
コンクリート壁の解体作業中、作業者が倒壊した壁の下敷         

    

 この災害は、5 階建ビル解体工事現場

において、4 階西側のコンクリ－ト外壁

の解体作業を行っていたところ、コン

クリ－ト壁が倒壊し、作業者が下敷き

になったものである。 

 災害発生当日、午後の作業再開後、

元請の解体業者 X 社の作業員 A および

B は、西側外壁で上部および両側面が

縁切りされている幅約 2m の壁の上部

の穴にワイヤロ－プを固定してから、

建物の内部で東側方向に掛け、A は、下請はつり業者作業員 C と D にこの壁の

外の足場側から 4 階床面と壁の交接部にエアチッパ－によって水平に切れ込み

を入れるよう指示をした。 

 午後 2 時頃、C は壁の解体で倒れやすくするために切れ込みの深さを深くす

ることと、A の指示の内容と異なり、足場側からの外壁面への切れ込み作業よ

り作業がやり易い 4 階床面上で壁内側面と床面との交接部に切り込みをいれる

ことを D に対して指示し、C と D は、壁の両端から並んでそれぞれ作業を始め

た。 

 CとDがこの作業を行っていたとき、解体中の壁がCとDのいる内側に倒れ、

C は逃げ遅れ、倒れたコンクリート壁に下半身を挟まれた。直ちに救出された

が、既に意識がなく死亡した。   

     

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 

1  コンクリート壁が内側に倒壊する危険性があるにもかかわらず、壁の内側

と床面の交接部付近でエアチッパ－によってはつり作業を行ったこと  

2  解体工事を行う前に、元請業者の作業者から、作業指示があったにも拘わ

らず、下請業者の作業員が作業を行いながら勝手に解体の作業内容を変更し

ていたこと  

3  外壁面と床面との交接部に切れ込み作業を行うに際し、内側方向にワイヤ

ロープの控えを設けているが、壁の倒壊防止対策としては不十分であったこ

と  

4  事業者が高さ 5m 以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行うにもか

かわらず、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任していなかっ

たこと  



  したがって、作業主任者による作業の方法および労働者の配置の決定、作

業の直接指揮を行なわれてなかったこと  

5  元請業者は、解体の作業計画を作成していなかったこと  

6  事業者は、作業者に対し解体作業における安全な作業方法の教育を行って

いなかったこと  

     

同種災害を防止するためには、次のような対策の徹底が必要である。 

1  解体するコンクリート壁が一方に倒壊しないようにワイヤロープ等で支え

を設けたうえで倒壊してこない側からはつり作業を行うこと  

2  解体工事を行う前に、十分な作業手順および作業の打ち合わせを行い、元

請業者の社員の指示を守らせ、下請業者の作業員に勝手に解体の作業内容を

変更させないこと  

3  元請業者は、解体工事において安全な解体工法を事前に十分検討し、解体

計画を作成し、これを下請業者の作業員に周知させること  

4  高さ 5ｍ以上のコンクリート造の工作物の解体作業を行う場合は、コンクリ

ート造の工作物の解体作業主任者を選任し、作業主任者に作業の方法および

労働者の配置を決定させ、作業を直接指揮させること  

5  事業者は、作業者に対し、建設物の解体作業中の倒壊防止のため、使用す

る作業設備、作業方法等についての安全教育を徹底すること  

6  元請事業者は下請事業者を含む安全管理体制を確立し、現場の安全管理を

徹底すること  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンクリートブロック壁の解体中に壁が倒壊       



    

