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災害事例から学ぶ

１．フォークリフト
による労働災害



フォークリフトを起因物とする労働災害（休業4日以上）が多く発生している業種
（※埼玉県内 平成29年～令和3年の5年間 労働者死傷病報告による）

運輸交通業

254人

35.6%

製造業

178人

25.0%

商業

123人

17.3%

貨物取扱業

79人

11.1%

その他の業種

79人

11.1%

被災者数
計713人



フォークリフトが関連する死亡災害事例（令和4年・全国）

【フォークリフトと人が接触した災害】

都道
府県

月 業種 発生状況 事故の型

埼玉 2
製造業

（化学工業）
工場内を事務所へ向かって歩いていたところ、
荷を運搬中のフォークリフトに激突されたもの。

激突され

滋賀 3
その他の
卸売業

作業者が場内を歩行していたところ、梱包した
段ボールに向かって走行していたフォークリフ
トが、歩行者に接触し、作業者がフォークリフト
の下敷きとなったもの。

激突され

千葉 5
産業廃棄物
処理業

倉庫前のトラックにフォークリフトで荷物を積み
込みしているとき、荷物の一部が地上に落ちた
ので、それを拾うためにフォークリフトから降車
した。フォークリフト停車位置は、トラックに向か
い傾斜があり無人のフォークリフトが動き、
フォークリフトとトラックの間にはさまれた。

はさまれ・
巻き込まれ

出典：各都道府県労働局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから抜粋



フォークリフトが関連する死亡災害事例（令和4年・全国）

【積荷等と人が接触した災害】

出典：各都道府県労働局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから抜粋

都道
府県

月 業種 発生状況 事故の型

静岡 1
パルプ・紙・
紙加工品
製造業

クランプ式フォークリフトでロール紙を掴み回転
させたところ、当該ロール紙の上に乗っていた
別のロール紙が落下し、付近で作業をしていた
被災者に激突した。

飛来・落下

大阪 7
電気通信
工事業

電気及び圧縮空気配管の据付工事現場にお
いて、木箱に入った配電盤（重さ約２．３ｔ）をﾄ
ﾗｯｸからﾌｫｰｸﾘﾌﾄで荷下ろしする際、荷が傾き
倒れ落ちそうになったため、支えようとしたが支
えきれず落ちてきた荷の下敷きになった。

飛来・落下

埼玉 9
製造業（金属
製品）

フォークリフトにて荷役作業中、車体が前のめ
りに傾いた際、車体後方のカウンターウエイト
上に積んでいた鉄板数十枚が運転席になだれ
込み、運転していた作業者が同鉄板と運転席
部材との間に挟まれたもの。

はさまれ・
巻き込まれ



フォークリフトが関連する死亡災害事例（令和4年・全国）

都道
府県

月 業種 発生状況 事故の型

千葉 1
陸上貨物
取扱業

ﾋﾟｯｶｰﾘﾌﾄ（荷とともに人が昇降するﾀｲﾌﾟのﾌｫｰ
ｸﾘﾌﾄ）を使用し、高さ約4mのﾗｯｸにある荷を取
る作業をしているときに、荷と共に墜落した。

墜落・転落

埼玉 4
陸上貨物
運送事業

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ上でﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑを運転して荷役作業
を行っていたところ、同ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑからﾌｫｰｸﾘﾌ
ﾄごと転落（高さ約1m）し、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄとの下敷き
となったもの。

墜落・転落

茨城 4
ゴム製品
製造業

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄを運転して下り坂の道路を走行中、
ﾌｫｰｸﾘﾌﾄが横転し、その下敷きになった。

交通事故

千葉 6
その他の
卸売業

ｼｮﾍﾞﾙ型ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄを装着したﾌｫｰｸﾘﾌﾄを運転し、
ｼｮﾍﾞﾙに約2.4ｔの荷物を入れて運搬中にﾌｫｰｸﾘ
ﾌﾄが横転し、ﾌｫｰｸﾘﾌﾄの下敷きとなった。

