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平 成 １ ６ 年 度 直 轄 請 負 工 事 事 故 の 発 生 状 況

今年度５月末までの直轄請負工事事

故の発生件数は２０件（速報値）とな

っており、同時期での発生件数で過去

最も多かった平成１４年度の１９件を

超える状況になっています。

年間の事故発生件数は、平成１３年

度１４９件、平成１４年度１７０件、

そして昨年度では１７２件と年々増加

しており、平成１０年度の６８件から

は実に２．５倍となっております。

各事務所におかれましては、過去に

発生した事故の教訓を生かし、小さな

ミスもおろそかにせず、工事の事故防

止に努めて下さい。

事故形態の傾向(５ヶ年)

建設機械が関係した事故の内

訳を見てみると、平成１５年度

でも平成１４年度に続いてバッ

クホウが関係した事故が最も多

く発生していますが、ダンプト

ラックや作業車など工事関係車

が交通事故等を起こした、“自

動車等”が２２件と過去最多に

なりました。

歩行者、自転車、一般車など、

第三者との関わりが大きく影響

しますが、運転手には、道路交

通法の遵守はもとより、現道上

での公衆災害について危険意識

の向上が望まれます。
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事故形態別発生比率 平成１１年度から平成１５年

度までの直轄請負工事事故を、

事故形態別に発生比率を見ると

左グラフのようになり、建設機

械が関係した事故（建設機械

等）が平成１４年度、平成１５

年度では約４割を超えています。

また、一般車が関係した事故

（自動車等）は、例年高い比率

を占めていますが、平成１２年

度以降は発生比率が若干減少す

る傾向にあります。
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建設機械事故内訳



５月の事故速報

発生日時 発生場所 事 故 の 状 況

５月１日 共同溝工事において、工事により仮
大阪府 設してあった中央分離帯に、走行中の

７：５０ 一般車が誤って接触し逃走した。

〔物損：仮設ガードレール 損傷〕

５月７日 河川維持作業において、ハンドガイ
和歌山県 ド式草刈機などにより堤防法面を除草

１１：００ 中、小石が飛散し現場に隣接する駐車
場に駐車していた一般車が損傷したと
の苦情があった。

〔物損：一般車後部窓ガラス 破損〕

５月１０日 共同溝工事において、工事により仮
大阪府 設してあった中央分離帯に、走行中の

１６：００ 一般車が誤って接触した。

〔物損：仮設ガードレール 損傷〕

５月１４日 中央分離帯設置工事において、走行
福井県 中の一般車が中央分離帯施行工事のた

５：０５ め設置していた保安施設に接触した。

〔物損：仮設バリケード他 損傷〕

５月１６日 土質調査作業において、通行中の自
大阪府 転車が、堤防天端に警備の為停車して

８：４５ いた作業車の後部に誤って接触した。

〔物損：作業車 損傷〕後部

５月１７日 歩道改良工事において、歩道上のバ
兵庫県 ックホウを移動する際、歩道外側の路

９：４５ 肩部に寄せ過ぎ、バックホウが体勢を
崩して歩道を外れ、法面を転落した。

〔運転手：腰椎骨折他 入院１５日〕

５月１８日 河川維持作業において、ハンドガイ
大阪府 ド式草刈機で堤防法面を除草中、飛散

１０：３０ した小石が堤防上を通行中の一般車に
当たり、損傷させた。

〔物損：一般車ﾌﾛﾝﾄｶﾞﾗｽ 損傷〕

（平成１６年５月３１日現在）

発生日時 発生場所 事 故 の 状 況

５月２０日 河川維持作業において、肩掛式草刈
京都府 機で堤防法面を除草中、作業員が別の

１５：００ 作業員の作業箇所に近づき、草刈機の
刃に接触し負傷した。

〔作業員：右足裂傷 全治３５日〕

５月２４日 情報ＢＯＸ設置工事において、バッ
京都府 クホウで舗装撤去中に、踏切内に進入

１５：００ したところ、踏切のセンサーが働いて
走行中の列車が緊急停車した。

〔影響：列車約10分 緊急停車〕

５月２５日 道路維持作業において、肩掛式草刈
兵庫県 機で道路法面を除草中、法面表面に敷

１１：３０ 設してあった通信会社の光ケーブルを
切断した。

〔物損：通信会社の光ｹｰﾌﾞﾙ 切断〕

５月２６日 道路維持作業において、歩道部に点
兵庫県 字ブロックを施工するため平板ﾌブロ

１１：２０ ック部をカッターで切断したところ、
埋設されていたガス管(未使用管)の一
部を切断し、ガス漏れが発生した。

〔物損：ガス管(未使用管) 破損〕

５月３１日 河川維持作業において、肩掛式草刈
兵庫県 機による除草作業中、官民境界の河川

１０：１０ （官）側に民家の井戸水ポンプの電線
が侵入してあり、誤って切断した。

〔物損：井戸水ポンプの電線 切断〕

５月３１日 道路工事において、地盤改良作業時
大阪府 にバックホウで機械掘削したところ、

１３：３０ 当該工事に伴って移設していた水道管
を誤って破損した。

〔物損：市水道管（仮移設）破損 〕

平成１５年の全国都道府県における交通事故死傷者
数は7,702人で、近畿管内では、 ( )、大阪府291人 ９位
兵庫県286人(11位)、京都府119人(24位)、滋賀県108
人(28位)、福井県80人(37位)、和歌山県74人(42位)、
奈良県73人(44位)となっています。今回は残念ながら
全国９位に入った大阪府の交通事故について調べまし
た。

大阪府では、交通事故の発生件数と事故による傷者
数が年々増加しておりますが、その一方で死者数は平
成２年から減少傾向にあり、これは全国の傾向と合致
しています。政府報告による『交通安全白書』(１６
年版)では、死者数減少の主な要因は、危険認知速度
(車両の事故直前の速度）の低下，シートベルト着用
率の向上等があげられています。また、近年めざまし
い進歩をとげている乗用車の衝突安全性能も無関係で
は無いと思われます。しかし、いくら衝突安全性能が

向上しても、ダンプトラックなど工事関係車、ラフ
タークレーンなどの建設機械が一般の乗用車と接触
した場合には、第三者へ大きな被害を与えてしまい
ます。工事関係車及び建設機械の運転手に対して
は、交通安全教育の徹底や、運行経路上の危険・注
意箇所を調査・確認して周知させるなど、直轄工事
として、より注意深い安全管理が望まれます。

次に、自転車事故の発生件数と事故による傷者数
が年々増加しており、自転車使用者のマナー低下や
交通ルールの無視が要因として考えられますが、近
畿管内の直轄請負工事事故でも平成１５年度に自転
車等による事故が７件報告（紙面おもて参照）され
ており、歩道整備工事、電線共同溝工事、舗装修繕
工事など、現道上の工事においては、保安施設の設
置や、仮歩道の整備、交通誘導などによる十分な注
意と配慮が必要です。

現道上の工事や運搬作業、道路維持作業、道路巡回などにかかわる

交 通 事 故 に つ い て 考 え ま し ょ う ! !

年
区分
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