 この災害は、鉄筋コンクリート造建屋の改修工事において、コンクリートブ

ロック壁の解体作業を行っているときに発生したものである。 

 災害発生当日、午前 8

時頃から現場作業者全

員が集合し、元請業者

の Y 社による朝礼と危

険予知活動を実施した

後、下請業者の Z 社の

職長および作業者 A～

C の 4 名は、地下 1 階

に下りて、旧機械室と

旧自家発電機室との間

仕切りの鉄筋コンクリ

ート壁、旧自家発電機

室と通路との間仕切り

のコンクリートブロック壁等の解体作業を開始した。 

 午前中、鉄筋コンクリート壁の解体を終え、午後、A は、コンクリートブロ

ックの解体を行うため、足場を架設し、天井との接合個所をハンマーで取り壊

した。一方、B は、壁の下部（床上 40cm の位置）に横方向一列に孔をあけた後、

A と二人で残っている壁をハンマーで繰返し叩いていたところ、突然壁が 2 人

の方に倒れかかってきた。B はとっさに横に逃げたが、A は倒れた壁の下敷き

となって死亡した。Y 社、Z 社とも、壁の解体作業について、壁の倒壊による危

険性を考慮した作業手順書を作成することなく、作業者に作業を行わせていた。

このため、コンクリートブロック壁の解体作業中、倒壊を防止する措置は講じ

られていなかった。また、Y 社、Z 社とも、関係作業者に対して、壁の解体作業

の危険性等について教育を実施しておらず、当日の朝礼でも安全な作業方法に

ついての指示はなかった。  

  

   この災害の原因として、次のようなことが考えられる。  

1  壁の上部を取り壊し、下部に孔をあけた際、壁の倒壊を防止する措置を講

じていなかったこと  

2  壁の解体作業について、壁の倒壊による危険性や安全な作業方法等を盛り

込んだ作業手順書を作成することなく、また、これをもとに関係作業者に対

し安全衛生教育を実施することなく作業を行わせたこと  

   同種災害防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。  



1  壁の解体作業を行う場合で、倒壊による危険が予想されるときは、壁の倒

壊防止措置を講じること 

  壁に人力で衝撃を加える、押したり引いたりする等により解体作業を行う

場合は、壁の倒壊による危険が予想されるため、作業前に必ず、ワイヤロー

プ、チェーンブロックを使用する等により、壁の倒壊防止のための措置を講

じること  

2  壁の倒壊による危険性や安全な作業法等を盛り込んだ作業手順書を作成し、

これをもとに関係作業者等に対し、安全衛生教育を実施すること 

  壁のはつり・解体作業を行う際は、壁の倒壊による作業者の危険を防止す

るため、あらかじめ、壁の形状、作業場所等を十分に確認し、適切な作業方

法を盛り込んだ作業手順書を作成し、工事責任者および関係作業者に対し、

安全衛生教育を実施すること。さらに、工事責任者が作業開始前に関係作業

者に対し安全な作業方法の指示、指導を徹底する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒューム管を敷設するための溝掘削工事において土砂が崩壊         



    

 この災害は、排水管の設置工事において掘削中の溝内に入り土止め作業中に土

砂崩壊が発生したものである。 

 工事の内容は、掘削断面が幅

1.52m、深さ 1.8m の溝を掘削し、

ヒューム管およびマンホールを道路

の左右両側に敷設するものであった。 

 掘削は、勾配を 90 度として、ド

ラグショベルを後退しながら掘削す

る方法で行っていたが、掘削途中で

掘削箇所の溝内壁面を確認したとこ

ろ、掘削場所の地質は、掘削底面か

ら上方約 50cm までの範囲が粘土質であり、それよりも浅い部分が砂混じりの

埋め戻し土である軟弱地盤であり、水が少量浸み出ていることが分かった。さ

らに掘削作業を進めていたところ、掘削溝の壁面に亀裂がみられたので、作業

員は土止め用の敷き鉄板（縦 1.53m、横 3.06m、厚さ 25mm、重さ約 800kg）

を据え付けるために、掘削溝の中に入って準備作業を行っていた。その時、溝

壁面の片側が一部崩壊し、壁面に立てかけてあった敷き鉄板が崩壊した土砂に

押され、その敷き鉄板と反対側の壁面との間に作業員が挟まれて死亡した。   

     