転倒

【その他フォークリフトが関連する死亡災害】

出典：各都道府県労働局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから抜粋



❖災害事例❖

事例②
製品倉庫内でシャッターの

修理を行っていた労働者

が、エンジンをかけたまま

マストと運転席ヘッドガー

ドの間を通ってパレット上

に移動しようとしたとこ

ろ、身体の一部が操作盤に

触れ、マストが動いたこと

から、当該部分に挟まれて

死亡した。

原因

・エンジンをかけたまま運転席を離れたこと

・運転席以外に搭乗したこと

トラックの荷積み作業を

していた労働者が、後退

してきたフォークリフト

とトラックの間に挟まれ

て死亡した。フォークリ

フトの運転者はトラック

は視認していたが、被災

者の存在には気づいてい

なかった。

原因

・誘導員を配置せずに運行経路内に労働者を

立ち入らせたこと

・作業計画を定めていなかったこと

事例①

事例出典：職場のあんぜんサイト



制限速度を定めましょう

作業場所の地形、地盤の状態などに応じて
適正な制限速度を定め、それにより作業を
行いましょう。

！
✓転倒
✓激突



転落を防止しましょう

！✓墜落
✓挟まれ
巻き込まれ

運行経路において、必要な人員を配置する
こと、路肩の崩壊を防止することなど措置
を講じましょう。



立入禁止区域を定めましょう

フォークリフトに接触する可能性がある場所
や荷の下に労働者を立ち入らせてはいけませ
ん。

！
✓激突
✓挟まれ
巻き込まれ



運転席から離れるときは

フォークは一番下、エンジン停止
意図せず動くことを防ぐため、必ず停止状態
を保持しましょう。また、無資格者が運転し
ないよう鍵の管理は適切に行いましょう。

！
✓無資格運転
✓激突



用途外使用の禁止

！ ✓墜落
✓激突
✓挟まれ
巻き込まれ

フォークリフトを荷の吊り上げや労働者の
昇降などのために使用してはいけません。



最大積載荷重を守りましょう

過荷重の荷を積んだ場合、荷の揺れなどに
よりフォークリフトが転倒する場合があり
ます。

！✓転倒
✓激突
✓挟まれ
巻き込まれ



上記の他にも

・誘導者を配置する場合は合図を決めること
・偏荷重を防止すること
・損傷のあるパレット等は使用しないこと

作業計画

事業者はフォークリフトを用いて作業を行うとき、あらかじめ、

①作業場所の広さ及び地形
②フォークリフトの種類及び能力
③荷の種類及び形状等

に適応する作業計画を定める必要があります。
また、この作業計画は労働者に周知し、実際に作業を行うときは作
業指揮者に指揮を行わせましょう。

なども守る必要があります。



災害事例から学ぶ

２．機械の
清掃･給油･検査･修理･調整

作業中の労働災害



災害事例 「厚生労働省 職場のあんぜんサイト」災害事例より引用

１．運転停止操作後の惰性で回転中の
ローラーに指を巻き込まれた

被災者は、ゴム成形用のロール
機の清掃を行っていた。同僚が、
停止スイッチを押したことを確認し
た後、ローラー上部に付着したゴ
ムを取ろうと手を伸ばしたところ、
惰性で回転中のローラーに指が
巻き込まれ、切断した。

発生状況



１．運転停止操作後の惰性で回転中のローラーに指を巻き込まれた

原因 対策

1 対向するローラーの隙間にはさまれる危
険に対する、安全カバーや安全柵がな
かったこと

対向するローラーの隙間に、安全カバー
若しくは安全柵を設置すること。

2 ローラーが完全に停止したことを確認せず、
回転部分であるローラーに手を入れたこと。

危険個所に身体の一部または全部を入れ
る場合には機械を完全に停止させ、不意
に作動することがないようにすること。

3 急停止装置を使用せず、通常の運転停止
操作を行ったため、清掃作業開始時に、
ローラーが惰性で動いていたこと。

清掃、調整等のためにロール機を停止さ
せる際は、急停止機構を作動させ、急停
止機構の停止操作により直ちに機械が停
止するように、作業手順を変更すること。

4 安全教育が十分でなかったこと。 ヒューマンエラーに留意したフェールセー
フな仕組みを構築し、非定常作業を含ん
だ作業標準を作成し、必ず守るべき事項
を明文化し労働者に周知、徹底すること。



