
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１８年
１月２３日
１１：４５頃

石灰石 Ｄ
外・発破火薬

類
0 発破

不適正な装薬量等によ
る飛び石

　災害当日、西部地区４０７m切羽にて山落とし
発破を実施したところ、飛び石（15cm×26cm、
重量約5kg）が発生し、発破箇所から約２００m離
れた箇所にある捨土運搬請負業者の現場休憩
所の壁を貫通し、冷蔵庫を倒して止まった。当
該休憩所で休憩中であった罹災者は、右上腕
部に軽い痛みを感じ、確認したところ擦り傷が認
められた。現場の状況から、当該飛石が罹災者
の右上腕部をかすめて罹災したものと推定され
る。
（罹災者：運搬員、４９歳、請負。罹災程度：右上
腕部擦過傷、休業なし。）

穿孔前の処置等について保安
規程に定め、実施していた。
＜参考・保安規程＞
・第125条(5)　穿孔の位置・方
向・深さ等は、あらかじめ考慮
し、配孔しておく。
・第129条(2)　装てん前に発破孔
の位置・状態及び深さを検査し、
飛石又は転石の危険のある時
は適正な装てん量とする。
・第132条(4)　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のち
に行う。
・第132条(5)  飛石、転石の危険
のある時は、適正な装薬量とし、
立ち入り禁止区域の設定、見張
り人の配置、警標を掲げる等の
措置をする。

・３日前に実施した隣接部発破による岩盤
の弛みと、抵抗が小さくなっていた。

・上段ベンチから計測棒等で抵抗の確認
を行い、抵抗の小さいことを確認し、装薬
量を減らした（35→15kg/1孔）が、減量分
が少なく、結果的に過装薬になった。

・今回の災害関係者を参集させ、当該作業の現
況調査の実施及び再発防止策の立案を行った。

・作業監督者等に対し、当該作業による発破飛
石防止対策の周知徹底を図った。

・不規則な切羽面の穿孔位置及び方向は、保安
係員が計測棒又は計測機器を使って 小抵抗
線を実測し、決定する。

・保安規程の見直し及び作業基準、作業手順を
追加し、鉱山労働者に周知する。

・当該現場休憩所の移設

概要図１１

2 九州 福岡
平成１８年
１月２６日
１３：５５頃

けい石 Ｂ
外・機械のた

め
1 1 フィルタープレス 誤操作による挟まれ

災害当日、罹災者はフィルタープレスを開板し、
居つきが無いか確認作業を実施していた。１００
枚中８６枚目まで順調に作業を進めてきたが、８
７枚目と８８枚目との間に粘土が付着しているの
を発見し、スイッチを止めて手かき棒で居つきを
払い落とそうと考えた。しかし、隙間が少し狭
かったので、スイッチを切り替えて前進させ、身
体を板の間に入れ、中をのぞき込んだところ、ス
イッチが「自動起動」に入っており、次々と開板し
始め、首を挟まれて罹災した。
（罹災者：運転員、４７歳、直轄。罹災程度：右耳
介不全切断、左耳介挫創、頸椎捻挫。休業２５
日。）

開板作業中に付着した居つきを
払い落とす時は必ずスイッチを
切って作業するよう教育してい
た。

・スイッチの押し間違い ・光センサーを取り付け、身体が定められた線上
を越えたら開板機が自動的に止まるようにする。

・開板機が自動停止した後、再起動させる際の
スイッチは、開板機から身体が完全に離れる場
所に設置する。

・開板機両側にあるスイッチを同じ仕様に統一す
る。

・作業手順の徹底

・保安教育の徹底

概要図１２

3 九州 大分
平成１８年
３月７日

１３：１０頃
石灰石 Ｄ 外・取器 1 1 穿孔機

ロッドラックからのロッド
外れ

　災害当日、作業員Ａは穿孔機で穿孔作業を実
施していた。その際、ロッド２本目まで穿孔後、３
本目のロッドを２本目に繋ごうとしたところ、３本
目のロッドがロッドチェンジャーから外れて地面
に落下した。また、４本目のロッドもロッドラック
から外れている状態であった。
　ちょうどその時、タイヤショベルに乗って走行し
ている罹災者を見つけたので、ロッド外れを直
す作業の応援を頼んだ。
　３本目のロッドは無事繋ぐことができたが、４本
目のロッドが動かなかったため、罹災者が穿孔
機のセントライザーの上に右足を乗せた状態で
ロッドを動かそうとした。その時、作業員Ａがロッ
ドを動かそうとキャビン内からロッドチェンジャー
を操作したところ、当該ロッドが外れ落ち、罹災
者の右足の甲に落下し、罹災した。
（罹災者：採鉱員、４０歳、直轄。罹災程度：右第
二中足骨骨折、休業１１日。）

保安規程では、機械、器具及び
工作物の使用方法について作
業手順書を定め、鉱山労働者は
これを遵守することと規定してい
た。穿孔機の作業手順書では、
異常を認めた場合は、直ちに係
員に報告する旨規定していた。
この作業手順書の内容は鉱山
労働者に周知されていた。

・ロッドが外れた。

・共同作業時の打ち合わせが十分でな
かった。

・合図なしでロッドチェンジャーを操作し
た。

・不具合時（ロッドが外れた場合）の教育
が不十分だった。

・罹災者は、穿孔機の操作の実務経験が
浅かった。

・当該重機の実務経験の浅い者に対しては、見
習い期間を２週間以上とる。

・保安教育で作業手順書の内容を教育し、鉱山
労働者への周知徹底を図る。

・作業手順書の見直し。

・共同作業時の打ち合わせを十分に行い、連絡・
合図を確実に実施する。

・穿孔機のオペレーター及び作業責任者に甲プ
ロテクター安全靴を着用させる。

概要図１３
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4 九州 大分
平成１８年
６月１１日
１０：００頃

