
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 福岡
平成２２年１月７日

１３：４５分頃
石灰石 Ｄ

坑外・機械の
ため

1 1 草刈り機
草刈り機の刈刃への接
触

災害当日、Ａは草刈り作業の作業責任者として臨時作業員２名（Ｂ，Ｃ）と、３名それ
ぞれが草刈り機を所持し、同時並行作業で行った。午後の作業開始後、ＢがＡから
の作業指示内容を確認しようと思い草刈り機を運転させながら、Ａに近づいて行った
とき、Ｂは刈り残した木のことを思い出し、咄嗟に後方にあるその木の方向に振り向
いた。その際、Ｂの草刈り機の刈刃が、Ａの左足に接触し、災害が発生した。
Ａは、災害が発生する少し前にＢに対して、刈り残した木を伐採するよう指示してい
る。しかしながら、Ａは、指示を出した際、自分の草刈り機を運転させたままであった
ことから、エンジンの騒音によりＢにその指示内容が十分伝わっておらず、Ｂも、指
示を受けたことは認識しながらも、その指示内容が明確に理解できなかったことか
ら、再確認をしようと考えＡに近づいていったものである。ＢがＡに近づくとき、Ｂの草
刈り機のエンジンは運転中であり、スロットルレバーは中間付近であったことから、
草刈り機の歯も回転中であった。
（罹災者：軽作業員、５５歳、請負。罹災程度：左膝窩部坐創、左総腓骨神経並びに
脛骨神経断裂、休業４０日。）

草刈作業基準に“移動する時
は、エンジンを停止する。”と定
められていた。

・作業指示の際、指示を出す側、受ける側の
両者が草刈機の運転中に行い不確実であっ
たこと。
・移動時(人へ)草刈作業手順に従わず、草刈
機を停止せずに近づいたこと。

・草刈作業基準を見直し、作業中の指示、連絡合図等の方法
の追加を行った。
・草刈作業のリスクの認識、周知徹底を図るため再教育を実
施した。
・臨時作業員について、作業に従事するたびに保安教育を実
施し、作業環境、作業基準等の教育を徹底することとした。

概要図１

2 九州 福岡
平成２２年１月２９

日
１４：３０頃

非金属 A
坑外・岩盤の

崩壊
1 1 ブレーカー 残壁の修正作業

保安統括者Ａは、午前中事務処理業務を行ったのち、１３時３０分頃から切羽ベン
チの修正作業を実施するため、一人でブレーカーを運転し、切羽ベンチに向かった。
このとき、他の２名の鉱山労働者（Ｂ作業員，Ｃ作業員）は、各々別の箇所にて鉱石
の出荷準備作業を行っていた。

Ａは作業箇所に到着後、切羽ベンチを修正するための段切りを作業を開始した。こ
の段切り作業は、ブレーカーにより高さ２０ｍのベンチの一部を破砕しながら、ベンチ
の途中に小段を設けるというものであった。

Ａが、段切り作業を開始して約１時間が経過した１４時３０分頃、突然、ブレーカー
の進行方向に向かって左側の高さ１０ｍの上部ベンチが一部崩壊し、崩壊した岩盤
（土砂が多く介在）がブレーカーの運転席左側面まで達した。このため、運転席の左
側フレームが変形し、ブレーカーを運転中のＡは、この変形したフレームと運転席の
右側にある制御盤との間に体を挟まれる形になり、右足大腿部の付け根を骨折し
た。

罹災者Ａは、自力では運転席から脱出できなかったことから、Ｂ作業員に携帯電話
にて救出を求め、Ｂ作業員とＣ作業員に救出された。

罹災者Ａは、当初、右足に痛みは感じていたものの、それほど大事には至っていな
いと考え、しばらく作業箇所付近で休んでいたが、改善の兆しがないことから、１６時
００分頃、救急車にて病院に搬送された。（罹災者：保安統括者、６２歳、直轄。罹災
程度：右大腿骨転子部骨折、休業日数６０日）

「ブレーカー・ショベル作業手
順書」を作成し、安全確認とし
て、法面の亀裂の有無、中段よ
りの攻めだしでは勾配、路肩、
浮石に注意するなど規定し作業
員に周知させていた。