災害事例 「厚生労働省 職場のあんぜんサイト」災害事例より引用

２．丸のこ盤を使用して作業中、ローラーに巻き
込まれ死亡

発生状況 災害発生当日、被災者は単独
で丸のこ盤を使用して切断作業
を行っていた。その作業中、ロー
ラーとフレームとの間に端材が
詰まっているのを確認した。
そこで、端材を取り除こうとして
手を伸ばしたところ、ローラーに
巻き込まれた。



２．丸のこ盤を使用して作業中、ローラーに巻き込まれ死亡

原因 対策

1 端材の処理を、機械を停止せずに
行ったこと

端材の詰まりの処理作業等の非
定常作業を行う場合には、作業手
順書に定められたとおり、機械を停
止して行うこと

2 丸のこ盤に設置している非常停止
装置が容易に操作できる位置に取
り付けられていなかったこと

丸のこ盤に設置している非常停止
装置は、緊急の際に容易に操作で
きる位置に移設すること

3 巻き込まれるおそれのあるローラー
に覆いが設けられていなかったこと

ローラー等の巻き込まれるおそれ
のある箇所には、覆い等を設けるこ
と



機械による「はさまれ・巻き込まれ」
の労働災害を防止しましょう！

掃除や異物除去の作業時に機械に巻き込まれる災害が多発しております。

機械の不具合の解消等の作業を行うときは

機械の運転を停止しましょう！

イメージ出典 「厚生労働省 職場のあんぜんサイト」



機械の掃除・調整などの作業をするときは

運転停止を確実に！
機械等の運転を停止せずに
・付着物の除去
・加工物の位置の調整
・機械の不具合のメンテナンス
などの作業をしようとして、身体の一部
が機械等にはさまれる、巻き込まれる
労働災害が多発しています。
特に「機械に付着物を見つけた」「機
械に材料の破片が残った」といった状
況で、作業者がとっさに手を出してしま
い、機械に巻き込まれるという労働災
害が多く発生しています。



基本的な対策

わずかな作業時間であっても機械の運転を停止する

・巻き込まれるおそれがある部分に覆いや囲い

・前扉が開いたら機械が自動停止するインターロックスイッチ

・人体の一部が近づいたら自動停止する安全装置

・非定常作業（掃除・調整等の作業）の作成

でさらに有効に！

＋α



注意

必ず電源を落としてください！
機械が止まっていても、付着物が詰まって一時的に停止しているだけ
で、不具合解消直後に急に動き出すかもしれません。
また、電源を落とした後も、慣性で動いていることもあります。

慣性も含め、機械の運転の停止を確認後に作業を開始してください。

停止中の表示！
掃除・調整のために機械の運転を停止した際は、他の人が誤って機

械を再起動されないための対策も必要です。

ヒューマンエラーは発生する！
口頭や表示で注意を促したところで、人間の集中力には限界があり、
ミスをすることもあります。
人間の注意力のみで労働災害を防止することは非常に困難ですので、
機械設備の安全対策を優先して講じてください。



第1項
事業者は、機械（刃部を除く。）の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合

において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければな
らない。
ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆

いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

第2項
事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に

錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者
以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

労働安全衛生規則第107条（掃除等の場合の運転停止等）

① 第１項の「調整」の作業には、原材料が目詰まりした場合の原材料の除去や異物の
除去等、機械の運転中に発生する不具合を解消するための一時的な作業や機械の設
定のための作業が含まれること。

② 第１項の「調整」の作業を行うときは、作業手順を定め、労働者に適切な安全教育を
行うこと。

留意事項「平成25年4月12日付基発0412第13号通達」



埼玉県内の死亡災害事例（埼玉労働局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから抜粋）

年
月

業種 発生状況
事故の型
起因物

H28
4月

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

●清掃・調整等作業時に機械の運転を停止していなかったと考えられる災害



埼玉県内の死亡災害事例（埼玉労働局ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから抜粋）

年
月

業種 発生状況
事故の型
起因物

H25
10月

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

●清掃・調整等作業中に他者が機械を作動させたと考えられる災害



安衛則第101条（原動機、回転軸等による危険の防止）

機械災害防止に関連する基本事項

第1項
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼ

すおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。

第2項
事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、

埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。

第3項
事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。



安衛則第108条（刃部の掃除等の場合の運転停止等）

機械災害防止に関連する基本事項

第1項
事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機

械の運転を停止しなければならない。
ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

第2項
事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に

錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者
以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。

