
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

罹災者は軸受けのリストを作成するために、
テンシ ンプ リ 踊り場に入り 調査を始めた

現況調査において、ＢＣ等の
回転部分を有する設備に関する

・ベルトコンベアの回転部に手を出した。
運転中 立入禁止とな ているテンシ ン

・ベルトコンベア等の回転部分を有する設備によ
る災害防止の再教育を実施する

危険有害要因（ハザー
ド）

の内容軽傷

災害概況
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

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 詳細情報

死亡

重傷

計

対策災害事由

罹災者数（人）

リスクマネジメント
実施状況（発生前）

原因
原因となった装置・施設

等

1 九州 大分
平成２０年
４月１８日
９：３０分頃

けい石 Ｂ
外・運搬装置
のため（コン
ベアのため）

1 1
ベルトコンベア（テンション

プーリー）

運転中におけるテンショ
ンプーリーシャフト付近
のグリース付着除去作
業

テンションプーリー踊り場に入り、調査を始めた
ところ、軸受けの表面がグリスで汚れていたた
め、歩廊で拾った番線（長さ約２０ｃｍ）で、汚れ
を除去して銘板を確認した。

次に反対側の軸受けも同様の方法で調査した
が、その時、軸受け内側のプーリーシャフトに付
着しているグリスが気になり、番線でそのグリス
を除去していた時に番線を握っていた右手が
引っ張られ罹災した。
罹災時の状況については、本人に記憶はほと
んどなく、他の作業員も目撃しておらず特定は
できないが、作業着袖口のボタンが外れていた
ために、ベルトとプーリーの間に作業着の右袖
が巻き込まれ、そのはずみで右橈骨をプーリー
シャフトに打ち当てる等罹災したものと推定され
る。 （罹災者：職場責
任者、３３歳、直轄。罹災程度：右橈骨骨幹部骨
折、右中指挫創、右環指擦過創、右肘挫傷、休
業５７日）

回転部分を有する設備に関する
リスクアセスメントを実施し、保
安規程に運転中は回転部分に
体の一部や工具等を接触させな
い旨、規定していた。

・運転中、立入禁止となっているテンション
プーリー踊り場に入った。
・テンションプーリー踊り場は運転中、立
入禁止となっているにもかかわらず、立入
禁止措置をしていなかった。

る災害防止の再教育を実施する。
・朝の番割時に服装チェックを行う。
・テンションプーリー踊り場の入り口にチェーンを
掛け、立入禁止札を掲示する。
・その他の回転物の見直しを実施し、不具合箇
所は処置する。

概要図１

請負の作業員４名（罹災者、作業員Ａ、作業
員Ｂ、作業員Ｃ）は、クラッシャーのグリズリ
シュートの底板ライナー取替作業を終了し、作
業に使用した電気溶接ケーブル等の器材の片

・ 電気溶接作業の作業基準書
に「溶接棒ホルダーは、完全に
絶縁された溶接棒ホルダーを使
用し 金属部（特にネジ部等）が

罹災者が溶接棒ホルダーを手渡した時、
溶接棒ホルダーの先端絶縁部の破損箇
所（充電部が露出した箇所）がグリズリ
シュート底板（鉄板）の下端に接触したた

・電気溶接機等の点検結果を報告する体制を見
直す。
・点検時、電気溶接機（本体、キャブタイヤケー
ブル ホルダー）の不具合が確認された場合 使

2 九州 大分
平成２０年
６月２日

４：３０分頃
石灰石 Ｄ

内・電気のた
め（推定）

1

（
非
鉱
山
労
働
者

）

1

（
非
鉱
山
労
働
者

）

電気溶接機
溶接棒ホルダーの先端

絶縁部が破損し、充電
部が露出

業に使用した電気溶接ケ ブル等の器材の片
付け作業を行っていた。

グリズリシュート内は底板ライナーによって、２
区画に区分されており、シュート内の底板ライ
ナー奥部（テール側）に罹災者、その手前の
シュート内に作業員Ａ、シュート外の点検窓付近
に作業員Ｂを配置し、溶接棒ホルダー（ケーブ
ル付き）を罹災者から作業員Ａに、作業員Ａから
作業員Ｂに順次手渡し片づけを行った。

