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本日の内容

１ はさまれ・巻き込まれ災害のリスク低減

２ 荷役作業における災害リスクの低減

３ 脚立・はしご作業における災害リスクの低減



１ はさまれ・巻き込まれ災害の
リスクの低減



○機械設備の本質安全化（機械そのもの
を安全にすること）により、機械による
はさまれ・巻き込まれ災害を防止

○施設・設備の経年劣化によるリスクの
低減

○食料品製造業について、職長に対する
教育の実施を推進

製造業対策
【目標】
死亡者数を
2017年と比較し
て
2022 年 ま で に
20％以上減少

埼玉第13次労働災害防止計画のポイント



「はさまれ・巻き込まれ」死亡災害事例（抜粋）
業 種 災 害 発 生 の あ ら ま し 事故の型 起因物

製造業
（鋳物業）

鋳物砂を搬送する大型のベルトコンベアー付近において、被
災者がベルトコンベアー外に落下して堆積した鋳物砂をホー
スで吸引し、回収する作業を行っていたところ、安全カバー
が外され露出していたベルトコンベアーの回転軸にホースと
ともに巻き込まれたもの。

はさまれ・
巻き込まれ

動力伝達機構

製造業
（自動車付属品
製造業）

金属粉をプレス成形する機械（成形機）の運転管理を行って
いた被災者が、成形機の脇で頭部から血を流して倒れている
状態で発見されたもの。
成形機の金型交換作業中、下降したスライドに頭部が挟まれ
たと推測される。

はさまれ・
巻き込まれ

その他の金属
加工用機械

製造業
（紙加工品製造業）

段ボールを打ち抜きする機械の付属設備であるリフター（製
品が設定数量になると外へ自動排出するための昇降機）内に、
被災者が立ち入って作業中、当該機械の担当者の１人が運転
ボタンを押したため、リフターが上昇し被災者の頭部が機械
底部に挟まれたもの。

はさまれ・
巻き込まれ

エレベータ、リフト



業 種 災 害 発 生 の あ ら ま し 事故の型 起因物

製造業
（機械修理業）

油圧式エレベーターの修理依頼を受けて、被災者が単
独で昇降路内に入り修理作業を行っていたところ、搬
器が降下してピットと搬器に挟まれ死亡したもの。

はさまれ・
巻き込まれ

エレベータ、
リフト

製造業
（非鉄金属）

ダイカストマシンから警告音が発生したため、同僚
が当該機械を見に行ったところ、頭部から血を流し機
械の前で倒れている被災者を発見したもの。
ダイカストマシンの金型の間には被災者が被っていた
と思われる帽子が挟まっていた。

はさまれ・
巻き込まれ

射出成型機

製造業
（紙加工品）

段ボールを加工する機械において、安全柵を開けて
その内部に立ち入り、部品の交換等の段取り作業を
行っていた。
その後、同僚が安全柵の内部に人はいないものと判断
し、安全柵を閉め、起動ボタンを押したところ、段取
り作業をしていた被災者が機械に首を挟まれたもの。

はさまれ・
巻き込まれ

その他の一般動
力機械



災害事例から考える はさまれ・巻き込まれ災害の原因と対策

災害事例 原因 対策

製麺の作業を行っていた。
生地を次の工程へ送るコン
ベア上に、生地を適度にほ
ぐすための回転歯が設置さ
れており、その手前で生地
が滞留したため、手で回転
歯内へ送り込んでいたとこ
ろ、回転歯とコンベアとの
間に手を挟まれた。
手の甲を骨折した。

①稼動中の回転歯に向かって、
手を差し込んだこと。
②回転歯を覆うカバーは設置さ
れていたものの、カバーの開口
が広く、かつカバーの長さが短
かったことから、カバー内部に
手が容易に入ってしまう構造で
あった。
③生地の水分が予定より多く、
粘り気が出すぎて回転歯に絡み
やすかった。

①生地の送込みが必要な
場合は道具を使う。

②カバーの開口は必要最
低限とし、可動部に手が
届かない大きさとする。

③異常が認められた場合
は、機械を停止して根本
的対処を行う。



災害事例から考える はさまれ・巻き込まれ災害の原因と対策

災害事例 原因 対策

段ボールを加工する機械に
おいて、安全柵を開けてそ
の内部に立ち入り、部品の
交換等の段取り作業を行っ
ていた。
その後、同僚が安全柵の内
部に人はいないものと判断
し、安全柵を閉め、起動ボ
タンを押したところ、段取
り作業をしていた被災者が
機械に首を挟まれたもの。