第3項
事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するとき

は、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。

第4項
労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。



災害事例から学ぶ

３．動作の反動・
無理な動作

（腰痛予防対策）



傷病性質で見た「動作の反動・無理な動作」
（※さいたま労働基準監督署管内 平成29年～令和3年の5年間 労働者死傷病報告による）

腰痛

45%

関節の障害

（捻挫・脱臼など）

26%

骨折

13%

打撲傷

6%

その他

10%



年齢・傷病性質で見た「動作の反動・無理な動作」
（※さいたま労働基準監督署管内 平成29年～令和3年の5年間 労働者死傷病報告による）
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腰痛：30～40歳代 骨折：50歳代以上で多く発生



さいたま署管内における「動作の反動・無理な動作」災害事例
（休業4日以上・労働者死傷病報告による）

業種 発生状況 傷病性質

製造業
重さ20㎏程の納品物を持ち上げては積み替える作業を繰り返
していたところ、急激に腰が痛くなった。

腰痛

小売業 中腰で冷蔵庫内の物を取り出そうとしたところ腰を痛めた。 腰痛

警備業
コンクリートブロックを持ち上げた際に身体に負荷がかかり、背骨を
圧迫骨折した。

骨折

製造業
重量物を数人で運んでいるとき、無理な姿勢で支えていたた
め、体をひねったときに肋骨を骨折した。

骨折

社会福祉
急に前に飛び出してきた人を避けようとしたときに体をひねり、肩を
捻挫した。

関節の障害

製造業
材料を投入する作業中、投入口が高かったため逆手で材料容器の
重量を支える姿勢となり、手首を捻挫した。

関節の障害

清掃・と畜業
トラックに向かってカゴ台車を押したときに足首に負荷がかかり、ア
キレス腱を断裂した

その他



【災害につながりやすい作業姿勢・作業態様】
・ しゃがみ込み、前屈、中腰等、腰を曲げた作業
・ 身体をひねる動作
・ 体から遠い位置にある物を取り扱う作業
・ 同じような動作の反復
・ 長時間にわたる同じ作業姿勢の継続
・ 咄嗟の動作、急激に力を入れる行動 など

イラスト出典：職場のあんぜんサイト

動作の反動・無理な動作



【予防対策（作業管理関係）】

・ 膝を曲げ身体の重心を低くし、腰に負担がかかりにくい姿
勢をとり、対象物との距離を近づけて作業する。

・ 重量(身体にかかる負荷の大きさ）、作業頻度に応じて、対
応人数を増員する。

・ 急激な身体の移動は行わない。ゆとりを持って行動する。

・ 作業間に小休止・休息を設ける。長時間勤務を避ける。

・ 見やすいように重量、重心の偏り等を明示。

・ 補助機器・器具の導入。（自動化・省力化）

・ 滑りにくい履物を着用する。動きやすい服装で作業する。

動作の反動・無理な動作



【予防対策（作業環境管理関係）】

・ 不自然な作業姿勢を避けるため、作業場所、通路等の作
業空間を確保する。（※４S活動の励行）

・ 作業台、荷物置場等の高さや配置に配慮する。

・ 適切な温度を保ち、照度を確保する。

【予防対策（健康管理関係） 】

・ 準備運動・体操・ストレッチの励行（そのための時間、場所
等を確保する）

・ 腰に著しい負担がかかる作業に常時従事する労働者に対
して、６か月ごとに１回、腰痛健康診断を実施する。

・ 産業医の意見を聞き、必要な措置を講じる。

動作の反動・無理な動作



腰痛予防対策の例

出典： 厚生労働省発表「職場における腰痛予防対策指針及び解説」より

適切な作業姿勢(例) 適切でない作業姿勢(例)


