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事故に対する安全対策の取り組み事例紹介

和歌山河川国道事務所の取り組み

和歌山河川国道事務所では、管内で発注され

た工事の施工に伴う工事事故発生の防止を目的

として、去る１５年１２月１８日に工事安全協

議会活動の一環として「工事安全対策勉強会」

を開催しました。

勉強会では、和歌山労働基準監督署の安全衛

生課長や、和歌山県警察本部・刑事部・暴力団

対策課調査官から講話を頂いたほか、橋本道路

監督官詰所及び和歌山国道維持出張所管内の代

表請負業者から、直轄工事での安全対策取り組

み事例の報告がありました。

当日は、請負業者１７３名、事務所職員等関

係者７０名にもおよぶ多数の参加があり、勉強

会の最後には、請負業者代表による「安全宣

言」において、「安全はすべてに優先する」こ

とを確認し閉会となりました。

平成１５年度発生事故の内訳

は「墜落・転落事故」と「機材・工具等取り扱

いによる事故」とでおよそ６割を占めています。

“公衆災害事故”の内訳は、「地下埋設物件損

傷事故」と「工事関係車の第三者との交通事

故」とでおよそ５割を占めています。
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平成１５年度の事故発生件数は、２月末現

在で１５３件（速報値）と、過去最悪であっ

た昨年度（総件数１７０件）の同時期１５６

件に迫る勢いです。

２月末現在までの“労働災害事故”の内訳

事故の内容と防止対策

については、梯子の昇降「転落・墜落事故」

や高所での作業時に発生しています。安全な

通路・昇降設備や手すり、安全帯が容易に掛

けられるような施設を整備すると共に、立入

禁止区域の明示化、作業員に対しては不安全

行為が無いように日常的に教育・指導を実施

する必要があります。

につい「機材・工具等取り扱いによる事故」

ては、草刈機や電気ノコギリ、ボーリングマ

シンなどの使用時に発生しています。機材や

工具の取り扱いについての注意事項の遵守や

危険性に対して油断している事が多く、具体

的な作業手順を指示したり、危険予知訓練な

ど、日常的に教育・指導を実施する必要があ

ります。

については、電線共「地下埋物件損傷事故」

同溝工事などの掘削作業中に発生しています。

地下埋設占用物件については、台帳等に記さ

れた内容と実際の埋設状況が異なる事が多い

ため、より多くの関係資料を調べると共に、

管理者との立会、試掘や地中探査器による事

前調査が必要です。また、施工も地下埋設物

件に近接する場合には重機を安易に使用せず

に手掘りで確認しながらの慎重な作業が望ま

れます。

につい「工事関係車の第三者との交通事故」

ては、現場事務所と作業場所への移動時、運

搬作業などで発生しています。事故の要因に

ついては第三者の不注意もありますが、交通

法規の遵守、安全運転の徹底し、工事の関係

車両としては第三者優先を念頭に置くように、

日々の教育・指導が必要です。



平成１６年２月２９日現在）

発生日時 発生場所 事 故 の 状 況
２月１６日 共同溝工事において、交通誘導員が一般車

大阪府 へ停止誘導を行っていたところ、別の一般車
１０：２０ が脇をすり抜けて交差点へ進入し、一般車同

士の事故が発生した。

〔物損：一般車２台 車体一部損傷〕
２月１６日 電線共同溝設置工事において、走行して来

大阪府 た原付ﾊﾞｲｸが、一般車を避ける為に工事施工
１０：５５ 区域に進入して転倒した。

〔被害状況については調査中〕
２月１７日 舗装修繕工事において、ｱｽﾌｧﾙﾄ合材を搬入

京都府 した工事関係車( ﾀﾞﾝﾌﾟ)が工事施工区域か4t
１：５０ ら退出する際に、走行して来た一般車と接触

した。

〔物損：一般車車体側面 破損〕
２月１８日 道路改良工事において、道路盛土法面の擁

兵庫県 壁を撤去していたところ、埋設されていた電
１３：５４ 力線を大型ﾌﾞﾚｰｶｰで切断した。

〔物損：電力ｹｰﾌﾞﾙ 855世帯約30分停電〕
２月１９日 トンネル補修工事において、追越車線を通

兵庫県 行規制していたところ、走行してきた一般車
１：５０ が運転操作を誤ってﾄﾝﾈﾙ側壁に接触し、反動

で規制区域内へ進入して作業中の高所作業車
に接触した。

〔物損：高所作業車 車体一部損傷〕
２月２４日 地質調査業務において、ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝの準備

兵庫県 作業中に、作業員の衣服がﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝのｽﾋﾟﾝ
８：５０ ﾄﾞﾙに巻き込まれ、衣服が作業員の首が絞ま