石灰石 Ｄ 内・コンベア 1 1 スクリューコンベア
スクリューコンベアのダ
スト掻き出し作業

　罹災者は、管理室から１立２次破砕集じん機
の２号スクリューコンベアが故障（サーマルトリッ
プ）しているとの連絡を受け、２号スクリューコン
ベアのダスト詰まりの状況を確認後、電気室及
び現場単独のスイッチを切って、ダストの掻きだ
し作業を一人で開始した。
　掻きだし終了後、電気室及び現場単独のス
イッチを入れ、スクリューコンベアの稼働音を確
認後、排出口からスクリューコンベアが廻ってい
ることを確認した。その後、現場単独のスイッチ
を一旦切り、ダストホッパー内を確認し、再度現
場単独スイッチを入れた。この時、スクリューコ
ンベアの稼働音が聞こえなかったので、現場単
独スイッチを一旦切り、もう一度現場単独スイッ
チをいれた。しかし、スクリューコンベアの稼働
音は聞こえなかったので、排出口からスクリュー
コンベア内部を確認するため、右手で排出口の
蓋をあけ、左手を排出口の縁に添えて中を見て
いたところ、スクリューコンベアの羽根に左手が
接触し、中指と薬指を罹災した。
（罹災者：パトロール員、２２歳、直轄。罹災程
度：左手中指末節骨骨折、左環指皮膚欠損（骨
露出）、休業７日。）

・保安規程に鉱山労働者に対す
る保安教育について定め実施し
ていた。
・平成18年度保安方針を定め、
「一人ＫＹ（作業前の指差し呼
称）、マンツーマンＫＹの定着と
相互ＫＹの積極実施」を重点実
施事項として周知徹底してい
た。（4月、8月の重点取り組み事
項）

・作業前のＫＹ不足。
・ダストの排出口からスクリューコンベアに
手を触れることが可能な状況だった。

１．直ちに災害検討会を開催し、再発及び類似
災害の防止を指示した。
２．具体的な保安上の措置及び今後の対策
①鉱山労働者及び関係するもの対し、巻き込ま
れ災害に関する教育を実施。
②当該スクリューコンベア排出口の撤去
③鉱山内スクリューコンベアの安全対策の確認

概要図１４

5 九州 鹿児島
平成１８年
７月２４日

未明
金属 Ｄ 風水雪害 0 用水の取水口 集中豪雨

　７月２２日の集中豪雨により、鉱山に隣接する
沢にある取水口が土砂で閉そくし、冷凍機への
工業用水供給が停止した。このため、坑内の冷
却が出来なくなり、取水ピット内にポンプで水を
送る応急措置が完了するまでの間の約４時間、
坑内の操業を休止した。
　取水口にたい積した土砂を取り除く復旧作業
を２４日の朝から開始し、18時30分に完了。取水
口からの取水を再開して、冷却水供給は従来ど
おり復旧し、通常操業にもどった。
　また、集中豪雨により第二たい積場の沈砂池
の地山法面が崩壊し、土砂の一部が沈砂池に
流入した。

取水口が土砂で閉そくすること
は想定していなかった。

7月22日の集中豪雨により、沢が異常増
水し、工業用水の取水口が土砂で閉そく
したため。

閉そく物（土砂）の除去 概要図１５

6 九州 福岡
平成１８年
９月２０日
11時15分

石灰石 Ｂ 外・コンベア 1 1 ベルトコンベア
運転しているベルトコン
ベア近くでの清掃作業

罹災者は、他の２名の作業員と３名で、鉱石の
船積み施設である６号ＢＣののベルトコンベア下
にたい積しているダスト（粉状の石灰石）の除去
作業を、区域を分担し行っていた。
除去作業は、掻き板（鍬状の清掃道具）を使用
してダストを手前の歩廊側へ掻き出す作業であ
り、災害発生時、ベルトコンベアを運転しながら
作業を行っていた。
罹災者はベルトの一番先端の区域を担当し、ベ
ントプーリー付近で作業を行っていたとき、誤っ
て掻き板の先の左端がベルトに触れ、掻き板が
ベルトの進行方向である上方へ持ち上げられ
た。罹災者は、掻き板が持ち上げられたところま
では記憶があるが、その後気付いたら後ろの歩
廊に倒れ込んでおり、右腕が痛いことに気付い
て、隣の区域で作業していた他の作業員へ声を
上げて助けを呼んだ。
プーリと掻き板が触れ、掻き板がその瞬間跳ね
飛ばされて、掻き板の柄を持っていた右腕をベ
ルトコンベアの架台に強打し、罹災したものと推
定される。
（罹災者：作業員、３３歳、直轄。罹災程度：右腕
尺骨骨折、右腕肘脱臼、右上腕臼骨亀裂骨折、
休業２ヶ月程度。）

　ベルトコンベア床に堆積したダ
ストを片付ける作業のリスク評
価を行い、鉱山労働者に作業手
順書も周知していたが、当該箇
所での具体的な動作について現
況調査が甘かった。

・ベルトコンベアの運転中に掻き出し作業
をした。

・柄の長い道具を使って作業しなかった。

・巻き込まれを防止する安全柵がなかっ
た。

・当該作業について再度現況調査を実施する。

・現況調査をもとに評価・判定し、必要とあれば
作業手順書を改訂して作業者に周知する。

・柄の長い掻き道具を人数分揃える。

・当該箇所をダストが溜まらない床構造とし安全
柵を設ける。

概要図１６
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