チを入れる際には、周囲の安全を確認しなけれ
ばならないことを再教育し、周知徹底する。

・オペレーター以外の者はＲＨを操作しないこと
を再教育し、周知徹底する。

概要図７

8 九州 宮崎
平成１７年
９月６日
０８：３０頃

可燃性
天然ガ

ス
Ａ 外・風水雪害 0 － －

　Ａ川左岸堤防越水による洪水。 　水害は想定されており、重要な
設備はＡ川堤防 上部とほぼ同
程度の高さに設置していたが、
今回はそれを越える水位であっ
たため、想定水位に問題があっ
た。

　Ａ川の水位が、想定を越える水位になっ
たため。

　現況調査を実施し、リスクの再評価、保安規程
及びマニュアルの再検討を行う。

9 九州 福岡
平成１７年
１０月１１日
１１：３０頃

石灰石 Ｂ 外・墜落 1 1 バックホウ バックホウからの墜落

　当日、罹災者Ａはバックホウにて75mL切羽の
切り出し作業を行っていた。作業終了後、同切
羽が発破箇所となるため、上部ベンチ（85mL）
にバックホウを移動させた。駐車の際、燃料タン
クの水抜きを行うため、タンク下のドレンコックの
位置が履帯と履帯の間になる状態で駐車した。
罹災者Ａは、キャビンから降りる際、上着を左手
に持ち、履帯上部に移ったが、ドア前方に足場
がないため、右手でドアを勢いよく閉めた時、バ
ランスを崩し体制が前屈みの状態で地面に飛び
降りた（地面と履帯との高さ：1,350mm）際、左足
踵骨を折った。
（罹災者：採鉱係員、４９歳、直轄。罹災程度：左
足踵骨骨折、休業１３日。）

　現況調査では、当該バックホ
ウについては高低差（1,350mm）
もあまり無いため、本件災害に
係るリスクは抽出されていな
かった。

・片手（左手）に物を持ったままキャビンの
ドアを閉めた。

・ドアを閉めた時、身体のバランスを崩し
た。

・履帯に対してキャビンが垂直でないと燃
料タンクの水抜きができなかった。

　現況調査を実施し、その結果に基づき、水抜き
のドレンコックの位置を車体後部に変更し、ス
テップ及び手摺りを使用した３点支持で乗降する
こととした。また、ミーティング時にこの改善結果
を報告し、３点支持での乗降を鉱山労働者に周
知徹底した。

概要図８



４週間以
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２週間以
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詳細情報鉱種

　鉱山労働者数
　Ａ：９人以下
　Ｂ：１０～４９人
　Ｃ：５０～９９人
　Ｄ：１００人以上

リスクマネジメント
実施状況（発生前）

災害事由 原因 対策

罹災者数（人）

原因となった装置・施設等
危険有害要因（ハザー

ド）の内容
災害概況

死亡

重傷

軽傷 計

番号
発生鉱山管
轄産業保安
監督部名

県名 発生年月日時間

10 九州 熊本
平成１７年
１１月２日
１６：４５頃

石灰石 Ｂ
外・車両系自

動車
1 1 ホイルローダ

ホイルローダ運転中の
前方不注意

　ホイルローダの運転手Ｂは、選鉱場の貯鉱場
でダンプトラックへの製品積み込み作業に従事
していた。
　Ｂは、１６時４５分頃、 後のダンプトラックへ
の積み込みを終了し、翌日の作業に備えて給
油するために修理工場の先にある給油所へホ
イルローダを運転していたところ、給油所手前の
廃タイヤ置き場付近において、ホイルローダの
左側車輪が何かに乗り上げた後、落ちた。
　Ｂが、ホイルローダを停止させ確認したところ、
修理工場でタイヤ交換作業をしていた罹災者Ａ
がホイルローダ後方にうつぶせで倒れているの
を発見した。
　災害発生時の目撃者がいないことからＡの行
動は特定できないが、修理工場内にジャッキ
アップされ、右側後輪が外されているダンプト
ラックがあり、罹災箇所に古タイヤ１個があった
ことから、Ａは取り外したタイヤを給油所横の廃
タイヤ置き場に運んでいたところを後ろからホイ
ルローダに轢かれたものと推定される。