り死亡した。

〔作業員：死亡〕
２月２４日 電線共同溝工事において、歩道部の路盤を

兵庫県 ﾊﾞｯｸﾎｳですき取りしていたところ、上水道管
１０：２５ 本線の上面に設置された分岐部をﾊﾞｯｸﾎｳのﾊﾞ

ｹｯﾄで破損した。

〔物損：市上水道分岐部 破損〕
２月２５日 橋梁上部工事において、仮設防護柵を設置

奈良県 中に、資材（単管）が落下し、高架下で別工
１５：００ 事の作業していた作業員の頭部に接触した。

〔別工事の作業員：首に軽いむち打ち〕
２月２５日 道路改良工事において、別工事で工事中の

奈良県 橋梁高架下で法面の整形作業をしていたとこ
１５：００ ろ、橋梁から資材（単管）が飛来し、法面に

一度当たって作業員の頭部に接触した。

〔作業員：首に軽いむち打ち〕
２月２６日 情報ＢＯＸ設置工事において、歩道部の舗

兵庫県 装をﾊﾞｯｸﾎｳで撤去していたところ、埋設され
１１：００ ていた地下道排水ﾎﾟﾝﾌﾟの電線を切断した。

〔 ：地下道排水ﾎﾟﾝﾌﾟ電線 切断〕物損
２月２７日 道路照明施設改修工事において、片側２車

和歌山県 線の内、走行車線を通行規制していたとこ
０：５０ ろ、飲酒運転の一般車が規制区域に進入し、

規制車に接触した。

〔 ：規制車 車体一部損傷〕物損
２月２８日 舗装修繕工事において、片側３車線の内、

兵庫県 中央分離帯側の１車線を通行規制していたと
１０：４５ ころ、対向車線で一般車同士の接触事故が発

生し、中央分離帯にいた交通誘導員が事故で
進路が変わった一般車に轢かれた。

〔交通誘導員：死亡〕

２月の事故速報
発生日時 発生場所 事 故 の 状 況
２月１日 国営公園の遊具整備工事において、電動ノ

兵庫県 コギリを使用していた作業員が、立ち上がっ
１５：５６ た際に、惰性で回転していた刃で負傷した。

〔大工：左膝部挫創 全治１０日〕
２月２日 地下道設置工事において、工事に伴って設

滋賀県 置されていた迂回路を走行していた一般車が
６：３０ 路側のガードレールに接触した。

〔物損：仮設ガードレール等 損傷〕
２月２日 堰堤除石工事において、 ユニック車で4t

兵庫県 仮設水槽を工事現場搬入し、荷下ろしをして
１０：０５ いたところ、 ユニック車が転倒した。4t

〔物損：堰堤の立入禁止柵等 損傷〕
２月４日 跨線橋補修工事において、吊り足場を設置

京都府 していたところ、吊りﾁｪｰﾝの一部が垂れ下が
５：４０ り、私鉄の交通を阻害した。

〔影響：ﾀﾞｲﾔの遅れ １万５千人に影響〕
２月４日 法面防災工事において、法面を移動中の作

兵庫県 業員が、通路以外の箇所から法尻へ降りよう
８：０５ として頭から滑落し、死亡した。

〔作業員：頭蓋内血腫 死亡〕
２月６日 舗装修繕工事において、ｶｯﾄｶﾊﾞｰ工ででき

兵庫県 た段差部で、横断歩道を渡っていた第三者が
１２：３０ つまずいた。

〔第三者：右手打ち身等〕
２月６日 道路改良工事において、発生土砂を運搬中

和歌山県 の工事関係車(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)が、前走する一般
１４：４０ 車が急停車した際に止まれず追突した。

〔物損：一般車後部 破損〕
２月７日 電線共同溝設置工事において、小型ﾊﾞｯｸﾎｳ

京都府 で、植樹桝の土を入れ替えていたところ、桝
１０：２５ 内に埋設されていた情報管路光ｹｰﾌﾞﾙをﾊﾞｹｯﾄ

で切断した。

〔物損：光ケーブル３６芯 切断〕
２月７日 施設機械設備工事において、搬入した資材

大阪府 の荷下ろし中に、風にあおられて積荷が崩れ
１０：３０ 落ち、作業員に接触した。

〔作業員：頸椎損傷 全治不明〕
２月７日 庁舎建築工事において、鉄骨のボルト締め

奈良県 をおこなっていた作業員が、工具と鉄骨に指
１３：２０ を挟んで負傷した。

〔鉄骨工：手親指 裂傷〕
２月８日 歩道整備工事において、走行してきた一般

滋賀県 車（原付バイク）が工事施工区域に進入し、
１７：４５ 既設舗装を撤去した箇所で転倒した。

〔第三者：肺挫傷 〕
２月９日 標識設置工事において、信号柱の基礎に補

京都府 強を施す為に、基礎を小型ﾌﾞﾚｰｶｰで取り崩し
１４：３６ ていたところ、付近に埋設されていた光ｹｰﾌﾞ

ﾙをﾌﾞﾚｰｶｰで切断した。

〔物損：光ケーブル 切断〕
２月１３日 道路維持作業において、作業車を路肩に停

滋賀県 車させて、路肩の清掃作業を行っていたとこ
１１：１５ ろ、走行して来た一般車が追突した。

〔作業車運転手：頚背部打撲傷 全治10日〕
２月１３日 歩道整備工事において、作業員が ﾄﾗｯｸ2t

和歌山県 に乗って作業現場へ向かう途中で、道路を左
１１：３０ 折する際に原付ﾊﾞｲｸを巻き込んだ。

〔第三者：影響で持病が再発 全治７日〕
２月１３日 電線共同溝設置工事において、自転車で工

大阪府 事区間の歩道部を通行中の第三者が、誤って
１９：３０ 掘削箇所に転落し、負傷した。

〔第三者：軽微な打撲〕
２月１６日 電線共同溝設置工事において、中央分離帯

大阪府 での工事に伴う規制区域の保安施設に、一般
０：００ 車が接触した。

〔物損：ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ等 保安施設 損傷〕

年度末、事故が多発しています。特に死亡事故が

３件も発生しており、非常事態となっています。

今一度、各現場の安全管理の徹底をお願いします。