罹災者が作業員Aに溶接棒ホルダーを手渡し
たとき、罹災者は「痛い」と声を発し、同時に作
業員Aはビリッと電気を感じた。作業員Aは大し
た事はなかったので、そのままシュート外に居た
作業員Ｂにケーブルを手渡した。その直後（４時
３０分頃）、作業員Ａは罹災者に声を掛けたが返
事がないため、罹災者が居る箇所（底板ライ
ナー奥部）を覗いて見ると罹災者が倒れてい
た。なお、罹災者、作業員Ａ、作業員Ｂのそれぞ
れの位置は、お互いに顔は見えない状態であっ
た。作業員A及び作業員Bは直ちに直轄の責任
者に連絡し、駆け付けた責任者がＡＥＤによる
蘇生処置（２回）を行い、病院に救急車で搬送し
たが、６時５７分に死亡が確認された。

なお 溶接棒ホルダーは 先端絶縁部が破損

用し、金属部（特にネジ部等）が
露出したものは使用してはなら
ない」と定めているが、設備管理
が十分ではなかった。
・５月２日、災害時使用していた
電気溶接機の定期点検を実施
し、溶接棒ホルダーの先端絶縁
部の破損を確認したにも拘わら
ず、１ヶ月近く、適切な措置を実
施しなかった。

シュ ト底板（鉄板）の下端に接触したた
め、電撃防止装置が作動（電圧が８０～８
５Ｖに昇圧）し、グリズリシュート底板（鉄
板）に電流が流れ、罹災者が濡れた状態
でグリズリシュート底板（鉄板）に接触して
いたため、感電したものと推定される。

ブル、ホルダ ）の不具合が確認された場合、使
用禁止措置をする。
・固定アースを禁止し、作業者が確認出来る位
置に設置する。
・当該箇所（横展開出来る箇所についても同様）
については、設備改良を行い、外側から補修作
業が出来るようにする。
・作業終了後はアーク溶接機の電源を「切」後、
資材や器具等を収納することを教育によって徹
底する。
・「電気溶接作業」の作業基準を変更して関係者
へ周知徹底を図る。 概要図２

なお、溶接棒ホルダ は、先端絶縁部が破損
し、充電部が露出した状態で使用されていた。
（罹災者：溶接工（請負：非鉱山労働者）、２６
歳、死亡（感電）)

3 九州 福岡
平成２０年
６月１８日
３：１０分頃

石灰石 Ｄ 内・落盤 1 1 掘進坑道天盤
天盤部のダイク（貫入
岩）の亀裂部より落石

罹災者は作業員Ａと２名で、掘進坑道のコンク
リート吹付作業を行っていた。罹災者は切羽付
近に立ち、吹付ノズルのリモコン操作を、作業員
Ａは吹付機後方でコンクリートのフィード量調整
を担当していた。午前３時頃、切羽で大きな音
がして吹付機が停止したため、作業員Ａは異常
を察して切羽に行ったところ、倒れている罹災者
を発見した。罹災者の横には、破損したリモコン
と80cm×60cm×25cmの落石があり、その周辺
には小塊石が数個散乱していたことから、天盤
部のダイクの一部が落下し、罹災者を直撃した
ものと推定される。
（罹災者：作業責任者、３６歳、請負。罹災程度：
右大腿骨遠位端骨折、右脛骨近位端骨折、左
腓骨近位端骨折 他。休業６０日）