災害発生箇所は、ブレーカーの進行方向が
硬質で、一方ブレーカーの進行方向に向かっ
て左側が軟質の岩であったことから、硬岩部
をブレーカーにより掘削を行った際の振動で
軟岩部に亀裂が生じ崩壊したものと推察さ
れ、岩盤の状況、浮石の確認が、不十分で
あった。

・今回の災害箇所及び高くなった残壁（２０ｍ）の下部には人
が立ち入らないようにした。
・高くなった残壁（２０ｍ）の修正作業は、段切り作業は行わ
ず、残壁の最上部から切り直すこととした。

概要図２

3 九州 鹿児島
平成２２年３月９日

１１：１０頃
金属 Ｄ

外・火薬類の
ため

1 1
高速カッター
不発火薬類

火薬類の切断

坑外係員Ａは、当日坑外手選場を巡回した際にポリパイプ（発破時に穿孔壁の崩
壊を防止するためのもの、50mmφ）３～４本を回収し、手選場に設置されているポリ
パイプ用の切断機を用いて切断を行った。

ポリパイプは１ｍ以上あるものは切断して廃棄することにしていた。
１本目を切断した後、２本目（長さ約1.7～1.8ｍ）のポリパイプには管内に異物が

入っていることは分かっていたが、片側より70～80cmのところで切断した。この時、
管内に残っていた爆薬（含水爆薬アルテックス500g）を一緒に切断したことが分かっ
たが、危険はないものと判断し、残りのポリパイプが長かったため、１回目に切った
反対側から再度切断したところ、管内に残っていた火薬類が暴発し罹災した。（罹災
者：坑外係員、５４歳、直轄。罹災程度：両大腿多発裂創、左手背部裂創、全身打
撲、左大腿火傷（Ⅱ度）、休業日数９日。）

高速カッター使用手順を平成１４
年に作成し、使用者に周知する
とともに、高速カッターの設置箇
所に手順（火薬類が残っている
場合は中を確認し係員に報告、
処置するなど）を掲示していた。

災害の原因は、罹災者が高速カッター使用
手順を守らず火薬類が残留していると知りな
がらポリパイプを切断した。

間接的な原因として不発火薬類発生の可能
性がある発破設計で採鉱切羽の発破を行っ
ていた。

(1) 不発火薬類の処理方法について
・発破で使用したポリパイプの高速カッターによる切断を中

止し、高速カッター使用手順を破棄した。
・発破で使用したポリパイプの取り扱いにつての基本「異物
が火薬類でないことが確認できない場合、火薬類が残留して
いるものとして扱う」「火薬類残留の可能性があるポリパイプ
の切断は一切やめる」を関係者全員に再教育した。
・不発火薬類の回収と処置について手順書を整備した。今
後、手順の運用状況の確認と教育を年１回以上行う。
・保安管理機構の鉱務担当職場長職務範囲を見直し、坑外
と火薬の保安強化を図った。
(2) 発破時における不発対策について
・導火管付雷管については、すべての雷管の延時薬に着火
した後に最初の雷管が起爆する設計とした。
・採鉱切羽の発破設計は採鉱職場長が承認する手順とし
た。
・不発火薬類の回収量を記録・評価し、不発対策を検討す
る。

概要図３

4 九州 鹿児島
平成２２年３月１５

日
１０：５０頃

金属 C 坑外・転落 1 1 ホイルローダー
ホイルローダーから降り
る行為

Ａ係員は、当日、スラッジ用キルン(乾燥炉）の運転作業を担当し、原料置場にある
金銀スラッジをホイールローダーでキルンホッパーに投入する作業を行っていたが、
ホイルローダーの駐車場で地面に倒れているところを現場を通りかかった同僚に発
見され、救急車で病院に搬送された。

現場の状況から、Ａ係員はキルンの監視作業を行うため、ホイールローダーを所
定の場所に駐車し、運転席から降りようとした際に足を踏み外して墜落し、コンクリー
ト地面に頭部を強打し罹災したと考えられる。（罹災者：係員、５２歳、直轄。罹災程
度：頭部外傷、外傷性くも膜下出血、腰打撲、休業日数８日。）