 この災害は、地盤を掘削してコンクリート製の排水管を設置する工事において

発生した土砂崩壊であるが、この災害の発生原因としては、次のようなとが考

えられる。 

1  掘削場所の地質は、溝の底から約 50cm の範囲が粘土であり、それよりも

浅い部分は砂混じりの埋め戻し土という軟弱地盤であり、掘削した溝の壁面

からの水の浸み出し、かつ亀裂が確認されるなどの崩壊しやすい状態であっ

たこと  

2  掘削溝の法面(のりめん)勾配が 90 度という急であったこと  

3  掘削を終えた溝内の壁面に敷き鉄板による土止め支保工を設ける作業の手

順が不適切であったため、土止め支保工に使用する敷き鉄板を掘削壁に立て

かけ、敷き鉄板をパイプサポートにより固定する前の段階に、敷き鉄板が崩

壊に抵抗できない状態の溝内に作業員を立ち入らせたこと  

4  ドラグショベルの稼働に伴う振動や、その自重が壁面を崩壊させる上載荷

重として働いたことが考えられること  

5  事前の地質調査が十分に行われなかったため、土止め支保工の必要性につ

いての事前の検討が行われていなかったこと  



      

 同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要と考えられる。 

1  掘削場所について、地山の形状、地質および地層の状態、き裂、含水、湧

水および凍結の有無およびその状態、埋設物等の有無およびその状態、高温

のガスおよび蒸気の有無およびその状態などを事前に調査すること  

2  地質の調査結果により知り得たところにより、適応する工法を決定し、適

切な掘削勾配の決定、掘削の時期、作業手順を定めて掘削を行うこと  

3  土止め支保工の必要性とその設置方法は、地山の調査結果に基づいてあら

かじめ検討すること  

4  土止め支保工の選定にあたっては、作業の安全を確保し得る土止め支保工

用の部材を使用して、その配置、寸法および材質ならびに取付けの時期およ

び順序が示されている組立図を作成し、作業員に周知すること  

5  工事の発注に際して工事場所の難易度に応じた施工能力を有する者に発注

するとともに、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそ

こなうおそれのある条件を付さないよう配慮に努める必要があること  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブロック塀解体中に塀が倒れ下敷きになる         



    

 この災害は、ブロック塀の解体作業中に発生したものである。 

 作業は、駐車場の周囲にコンクリー

トブロックを 10 段積んだ高さ約 2m

の塀のうち上の 6 段を撤去し、下の 4

段（約 80cm）を残すものであった。 

 災害発生当日は、解体作業の初日で、

現場に現場責任者と作業員 2 名、ガー

ドマン 1 名が集まったところで現場

責任者から全体的な説明があった後、

南側のブロック塀からはつり作業を

開始した。 

 はつり作業は、残す予定の下 4 段のブロック塀に亀裂が生じないように、当

初はハンマー、電気チッパー等の手工具で人力で行うことを計画したが、力が

弱いためリースしたエアコンプレッサー式はつり機でのはつり作業に変更した。 

 午前中に作業者 A と B は、手分けして南側ブロック塀の下から 4 段目と 5 段

目の間を 5m づつ 10ｍを横にはつり、昼食後、むき出しになった鉄筋をグライ

ンダーで切断した。 

 次いで、2 人はブロック塀の駐車場側で縦方向に 3 箇所のはつり作業を行った

後、A は駐車場側に残り、B がブロック塀の反対側に回り、ブロック塀の縦の

はつり箇所を裏からハンマーで叩いたところ、ブロック塀が約 2m にわたり駐

車場側に倒壊し、A が下敷きとなった。   

     

 この災害は、ブロック塀の解体作業中に発生したものであるが、その災害原因

としては、次のようなことが考えられる。 

1  危険な区域に立ち入っていたこと 

  ブロック塀が倒壊したのは、横方向の鉄筋を切断し、続いて縦方向のはつ

りをハンマーで行っているときであるが、このような状況ではハンマーの衝

撃により倒壊が予測されたのに被災者は危険な区域に立ち入っていた。  

2  作業計画を作成していなかったこと 

  この会社はブロック塀の解体作業は初めてであったが、あらかじめブロッ

ク塀の形状、配筋の状況、亀裂の有無、倒す方向について検討し、安全な作

業手順等を盛り込んだ作業計画を作成していなかった。  

3  安全教育等を実施していなかったこと 

  この会社は、同族的な構成で作業を進めていたこともあり、解体作業は初

めて行う種類の作業であるにもかかわらず、特に安全に関する作業方法の関



係作業者への周知も行われていなかった。  

4  安全管理が行われていなかったこと 

  現場の安全責任者が指名されていなくて、作業指示も明確でなかった。  

      

