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発生事故件数（速報）

２月末迄の事故発生件数は１６２件!!
平成１５年２月末現在における発生事故件数
は １６２件（速報値） 報告されており、同時期
で過去最悪だった昨年度の件数（１３４件）を
大きく上回っています。
今年度を僅か１ヶ月間残し、速報値でありま
すが、すでに年間の総件数としては過去最悪で
あった昨年度の１４９件を大きく超えていま
す。
各工事事務所においては、発生した事故を教
訓とし、事故再発防止の強化・徹底に取り組
み、０(ゼロ)災害の推進に努めましょう。
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直轄工事の事故に対する安全対策の取組み事例
紀南工事事務所で安全管理研修会を実施
紀南工事事務所では、安全管理に対する工事
関係者の意識向上と研鑽を図る為、毎年工事が
集中するこの時期に、『工事安全協議会』が主
体となって安全管理研修会を開催しています。
今年度も去る２月４日に緊急安全会議が実施さ
れましたので報告します。
会議では、紀南工事事務所長の挨拶の後、副
所長から紀南工事事務所管内での事故発生状
況、本局の技術調査課課長補佐から近畿地方整
備局管内での事故発生状況を報告しました。
また、田辺労働基準監督署の第二課長により
現場での安全チェックポイントについての講話
を頂きました。次に、直轄工事を請け負う施工
業者から代表して２社が、安全対策報告をを行
いました。
当日は、工事請負業者８７社から１３４名、
事務所長を始め工事事務所職員など関係者３０
名におよぶ多数の参加が得られ、年度末に向け
て、それぞれの立場で安全対策の強化と徹底に
努める事を再確認出来たものと思われます。

福井工事事務所で安全管理研修会を実施
福井工事事務所では、年末から年始にかけ
て、機械掘削作業による埋設管の破損事故及び
運搬作業による架空線の切断事故が多発した
為、職員と請負業者を合わせて１２０名の参加
により、去る１月２７日に緊急で工事安全協議
会を開催しました。
会議では、事故を起こした請負業者から事故
の発生状況と再発防止対策の報告がなされ、工
期による焦りやウッカリミスが事故の要因であ
るとし、安全管理の再徹底を確認し、年度末を
無事故で乗り切る事を願って閉会しました。

２月の事故速報
発生日時
２月１日

発生場所
奈良県

２：３０

２月３日
兵庫県
１２：３０

２月３日
京都府
１５：００

２月４日
京都府
１１：４５

２月５日
滋賀県
１３：２５

２月５日
大阪府
１７：３０

２月６日
大阪府
９：２５

２月６日
兵庫県
１０：００

２月６日
福井県
２３：４０

２月１０日
奈良県
１５：０８

２月１１日
１：４５

（平成１５年２月２８日現在）
事
故
の
状
況
管路設置工事において、登坂車線の一部と走行
車線を規制していたところ、居眠り運転の一般車
が登坂車線の規制内に進入し標識車に追突した。

〔物損：標識車の車体一部損傷 他 〕
魚道ｹﾞｰﾄ設備改造工事において、魚道水位ｾﾝｻｰ
を解除せずに排水をしたところ、ｾﾝｻｰが作動した
ために魚道ｹﾞｰﾄが開放され、放流増加となった。
〔物損：放流増加で下流最大 3cm 水位上昇 〕
道路改良工事において、迂回路撤去のためにﾊﾞｯ
ｸﾎｳで掘削作業を行っていたところ、埋設されてい
た情報板の電力・通信ｹｰﾌﾞﾙをﾊﾞｯｹｯﾄで切断した。
〔物損：情報板の電力・通信線切断 〕
情報ＢＯＸ設置工事において、工事関係車( 4t
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)が工事区域に進入する際に、一般車を
誘導していた交通誘導員と接触した。
〔交通誘導員：左足踵骨折 全治６０日 〕
高架橋下部工事において、工事関係車が工事現
場に入るために右折しようとしたところ、後方か
ら走行してきた一般車と接触した。
〔物損：一般車の車体一部損傷 〕
橋梁耐震補強工事で、残土処理置場立入禁止用
の保安施設を一時撤去した状態にしていたとこ
ろ、第三者が侵入して怪我をした。
〔第三者：右膝打撲 全治不明 〕
河川地盤改良工事において、25t 吊ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝで
法面上に遮水ｼｰﾄを荷下ろししていたところ、ｱｳﾄﾘ
ｶﾞｰを設置していた路肩が崩れ、ｸﾚｰﾝが転倒した。
〔物損：堤防法面の表面を一部損傷 〕
通信配線工事において、登山道でｹｰﾌﾞﾙﾄﾞﾗﾑを５
人がかりで転がし運搬していたところ、作業員の
１人がﾄﾞﾗﾑ取り扱い中に反動で指を負傷した。
〔作業員：右手薬指靭帯損傷 全治６０日 〕
舗装修繕工事において、情報管の埋設位置を台
帳と照合する為にﾊﾞｯｸﾎｳで掘削作業を行っていた
ところ、ﾊﾞｹｯﾄの爪で埋設管を切断した。
〔物損：ＦＥＰ管１条切断 〕
CCTV 設備設置工事において、無線室で CCTV
中継制御装置の不要なｹｰﾌﾞﾙを撤去中に、作業員が
回線を誤認して運用中の光ｹｰﾌﾞﾙを切断した。