災害当日降雨のため足元が濡
れて滑りやすくなっているので
「足元注意」を当日の重点KYと
していた。

罹災者が退院後、鉱山を通じて当日の行動
について確認したところ、罹災者自身頭部を
強打したためか罹災時前後のことを思い出せ
ないとのことで、詳細は不明である。

災害時は降雨時で、ステップ近くで倒れて
いた現場の状況から推察すると、罹災者がホ
イールローダから降りようとした際、４段ある
ステップのうち、最下段のステップで足を踏み
外し、墜落したものと考えられる。

・安全教育の実施
・重機共通の乗降手順書新規作成
・現在の保安帽規格（落下物用）を墜落時保護機能付に変
更

概要図４

詳細情報
原因となった装置・施設
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災害事由
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5 九州 熊本

平成２２年３月３１
日

不明（２１：５２通行
人が消防へ通報）

石灰石 B 坑外・火災 ー 分電盤 分電盤の火災

２１時５２分、鉱山に接する県道の通行人（一般人）が、選鉱場廃水処理施設の火災
に気付き、消防へ通報した。当時、鉱山は無人であった。選鉱場の廃水処理施設の
分電盤（昭和５３年設置）から出火し、分電盤及びその周辺が燃えたが、消防の消火
活動により２２時１９分に鎮火した。（上記時間は消防署の記録）
当鉱山は九州電力(株)から６,６００Ｖで受電し、トランス で２１０Ｖ及び１０５Ｖに降圧
したうえで、鉱山内各所に配電。火災当日は１７時頃、選鉱場廃水処理施設の運転
担当者が、廃水処理施設分電盤の漏電遮断機のレバー操作により同負荷側への
通電を遮断していた。
なお、当日は小雨であった。

分電盤等の点検・整備は、定期
点検（年、月）を電気作業監督者
（外部委託）が実施し、電気作業
監督者の補佐である電気保安
係員が日常点検を実施。定期点
検では異常は認められていな
い。
また、年間保安計画により、保
安教育（電気関係、類似災害事
例）を実施していた。

火災発生の原因は、
①分電盤が最も激しく燃えている、
②警察（科捜研）の調査で放火の可能性は少ない
と判断されている、
③負荷側への通電を遮断している
ことから、給電用ケーブルが分電盤に入る箇所
（分電盤底部にケーブルが通過する孔がある）か
ら漏電遮断機の一次側までの狭い範囲において
漏電した可能性が高い。
漏電箇所としては、以下の２箇所が推定され、どち
らかに断定することはできないが、メンテナンスに
問題（トラッキング防止のための清掃不十分、発熱
状況等確認不足）があった可能性がある。
(1)分電盤底部にあるケーブルを通す孔の部分
・分電盤は、周辺のポンプ等の施設と一体的に設
置されていることから、 稼働時の振動により孔の
部分で長年の使用で劣化したケーブルの被覆が
はがれて短絡し、発火に至った可能性がある。
(2)漏電遮断機一次側端子部
・現場調査の結果、漏電遮断機の一次側に繋がっ
ている３本のケーブルのうち、中央のケーブルが
端子部が溶融して遮断機から外れ、また、漏電遮
断機一次側に繋がっているままである右側端子の
一部に溶融根が認められたこと、また当該ケーブ
ル端子がすべて錆び付いており、日頃から水分が
存在していたことが考えられることから、｢漏電遮
断機の中央端子と右側端子間のトラッキング現
象｣の可能性がある。

・受電所に低圧引き出し盤を新設し、２４時間漏電監視装置
を設置し、常時電力供給状態を監視し、異常が発生した場
合、即時に電力供給を遮断できるようにした。
・廃水処理施設の分電盤、受電所の変圧器、配線を更新。
（分電盤は振動対策のため独立して設置）
・電気作業監督者による、電気保安係員、選鉱設備各プラン
ト担当者に対する教育
・選鉱設備全体の整理、整頓、補修