①点検、修繕中を示す表示
を操作盤に掲示しなかった。

②本来、担当者全員が操作
盤の前に揃ってから起動す
る社内ルールとなっていた
が、これが履行されなかっ
た。

①点検等を行う場合、これ
を示す表示を掲示すること。
複数名で点検等を行う場合
は人数分を用意すること。

②社内ルールを厳守すると
ともに、履行状況を定期的
に確認すること（安全衛生
委員会の安全巡視等）

Ⓐ Ⓑ

Ⓒ

Ⓒ



はさまれ・巻き込まれ災害防止のために（今一度、点検を）

ハード面での措置（「本質安全化」を目指して）

１ 法定の安全措置（回転軸、可動部、摺動部の覆い。）の実施
２ 法定の安全措置に代わる措置（センサーによる非常停止装置等）の実施
３ 上記の安全措置の維持（安全衛生委員会等による定期的な点検）と点検記録
① 安全措置の有無の点検
② 安全措置が有効状態であることの点検（カバーの形状、大きさが使い勝手

を優先して変えられていないか。センサー類が無効化されていないか。）
４ 経年的に修繕等が必要な装置（部品）は、耐用年数を定めて予防的補修（交

換）を行う。（不具合によるリスク、補修作業のリスクを抑制する。）

ソフト面での措置

１ 安全な作業手順の教示（危険作業、危険個所も併せて教示する）
２ ハード側の安全措置の教示（安全措置の理由も併せて教示する）
３ 禁止事項の教示（安全行動と危険行動の対比を示す）
４ 自社の安全意識の高さのアピール



２ 荷役作業における災害リスクの低減



陸上貨物運送事業
における
労働災害防止対策

①荷台等からの墜落・転落の防止
②荷崩れ防止に配慮した積み付け
③フォークリフト作業中の人との
接触防止

④トラックの逸走防止
⑤トラックの後退時の人との
接触防止

５大荷役災害の防止対策



業 種 災 害 発 生 の あ ら ま し 事故の型 起因物

陸上貨物運送業

被災者が荷積みを行うため、トラック（バンボディ）の荷台
の扉を開けていたところ、近くでフォークリフトを運転して
いた労働者が、フォークリフトをバックさせたところ、被災
者がフォークリフトとトラックに挟まれた。

挟まれ・
巻き込まれ

フォークリフト

陸上貨物取扱業

立ったまま運転するフォークリフト（リーチ式）を用いて荷
物の整理を行っていたところ、フォークリフトの操作台と
フォークリフトの後ろに設置されていた棚の間に背中から挟
まれ、胸などを強く打って死亡したもの。

挟まれ・
巻き込まれ

フォークリフト

製造業
（機械器具製造業）

機械（約４００ｋｇ）をフォークリフトで運搬し、トラッ
クの荷台に載せる作業で、フォークリフトで同機械を持ち上
げる途中にバランスを崩した同機械が落下し、付近にいた被
災者がその下敷きになって死亡したもの。

飛来、落下
荷姿のもの

フォークリフトに起因する死亡災害事例（抜粋）



フォークリフト操作中における災害の防止

フォークに乗せた荷が倒れた。

スロープを降りる際に車体ごと倒れ
た。

周囲の設備、建物と衝突した。

リーチフォークリフトを操作中、
オペレーターが周囲の設備や建物と
衝突した、または挟まれた。

速度超過により人や設備と衝突した。

急ハンドルにより転倒した。

見通しの悪い通路で出合い頭に衝突。

①無資格者の運転は厳禁
（「知ってるつもり」と「知っ
ている」の差は大きい）

②基本操作を確実に
（効率操作≧基本操作

ではなく、
効率操作≦基本操作）

③作業環境において、フォーク
リフトを運行するに足る、
最低限のスペースを確保

（繁忙期が予定されるときは、
前もって、管理者と経験豊富
な従事者が段取りをつける）



県内： 平成３０年 ２件の死亡災害が発生





フォークリフトとの接触による災害の防止



県内： 平成３０年 １件の死亡災害が発生
平成２９年 １件の死亡災害が発生



フォークリフトと人との接触防止

走行エリアと歩行エリア、作業エリアの分離、
相互の充分な間隔の確保

出庫品梱包 入庫品開封 作
業
机

作
業
机

事
務
所



フォークリフトと人との接触防止

走行エリアと歩行エリア、作業エリアの分離、
相互の充分な間隔の確保

出庫品梱包 入庫品開封 作
業
机

作
業
机

事
務
所

継続可能なルールの検討を



その他のフォークリフトに起因する労働災害

フォークリフトを高所作業車
代わりに使って墜落した。

フォークで荷を吊って走行中
に車両が転倒し、下敷きと
なった。

構内通路にて荷を搬送中、荷
で視界が遮られ、歩行中の作
業者と衝突した。

搭乗制限違反
（労働安全衛生規則
第151条の13）

用途外使用
（労働安全衛生規則
第151条の14）

荷の大きさ、形状に適応
する運搬方法

（労働安全衛生規則
第151条の3）



その他の荷役作業における死亡災害事例（抜粋）

業 種 災 害 発 生 の あ ら ま し 事故の型 起因物

陸上貨物運送業

荷主先において、トラックに荷（住宅鉄骨部材）の積み込み
を終え、被災者がトラック荷台側面にあるウイング部を閉じ
るときに、荷台外側に積まれていた鉄製のパレット（重さ約
１３０ｋｇ）にウイング部が接触したため、鉄製パレットが
落下、被災者がその下敷きとなったもの。