〔物損：通信幹線用の光ケーブル切断 〕
跨道橋補修工事において、跨道橋を通行中の一
和歌山県 般車がｾﾞﾌﾞﾗｿﾞｰﾝに停車していた工事関係車に接触
した後、蛇行運転になり転落防止壁に接触した。

〔物損：工事関係車の車体一部損傷 〕
情報管路設置工事において、ﾊﾞｯｸﾎｳで掘削作業
和歌山県 を行っていたところ、ﾊﾞｹｯﾄが近接する店舗への給
１１：２５
水管に接触した。
２月１１日

２月１１日
滋賀県
１６：００

２月１２日
京都府
５：０５

２月１３日
兵庫県
１：２５

２月１３日
兵庫県
９：５０

２月１３日
京都府
１１：５０

〔物損：水道管(鉛管φ20㎜)損傷 1.5h断水 〕
公共施設の外構整備工事において、10t ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗ
ｯｸで資材の搬入を行っていたところ、ﾀﾞﾝﾌﾟが後進
の際に隣接する駐車場の門柱に接触した。
〔物損：公共施設の門柱損傷 〕
塗装工事において、横断歩道橋に設置していた
単管足場及び防護ﾈｯﾄの一部が、何らかの理由によ
り損傷しているのが見つかった。
〔物損：単管足場及び防護ネットの一部損傷 〕
舗装修繕工事において、工事関係車(10t ﾀﾞﾝﾌﾟﾄ
ﾗｯｸ)が規制区域から本線へ出ようとしたところ、
走行して来た一般車(2t ﾄﾗｯｸ)に追突された。
〔物損：一般車の車体一部損傷 〕
電線共同溝工事において、ﾊﾞｯｸﾎｳで歩道の掘削
作業を行っていたところ、ﾊﾞｹｯﾄが埋設されいてい
たＮＴＴの引込管に接触した。
〔物損：NTTの引込管２孔損傷 ４回線一時不通〕
情報ＢＯＸ設置工事において、歩道路盤掘削中
のﾊﾞｯｸﾎｳが後進したところ、ｷｬﾀﾋﾟﾗがﾊﾞｯｸﾎｳの後
方にいた作業員に接触した。
〔作業員：左足ふくらはぎ打撲 全治２日 〕

発生日時 発生場所
事
故
の
状
況
２月１３日
高規格堤防工事において、公共施設の土間ｺﾝｸﾘｰ
大阪府 ﾄの一部を破砕していたところ、誤ってﾊﾞｯｸﾎｳ(ｱｲｵ
１６：３５
ﾝ)で水道管と施設の地下室天井を打ち貫いた。