概要図５

6 九州 福岡
平成２２年６月８日

１３：２５頃
石灰石 Ｄ

坑内・ガス中
毒

ー 発破 発破の後ガス

災害当日、作業員６名は、午前９時３０分頃に第五立坑一次破砕室に到着し、当日の
補修作業である、網（グリズリバー）下シュート側面の鉄板の取り替え作業に従事した。

午前中の作業内容は、古い鉄板をアセチレンで溶断し、午後からの作業準備として、
新しい鉄板をチェーンブロックで吊り上げるところまで行い、１２時頃から１３時頃まで、
坑内詰所で昼食休憩をとった。（アセチレン作業中は、換気及びガス溶断の熱気のため
に、軸流ファン（Φ250mm：約65㎥/min）を運転している。）

１２時０２分に坑外の第五立坑口元のレベルダウンの発破を実施、６名は、昼食時に
発破音を聞いている。

１３時より新しい鉄板を取り付ける作業にかかったが、作業員全員の６名が１３時２５
分頃から頭痛等を訴え始めた。

１３時３０分頃に坑内を巡回中であった直轄のA係員が現場に合流した際、作業責任
者Bは、作業員が頭痛等を訴えていることを相談、入気坑道と小岳坑道と機材搬入坑
道付近まで移動し、待機するよう指示された。

A係員は、坑外にCO計を取りに昇坑し約１時間後の１４時３０分頃、一次破砕室に降
りる階段の途中でCO濃度を計測したところ、６００ppmの濃度が認められたため、作業
員全員を連れ昇坑した。また、風下側で作業していた作業員にも連絡を入れ、待避する
ように指示を行った。昇坑後も６名の作業員の症状が回復しないことから、病院にて検
査の結果、軽いCO中毒と診断された。なお、翌日は、６名全員が回復し、通常出勤し
た。

当該災害を想定した現況調査は
実施しておらず、保安規程にも
必要な措置を定めていなかっ
た。

作業員６名が同時に軽い一酸化炭素中毒に
なる災害の原因としては、坑内の車両系鉱山
機械の排ガス、アセチレン溶断で発生したガ
ス、第５立坑において発破した後ガスが考え
られるが、坑内を運行する車両系鉱山機械の
排ガスについては、当該災害箇所の風上側
では、運転していないことから、災害原因とし
ては考えられない。

又、アセチレン溶断で発生したガスについて
は、午前中の作業中に作業員は気分が悪く
なっていないこと、ガス溶断中にはファンを運
転していたことから、災害原因としては、考え
られない。

残る原因として発破の後ガスは、作業員が
昼食後、カルキ臭・アンモニア臭を認めてお
り、又、第５立坑には、連絡人道が立坑を取り
巻くように開削してあり、その連絡人道が一次
クラッシャー室に繋がっている。この連絡人道
と第５立坑一次クッラシャー室（減圧室前）の
連絡箇所で通気方向を調べたところ下向き通
気であり、且つ、発破箇所が螺旋上で連絡人
道の位置に合致することから、災害原因とし
ては、坑外（第五立坑口元）で発破した後ガス
が、連絡人道を流下し、一次クラッシャー室に
流入し、り災したものと思われる。

・坑内または閉塞した空間の作業では、予め有害ガスが存在
しない安全な作業環境であることを、ガス濃度計（CO、O２濃
度）による測定で確認する。
・車両通行によるなどで、有害ガス濃度の経時変化がある箇
所の作業では、作業箇所に常駐する担当者または作業員に
ガス濃度計（警報付）を携帯させる。（深部化工事箇所では既
に実施中）
・立て坑周辺での発破に際しては、連絡人道と発破箇所の位
置関係を確認し、事前に関係者へ注意を喚起する。
・有害ガスによる災害、酸素欠乏による災害についての保安
教育を実施し、注意喚起する。

概要図６

7 九州 大分
平成２２年７月２１

日
１２：５５頃

石灰石 Ｄ 坑外・墜落 1 1 － 切羽端部への接近

採掘を請負っているα社の作業責任者であるＡと同じく採掘を請負っているβ社の作業
責任者であるＢの２名は、災害発生当日（７月21日11時56分）に発破を行った露天切羽
（355mL）に12時20分過ぎに行き、点検したところ切羽肩部の浮石処理が必要と判断し
たため、Ｂが、別のベンチにいた重機オペレーターのＣに対し、浮石除去のためバック
ホウを355mL（発破箇所上部レベル）ベンチまで持ってくるよう指示した。