飛来・落下 その他の用具

陸上貨物運送業

現場から持ち帰った資材を積載型トラッククレーンの荷台か
ら荷降ろしするため、被災者が荷を結束していた番線を切断
したところ、上部にあった単管パイプの束（２０本約２７０
ｋｇ）が荷崩れを起こしたもの。

崩壊、倒壊 荷姿の物

製造業
（紙加工品製造業）

製品を倉庫へ搬送するコンベヤの、不良品等を選別し別のコ
ンベヤに送る箇所（床面から高さ２．６８メートルのステー
ジ上に設置）で、製品詰まりが発生した。被災者は梯子で当
該ステージに登り、詰まっていた製品のうち１つを引き抜い
たところ、製品詰まりのため作動途中で止まっていたプッ
シャー（選別した製品を別のコンベヤに押し出す装置）が再
び作動して他の製品と共に被災者を押し、被災者はステージ
から床面に墜落した。

激突され コンベヤー



３ 脚立・はしご作業における
災害リスクの低減



発生年 災害発生のあらまし

平成２６年
戸建住宅の屋根に太陽光発電パネルを設置する準備のため、２Ｆ屋根
まで架けた荷揚げ機のレール（はしご形状）を、片手に荷物を持って上っ
ていたところ、レールが横にずれて地面に墜落した。ヘルメットは着用し
ていなかった。

平成２７年
マンションの管理人である被災者が、一人で脚立に乗って蛍光灯（２階
廊下天井）を交換している途中で脚立より転落（推定）、管理人室に戻っ
てきたときに頭の痛みを訴え、そのうちに気分が更に悪くなり、救急車で
病院に搬送された。

平成２９年
建築物の解体工事において、被災者は建築物の梁上で作業をしていた。
昼休憩となったため、地上に降りようとして梁に立てかけられていた梯子
に乗り移ったところ、その梯子の上部が梁に固定されていなかったため、
梯子が転倒し、被災者がコンクリートの地面に墜落したもの。

脚立・はしごによる死亡災害事例（平成２５年～平成２９年 埼玉県下）



215

93

44

はしご・脚立からの墜落・転落災害 シーン別

（埼玉県下 建設業 Ｈ25～Ｈ29）



足元不安定12%

足を滑らせ30%

バランスを崩し
38%

頂部未固定7%

3% 5%

2% 2% 1%

はしご・脚立からの墜落・転落災害 事例別

（埼玉県下 Ｈ25～Ｈ29）

はしご等の足元不安定

足を滑らせ・踏み外し

バランスを崩した

はしご頂部の固定なし

設置位置不適切

外力により傾いた

はしごを掛けた所が損壊

脚立開き止め不完全

はしご・脚立が損壊



《災害事例 抜粋》

【はしご等の足元不安定】

はしごを昇降中、はしごの足元が砂利（土）で沈んで傾いた。

階段に脚立を置いて作業中、脚立が傾いた。

はしごに昇って作業中、はしごの足元が滑って墜落した。

【バランスを崩した】

倉庫内の棚にはしごを掛けて、両手で品物を持って降りていたところ、バランスを崩して墜落した（飛び降りた）。

建材を片手に抱えてはしごを昇っていたところ、建材の重量に身体が振られ、バランスを崩して墜落した。

脚立上で部材を外す作業中、部材を力を込めてこじっていたところ、はずれた勢いでバランスを崩した。

脚立上で植樹の剪定作業中、切った枝が跳ね返り、避けようとしてバランスを崩した。

脚立上で作業中、既設の配管をかわして身体を乗り出すような姿勢になったところ、脚立が傾き、バランスを崩した。

脚立の天板に乗って作業していたところ、身体の向きを変えている際にバランスを崩した。

２名作業で梯子作業を行い、梯子の足元を抑えていた作業員が用事が生じてその場をはなれたところ、梯子が傾き墜落した。

作業床付脚立から降りる際につかみ棒を持ったところ、つかみ棒のロックが不全であったためバランスを崩した。









はしご 脚立 作業床付脚立

（立馬）等

133

202

17

はしご・脚立からの墜落・転落災害件数

（埼玉県下 建設業 Ｈ25～Ｈ29）



ご 安 全 に

災害リスクの低減と
リスク低減措置の維持で
安全・安心な職場を