２月１７日
京都府
１０：３０

２月１８日
京都府
１１：１５

２月１８日
京都府
１６：２０

２月１８日
大阪府
２２：４５

２月２０日
兵庫県
２：３０

２月２１日
和歌山
９：１５

２月２１日
兵庫県
１１：１５

２月２１日
京都府
１２：２１

２月２１日
滋賀県
２３：５５

２月２２日
京都府
９：０５

２月２３日
奈良県
０：００

２月２４日
滋賀県
１６：３０

２月２５日
滋賀県
１１：３０

２月２５日
滋賀県
１５：００

２月２５日
奈良県
１６：３５

２月２７日
京都府
４：００

〔物損：水道管切断、地下室天井 4 箇所貫通 〕
道路情報板基礎工事において、工事に伴う交通
規制の一部を変更した際、標識看板１枚が設置不
良であった為に風で転倒し、一般車に接触した。
〔物損：一般車の車体一部損傷 〕
河川周辺整備工事において、準備工として高水
敷の竹をﾁｪｰﾝｿｰで伐採していたところ、作業員が
取り扱いを誤り自身の左膝に刃を当て負傷した。
〔作業員：左膝挫傷、打撲 全治７日間 〕
歩道設置工事において、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰで路肩盛土の
転圧作業をしていたところ、ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰが後進する
際に、路肩から外れて盛土法面を転落した。
〔物損：河川にﾛｰﾄﾞﾛｰﾗｰの油が流出した 〕
電線共同溝設置工事において、片側２車線道路
の内、走行車線を交通規制していたところ、走行
して来た一般車が擦付け部の規制車に追突した。
〔物損：規制車、セーフティーコーン損傷 〕
情報ＢＯＸ設置工事において、作業員が民地(駐
車場)の作業車に道具を取りに行く際に道路を横断
したところ、走行して来た一般車と接触した。
〔作業員：右膝、腰部打撲 全治７日 〕
橋梁(道路部)舗装工事において、ｱｽﾌｧﾙﾄｸｯｶ車で
ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄを搬送していたところ、対向車を避け
ようして堤防天端の路肩から転落した。
〔物損：堤防法面一部損傷 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ流出 〕
河川付替え工事において、時間が空いた為に他
の作業をしようと、ﾊﾞｯｸﾎｳを移動させたところ、
上がったままのｱｰﾑで通信用架空線を切断した。
〔物損：通信線切断 800戸が約２時間通信不能〕
橋梁補修工事において、片側交互通行規制で停
止誘導していたところ、停止中の一般車６台目に
後続車が追突し、４台の玉突き事故となった。
〔物損：一般車３台車体一部損傷 〕
道路舗装修繕工事において、切削機で舗装切削
作業を行っていたところ、後進する際に切削機の
ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱｰが車両感知器の支柱に接触した。
〔物損：県警管理の車両感知器の支柱一部損傷〕
道路補修工事において、現場内を横断する一般
車を、交通誘導員が本線との交差点で誘導したと
ころ、本線通行車との接触事故が発生した。
〔物損：一般車２台車体一部損傷 〕
道路周辺整備工事において、既設道路の路面排
水管が工事による盛土で閉鎖されていたため、路
面に雨水が溜まり、通行した一般車が損傷した。
〔物損：一般車車体一部損傷 〕
公共施設建築工事において、塗装工で使用した
道具を洗浄していたところ、誤って用水路に洗浄
汚濁水を流出させた為、河川の水等が白濁した。
〔物損：河川、用水路の水が一部汚濁 〕
歩道橋塗装工事において、片側交互通行規制を
実施していたところ、交通誘導員の誘導で進行し
た一般車が道路を横断中の歩行者と接触した。
〔第三者：軽傷 全治不明 〕
迂回路設置工事において、ﾊﾞｯｸﾎｳで土のう袋を
運搬していたところ、操作を誤ってﾊﾞｯｸﾎｳが大き
く振れて転倒し、運転手が下敷きになった。
〔ﾊﾞｯｸﾎｳ運転手：全身打撲、骨折等 死亡 〕
道路維持作業において、国道と枝道との分岐箇
所に作業車を停車していたところ、国道を走行し
て来た一般車が本線を外れて作業車に追突した。
〔物損：作業車(貸与)車体一部損傷 〕
電線共同溝工事において、走行車線の交通規制
を解除していたところ、未撤去の単管バリケード
に走行して来たバイクが接触し、転倒した。
〔第三者：左足膝骨折 全治４ヶ月 〕