 同種災害を防止するためには、次のような対策の徹底が必要である。 

1  作業計画を定めて作業を指示すること 

  ブロック塀の解体のような比較的単純な作業についても、事前に形状、亀

裂の有無、配筋の状況、周囲の状況、倒す方向等について十分検討のうえ安

全な作業計画を作成し、関係作業者に周知徹底する。 

 なお、作業方法等を変更した場合には、あらためてその内容を徹底する。  

2  作業の監視者を配置して作業を行うこと 

  同一のブロック塀の両側で同時に作業を行うことは避けるとともに、監視

者を配置して安全の確認と危険な区域内に他の者が立ち入ることを防止する。 

  なお、現場責任者は、関係作業者に的確な指示を行うとともに、作業者の

作業位置、内容を常に把握し、適切な指示を行う。  

3  安全管理を十分に行うこと 

  建物、ブロック塀の解体作業に従事する者等に対しては、あらかじめ作業

の伴う危険性とその防止対策について安全教育を行う。（安衛法第 59 条・安

衛則第 35 条関連） 

  また、その日の作業開始前に、作業内容・作業手順等について十分な打合

せを実施する。  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

汚水管の埋設作業中、土砂が崩壊         



    

 この災害は、汚水管を埋設するための掘削溝の土止め作業中に発生したもので

ある。 

 この工事は、公道の下に約

230m にわたり公共下水道の汚水

管を埋設する工事で、アスファル

ト舗装の部分をはがして、ドラグ

ショベルで掘削し、鋼矢板(こうや

いた)で土止めをしながら順次汚

水管を埋設する手順で作業が進め

られていた。 

 災害発生当日は、6 名の作業員

で前日に引き続き土止め支保工の

設置作業が行われ、被災者は掘削された溝内に入って、同僚が運転するドラグ

ショベルで土中に押し込まれる鋼矢板(こうやいた)を手で支える作業を行って

いた。 

 この作業を繰返して、16 枚目の鋼矢板(こうやいた)を支えていたときに、後

方の土砂が崩壊し始めた。 

 これを見たドラグショベルの運転者が「危ない。逃げろ」と叫んだので、被

災者は1、2歩左後方へ退避したが、土砂の塊に頭部を直撃されその場に倒れた。 

 その後、同僚達に救助され、病院に搬送され治療を受けていたが 12 日目に脳

挫傷のため死亡した。   

     

 この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。  

1  作業場所の状況を確認せずに溝内に立ち入ったこと 

  作業場所で過去に行われた工事における水道管敷設工事の状況、今回の作

業箇所の土質状況等を十分に検討せずに今回の工事を行った。  

2  土止め支保工設置などの手順が定められていなかったこと 

  作業箇所の土質などを調査・検討し、掘削した溝の崩壊を防止する措置を

行ったうえ、溝内に立ち入らせるべきであったのに、危険な状態の溝内に入

って土止め用の鋼矢板(こうやいた)を手で支える作業に従事させた。  

3  作業主任者がその職務を履行していなかったこと 

  この作業には地山の掘削作業主任者が選任されてはいたが、その主要な職

務である作業の方法を決定することなく、安易にドラグショベルで鋼矢板(こ

うやいた)を押込む作業を指示するなどその職務を履行していなかった。  

  



     