Ｃがバックホウを運転して現場に到着した後、ＣとＢが浮石の処理等について発破箇
所手前から東側へ徒歩で移動しながら打合せを行っている時、355mLベンチから340mL
（発破箇所下部レベル）ベンチに墜落しているり災者Ａを、340mLベンチ（発破箇所下部
レベル）で鉱石内から異物を取り除く作業に従事していた作業員が発見した。

発見者の話によると、
①り災者Ａは青色の鉛管服を着用し、右足のみ長靴タイプの安全靴を履き、340mLベ

ンチの約３ｍ上部の斜面にうつぶせの状態で罹災していた
②り災者Ａの顔の左側は腫れており、額から少し出血が認められたが、他に出血して

いるところは無かった
③ヘルメットがり災者Ａの下方約２～３ｍの箇所に、左足の安全靴がり災者Ａの上方約

６ｍ（355mLの下方約６ｍ）の箇所にあった
とのことであった。

なお、発破箇所頂部周辺には発破による亀裂が多く発生しているが、墜落箇所（推
定）周辺までには及んでいなかった。
（罹災者：作業責任者、２８歳、請負。罹災程度：両側下顎骨骨折、休業日数１１日。）

採掘場からの墜落防止に関し
て、保安規程では下記のとおり
規定を設けている。
○切羽端部では転落を防ぐた
め、端部から２ｍ以内または転
落防止のための 土盛りの外側
に立ち入らないこと。ただし、装
薬作業を除く。
○切羽には車両の転落を防止
するため、土盛り等の車両転落
防止処置を行うこと。

なお、墜落したと推定される箇
所周辺には土盛りは設けられて
おらず、その代わりに切羽入り
口部に車両進入禁止のための
土盛が設けられていた。

り災者が墜落する直前からの記憶を喪失して
いること、目撃者がいないため、災害の原因
としては、以下の可能性がある。

①突風に押されて墜落
②足下の岩盤が崩壊
③意図的に切羽端部に接近し、転倒や足

下の小崩落等で墜落
④熱中症等の朦朧状態
このうち、①「突風に押されて墜落」は、災

害発生当日の鉱山近傍の佐伯市の観測結果
は比較的穏やかな数字（平均2.4m/s、最大
5.4m/s、瞬間最大10.2m/s）であり、現場で作
業をしていた者も「風は弱かった」と話してお
り、可能性は少ないと思われる。

また、②「足下の岩盤崩壊」についても、り
災者が墜落したと推定される箇所周辺に岩盤
が崩壊した形跡が認められないことから、可
能性は少ないと考えられる。

よって、③「意図的に切羽端部に接近し、転
倒や足下の小崩落等で墜落」又は④「熱中症
等の朦朧状態」が原因である可能性が高いと
考えられる。特に、災害発生当日（７月２１日）
の鉱山近傍の佐伯市の観測結果は、気温平
均27.9℃（最高32.7℃）天候：晴であったこと、
総務省消防庁の情報によると、災害発生日の
熱中症による緊急搬送者数が多かったことを
考えると、④「熱中症等の朦朧状態」の可能
性がより高いと思われる。

・人が墜落するおそれがある箇所では、端部から２ｍを目安
に、人の墜落 防止設備（トラロープ、バリケード、土盛り、標
識等）を設置。
・熱中症対策(６～９月中、水分、塩分を控室に常備し、必要
に応じ携帯）の徹底
・切羽土盛りの安全作業標準書の見直し・改訂。
・作業責任者による、切羽の土盛状況及び人の墜落防止設
備の点検(1回/月)、 当該点検結果の記録等
・上記対策について、ミーティング、保安教育で徹底。

概要図７

（注）鉱山労働者数欄の、Ａは１０人未満、Ｂは１０人以上５０人未満、Ｃは５０人以上１００人未満、Ｄは１００人以上の鉱山。