掘進時の浮石落下によるリス
ク評価を行い、浮石点検作業手
順と吹付機作業基準を作成して
いる。

・作業手順等に基づき浮石点検、浮石除
去作業を行ったが、不十分であった。

・再教育（岩盤評価の再認識及び周知徹底）
・作業手順書等の見直し

概要図３



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

危険有害要因（ハザー
ド）

の内容軽傷

災害概況
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

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 詳細情報

死亡

重傷

計

対策災害事由

罹災者数（人）

リスクマネジメント
実施状況（発生前）

原因
原因となった装置・施設

等

罹災者は、ブレーカーに搭乗し、露天切羽の発
破起砕した鉱石の上に乗上げ 小割作業をして

現況調査等に基づいて保安規
程を策定し リスクマネジメント

ブレーカーの足場が軟弱であったにもか
かわらず ブレ カ のブ ム角度を大き

・重機による小割・積込み作業に関する作業足
場の確保及び重機の操作方法について 保安

4 九州 福岡
平成２０年
１１月１日

１５：２５分頃
石灰石 Ｂ

外・運搬装置
のため（車両
系鉱山機械
又は自動車

のため）

1 1 ブレーカー

足場が軟弱であったに
もかかわらず、ブレー
カーのブーム角度を大
きくしたまま、急旋回と
移動を同時に行った

破起砕した鉱石の上に乗上げ、小割作業をして
いた。燃料給油車が来たので、給油するためベ
ンチ側に下りようとし、アームをブレーカ－の正
面（履帯と平行方向）に左旋回させ、同時に切
羽に向かって左方向に進行したとき、ブレー
カーが切羽手前側（運転席側）に横倒しとなっ
た。運転席左側の窓ガラスが割れ、キャビンの
中に居た罹災者は、鉱石とブレーカー又は鉱石
と鉱石との間に左手を挟まれて罹災したものと
推定される。
（罹災者：作業責任者、４５歳、直轄。罹災程度：
左小指切断、左環指皮膚欠損、中手骨開放骨
折、左手圧挫傷、休業６７日）

程を策定し、リスクマネジメント
システム等による保安対策を実
施していた。
①車両系鉱山機械を運転する
作業については、保安規程に基
づいて保安教育及び再教育を
実施していた。
②保安規程に車両系鉱山機械
の作業管理を規定し、小割作業
基準（係員編）を規定していた
が、運転操作など作業上の細か
い判断は運転者の判断に委ね
ていた。

かわらず、ブレーカーのブーム角度を大き
くしたまま、急旋回と移動を同時に行った
のため、路肩が崩れ、ブレーカーが転倒し
たと推定される。

場の確保及び重機の操作方法について、保安
規程及び作業手順を見直す。
・重機の転倒防止等に関する再教育を実施す
る。

概要図４

罹災者は､現場巡視中にⅡ－№３ＢＣテンション
スナッププーリー下の踊場周辺に堆積粉鉱を見
つけたため、Ｖ字型掻き棒（以下、掻き棒とい
う。）で除去した。その後、踊場上部（テンション

・保安規程に「回転部の居付き
落しやベルトコンベア通路の狭
い箇所での落鉱の掻き寄せ作
業は、ベルトコンベアの運転を

・罹災者が保安に対する認識低く、ベルト
コンベアが稼働中にも拘わらず、粉粉を
片付けた。
・恒常的に粉鉱が多く、発生していた。

・運転中の回転物付近での清掃作業厳禁を周
知徹底する。
・ベルトコンベアに係る作業手順等を見直す。
・ベルトコンベアの居付き落し作業を安全で能率

5 九州 大分
平成２０年
１１月１３日
９：３５分頃

石灰石 Ｃ
外・運搬装置
のため（コン
ベアのため）

1 1
ベルトコンベア（テンショ

ンスナップーリー）

回転部（運転中のテン
ションスナッププーリー）
付近での粉鉱の除去作
業

う。）で除去した。その後、踊場上部（テンション
スナッププーリー下側）の泥よけカバー上にも粉
鉱が堆積しているのに気付き、ベルコンベアは
駆動中だったが、踊場と通路の手すりに乗って
掻き棒で同箇所の堆積粉鉱を落とす作業を開
始した。粉鉱に硬く固まった箇所が存在してい
たので、これを落とすために押し込むように力を
入れたところ掻き棒がベルトに触れ、掻き棒が
上部へ跳ね上げられ罹災した。

負傷の状況等から上部へ跳ねた掻き棒がテン
ションスナッププーリーとベルトの間に引き込ま
れ、掻き棒を握っていた右腕を捻れ上げられ罹
災したと推定される。
（罹災者：技術係長、４５歳、直轄。罹災程度：左
尺骨骨折、休業１１日）

業は、 ルトコン アの運転を
止めて行わなければならない」
と規定していた。
・全ベルトコンベアの現況調査を
実施し、保護柵の有無や回転物
のカバー設置状況を確認し、不
備な箇所には、保護柵やカバー
を設置し、取りはずされたままと
ならないように注意を喚起する
ため黄色のペンキで塗装した。

恒常的に粉鉱が多く、発生していた。 ルトコン アの居付き落し作業を安全で能率
的に実施するため、高圧水銃を設置する。
・災害に対する意識と目標を設定するため、「無
災害記録日数」を明示し、安全意識向上に努め
る。
・平常運転時立ち入る必要のない箇所には、「立
入禁止」の警標や錠を施し、進入を禁止する。

概要図５

（注１）鉱山労働者数欄の、Ａは９人以下、Ｂは１０人～４９人、Ｃは５０人～９９人、Ｄは１００人以上の鉱山。