  同種災害の防止のためには、次のような対策を徹底する必要と考えられる。 

1  施工計画を定めて作業を行うこと 

  埋立地等で軟弱な地盤となっているところ、降雨等により地盤が軟弱化す

るおそれがあるところ、掘削用建設機械や通行車両等により振動があるとこ

ろ等で掘削作業を行う場合には、あらかじめ地質等の調査を行い、安全な作

業ができる施工計画を定めることが必要である。  

2  安全教育を十分に行うこと 

  下水道工事などで掘削溝内に立ち入って作業を行う者には、作業に着手す

る前に周辺の地山の状況、土止め支保工の設置状況などについて確認を行う

よう十分に安全教育を実施しておくことが必要である。  

3  作業主任者は、その職務を確実に励行すること 

 土止め支保工の組立作業主任者および地山掘削作業主任者は、あらかじめ作

業方法を決定するとともに、土止め支保工の状況、地山の状況を随時に確認し、

作業中に危険が予測される場合には作業の中止を命ずるなどその職務を励行

することが必要である。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



下水道管敷設工事で溝内で作業中、土止め支保工が倒壊         

    

  この災害は、下水道管敷設工事において掘削溝内部で埋設管の接続作業中に

発生したものである。 

 この工事は、全長約 240m の下水道

管を 4m 単位で埋設していくもので、

そのためにドラグショベルで長さ約

4.5ｍ、幅 90cm、深さ 3.8m の溝を掘

削し、溝の両側に長さ 4m の軽量鋼矢

板(こうやいた)の土止め支保工を押し

込み、3 段に切梁(きりばり)を取付け

る工程で作業を進めていた。 

 災害発生当日、被災者と同僚の 2 人

は、朝から当日の掘削作業場所で、ま

ず掘削の作業と土止め支保工の取付け作業などを行い、午後になって掘削した

箇所の溝内において前日に埋設した管と当日に埋設した管を接続する作業を行

っていた。 

 ところが、その作業中に突然に鋼矢板(こうやいた)で土止めした背面の土砂が

沈下したため、軽量鋼矢板(こうやいた)の切梁(きりばり)（パイプサポート）が

外れ、土止め支保工がマッチ箱が押しつぶされるように崩れて矢板の底部が急

速にせばまった。 

 そのため、作業者 2 名がこの押し潰された土止め支保工にはさまれ、1 名が死

亡し、1 名が負傷した。 

 なお、被災した場所と反対側の溝には、バックホーのアームが差し込まれて

いたため、鋼矢板(こうやいた)が支えられる形となり、矢板(やいた)の倒壊は生

じなかった。   

     

 この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。  

1  土止め用鋼矢板(こうやいた)の根入(ねい)れが不十分であったこと 

  発注者の設計では、土止め用の鋼矢板(こうやいた)の根入(ねい)れ深さが

20cm となっていたが、3.8m の掘削深さに対して 4m の鋼矢板(こうやいた)

では根入(ねい)れの深さが不十分であった。 

  また、砂地盤で地下水位が高かったため、掘削底面に軽度なボイリングの

ような現象が発生し、溝の底部付近が不安定となっていたことも原因の一つ

となっていた。  

2  設計図と異なる土止め方法であったこと 



  発注者による土止め支保工の設計では、矢板(やいた)を重ねて設置したもの

として計算されていたが、この方法による場合にはバイブロハンマーが必要

となるので、実際には重ねずにバックホーで離したまま押込む方法を採って

いた。  

3  地山の掘削作業主任者が職務を履行していなかったこと 

  工事現場の作業は、3 次下請けが実施していたが、この事業場では地山の掘

削作業主任者は居らず、現場の元方事業者には有資格者が居たが、災害発生

の 1 時間ほど前に巡視したのみで現場を離れ、作業主任者としての職務は履

行していなかった。  

      

   同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要と考えられる。  

1  土止め支保工の計画を適正に行うこと 

  掘削した溝の土止めに使用する鋼矢板(こうやいた)の寸法は、土質などを調

査したうえで、十分な根入(ねい)れ長さが確保出来るような長さのものを使用

し、また、切梁(きりばり)などについても十分な強度が得られるよう設計段階

で十分に検討することが必要である。また、溝内での作業手順についても十

分に検討する必要がある。  

2  工法に合った建設機械を使用すること 

  土止めに使用する鋼矢板(こうやいた)の設置要領がかみ合せ方法である場

合には、当然にバイブロハンマーを用いて作業を行うべきであり、溝掘削に

使用するバックホー等を安易に転用することは避けなければならない。  

3  作業主任者がその職務を確実に履行すること 

  地山の掘削作業主任者は、現場に常駐して次のような職務を確実に履行す

ることが必要である。  

（１）作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること  

（２）器具および工具を点検し、不良品を取り除くこと  

（３）安全帯および保護帽の使用状況を監視すること 

   なお、下請の事業者は、地山の掘削作業主任者を養成し、現場に配置す

る必要がある。  

  