（罹災者：ダンプトラック運転手、５６歳、請負。
罹災程度：死亡。）

　現況調査では、本件災害に係
るリスクは抽出されていなかっ
た。なお、ホイルローダを運転す
る鉱山労働者に対しては、保安
規程で定められている内容及び
災害事例等の教育を実施してい
た。

　給油所の近くに修理工場及び現場事務
所、休憩所などの施設があり、ホイルロー
ダ運転手Ｂが周囲の安全確認に気をとら
れ、前方の注意が疎かになり、前方で古タ
イヤを運んでいた罹災者に気づかずに轢
いたものと推定される。
　また、走行路面に凹凸があったため、ホ
イルローダの走行時にバケットの高さを６
０㎝程度（通常３０～５０㎝程度）に上げて
走行したことにより、運転席からの死角が
広がり、罹災者に接近した時に気がつか
なかったことも一因と推定される。

　現況調査を実施し、その結果に基づき以下の
対策を実施。

・災害箇所は、修理工場、現場事務所、休憩所、
倉庫の人の出入りと給油所への車両の通行が
交錯するため、ガードレールを設け、車両と人の
通行を区分。

・廃タイヤ置き場が給油所に隣接しているため、
車両の通行と交錯しない箇所に変更。

・給油所への走行路面を補修整備。

・災害概要の説明、保安規程及び作業規程につ
いて再教育を実施。

・保安規程、採掘・運搬作業規程を改訂し、教育
を実施。

・車両系鉱山機械の死角を確認し、鉱山労働者
全員に周知。
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不適正な装薬量等によ
る飛び石

　罹災当日、南80mベンチにおいて北向きに山
落とし発破をすべく、作業員２名により当該発破
箇所の岩盤の事前確認を実施し、装薬作業を
開始した。
　装薬量については、４孔目に肌目が認められ
たが自由面中央部の抵抗が大きかったため、
通常の装薬量とし、隣の５、６孔目は中央部の
抵抗がやや小さかったため装薬量を抑え、発破
を実施したところ、直線距離で約300m先の出荷
桟橋で製品積み込み中の船舶に数㎝大の飛び
石が３個あたり、付近の海にも同サイズの飛び
石数個が落下した。
（人的被害なし。船舶の損傷：塗装面剥離程
度。）

　現況調査に基づき、発破実施
時のリスクを抽出し、以下のとお
り保安規程に定めていた。
・装てん前に発破孔の位置・状
態及び深さを検査し、飛び石又
は転石の危険の有無を確認し、
適正な装てん量とする。
・点火は付近の者に発破をする
旨警告し、かつ、危険がないこと
を確認した後行う。
・飛び石、転石の危険のある時
は、弱装薬量とし、適当な防護
施設を設置する。また、立ち入り
禁止区域を設定し、かつ、見張
り人を配置し、警標を掲げる等
の措置をする。

・発破作業責任者及び発破点火者によ
り、装薬前及び装薬中に自由面の 小抵
抗を目視のみで行い、計り棒による確認
を怠った。

・石目の確認不足であった。

・自由面の抵抗を目視のみで確認したた
め、 小抵抗線を見誤ったまま装薬量を
調整し、結果的に適正な装薬量とならな
かった。

・バックホウにより当該発破箇所の自由面
を掻きすぎたため抵抗が薄くなった。

・鉱山労働者全員による災害・ヒヤリハット検討
会を実施。

・保安統括者による装薬作業の現場指導を実
施。

　また、現況調査を実施し、その結果に基づき以
下の対策を実施。
・鉱山労働者全員によるﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ（再発防止
策の立案）を実施し、発破作業手順書に追加記
載し、周知を図る。

・鉱山労働者全員の緊急連絡体制の再確認及
び危機管理意識の再認識を実施。

概要図１０
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