  

  

   

 

 

 



護岸の石積作業中、法面(のりめん)が崩壊         

   

      この災害は、水路復旧工事におい

て、作業員 2 名で護岸の石積作業を行っ

ていたところ、法面(のりめん)が崩壊し

たものである。 

   災害が発生する前日、作業箇所上部

の法面(のりめん)から浮き石が転げ落ち

る状況にあったので、飛来・落下防止用

のグリーンネット(ポリプロピレン原着

糸:網目 27mmx27mm)を張っていた。 

   災害発生当日、現場責任者ほか 4 名の作業員で石積作業を行っていた。作業

員Ａ、Ｂ、Ｃの 3 名が玉石を人力で積上げる作業を、オペレーターはドラグ･シ

ョベルを運転し、玉石を固定する生コンを打設する作業などを行い午前中の作

業が終了した。 

   午後の作業は、作業員Ｂと作業員Ｃの 2 人が午前と同様に石積作業を行って

いたが、午後 4 時 30 分頃に現場責任者の指示により、作業員ＢとＣは玉石を積

上げた箇所の手直しの作業を行っていた時、石積作業箇所付近の法面(のりめん)

から、幅 5ｍ×高さ 3ｍ×奥行 1ｍの大きさの岩盤(崩壊土量約 10ｍ3)が剥離し

て崩壊した。その時、現場にいた現場責任者が、岩盤の崩壊に気が付き大声で

危険を知らせたが、逃げ遅れた作業員Ｂは頸部に崩壊した直径 60cm 前後の岩

の直撃を受け死亡し、作業員Ｃは左足に直径 40cm 程度の岩が当たり負傷した。   

     

 この災害は、水路復旧工事において、ヒューム管埋設後に護岸の石積作業を

行っていたところ、法面(のりめん)の岩盤が剥離して崩壊し、下方で作業してい

た作業員 2 名に当たったものであるが、その原因としては次のようなことが考

えられる。  

1  施工箇所および周辺における事前の地質調査について、ボーリング等の調

査を行わなかったため地質・地形を考慮した適切な施工計画が作成されてい

なかったこと  

2  地山掘削作業主任者である現場責任者による工事施工中の作業箇所および

作業箇所上部を含めた周辺の作業開始前の地山の状況についての点検が行わ

れていたが、点検結果に基づく措置、点検記録の作成などが不適切であった

こと  

3  岩盤の剥離の前兆とみられる法面(のりめん)からの落石に対し、飛来・落下

防止用のグリーンネット(ポリプロピレン原着糸:網目 27mmx27mm)による措 



置しか講じていなかったこと  

4  法面(のりめん)からの岩盤の剥離による危険のおそれがあるのに、剥離、亀

裂等の点検の方法、作業員への連絡方法、剥離、亀裂がある場合の対処方法

等を記載した安全作業マニュアル等が作成されていなかったこと  

      

 この災害は、法面(のりめん)の岩盤が崩壊したものであるが、同種災害を防止

するためには、次のような対策の徹底が必要である。  

1  地山崩壊のおそれのある箇所での工事を施工する場合には、事前に施工箇

所および周辺の地質、地形および湧水等の状況について調査し、その結果に

基づいて、安全な工法を定め、安全を考慮した施工計画を作成して、その施

工計画に基づいて作業を行うこと  

2  法面(のりめん)の剥離による崩壊や落石等の危険がある場合には、作業員へ

の連絡方法、剥離、亀裂がある場合の対処方法等を記載した安全作業マニュ

アル等を作成し、これに基づいて安全に作業を実施すること  

3  作業箇所およびその周辺の地山で割れ目、亀裂および湧水等の有無につい

て作業開始前に点検者を指名して点検を実施すること 

  また、降雨時、降雨後および地震発生後についても作業開始前に地山の状

況について点検を実施し、異常のないことを確認してから作業を開始するこ

と  

4  作業箇所およびその上部において、岩盤の崩壊のおそれがある危険箇所で

作業を行わせる場合には、法面(のりめん)へのコンクリートの吹き付け、土止

め支保工を設置するなど崩壊防止に対して十分な強度を有する防護措置を講

ずること  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



型わくの解体作業中、法面の地山からコンクリートの塊が落下         

 

    この災害は、護岸工事に使用

した型枠の解体を護岸構築のため

に掘削した法面との間で実施して

いた作業者が、地山から落下して

きたコンクリートの塊の下敷きと

なったものである。 

 この工事は、道路の海側を約

3.4m の深さに掘削し、海と道路の

間に海岸線に沿って延長 16mの護

岸工事(波返し)を構築するもので

あり、被災者は専ら型わくの組立

て、解体を行う第 2 次下請けの作業者として作業に従事していた。 

 当日、被災者は、現場責任者 A などとともに型わくの解体作業に従事した。 

 分担は、現場責任者 A と被災者及び同僚 B は波返しと法面の間において、同

僚 C は波返しを挟んだ向かい側で型わくの解体作業を開始したが、その後、A

と B は別の場所の型わくの組立てを開始したので被災者は一人で解体作業を続

けていた。 

 当日の作業を開始してほぼ 2 時間を経過した頃、被災者が作業していたとこ

ろに地山の土砂とともに旧護岸の一部であるコンクリートの塊が落下してきて

その下敷きとなった。 

 崩壊した法面の地山は、深さが約 3.4m、勾配は 63.4 度で掘削する計画であ

ったが、実際には79度の勾配で掘削されており、地質は上部からアスファルト、

礫まじりの土、岩盤などとなっていた。 

 なお、法面の勾配の変更に伴って生ずるおそれのある土砂等の崩壊の防止措

置については、被災者の所属する会社は親会社の仕事であると考え、一方、親

会社は工期的な面や地山底部が岩盤のため矢板等が打ち難いといった理由で行

っていなかった。  

      

  この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。  

1  地山の崩壊防止措置を行っていなかったこと 

  型わくの解体作業を行っていた背後の地山の法面は、深さが約 3.4m、勾配

が最終的には 79 度であり、また、礫まじりの土などで崩壊しやすい状況であ

ったにもかかわらず、土止め支保工を設けるなどの崩壊防止措置を講じてい 

なかった。  



2  地山の点検とコンクリートの塊等を除去していなかったこと 

  作業開始前に、地山の浮石、亀裂などの有無及び状態の変化、埋設物等の

有無及び状態等の調査、点検をしておらず、また、落下のおそれのあるコン

クリートの塊などがあることが明らかであったにもかかわらず、あらかじめ

取り除かなかった。 

  なお、作業を開始する前に、これらの措置をどの事業者が行うかについて

明らかにすべきであったが、発注者をはじめ、特定元方事業者及び関係請負

人のいずれにおいても指示、協議していなかった。  

3  作業計画が作成されていなかったこと 

  型枠の組み立て・解体の作業について、担当業者、時期、方法等について

の作業計画が明確に定められていなかった。 

  なお、特定元方事業者及び関係請負人が参加する協議組織も設置されてい

なかった。  

      

   同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。  

1  地山の状況等を調査し作業計画を作成すること 

  地山の掘削の作業等を行うに当たっては、あらかじめ地質、地層の状態、

埋設物等の有無及び状態等を調査し、その結果に基づく作業計画を作成する。

(安衛則第 355～357 条) 

  その際、特定元方事業者は、関係請負人が行う仕事の分担、範囲、安全対

策の実施等を明確に定め、指示する。 

  なお、工事の途中において契約内容に変更が生じた場合には、変更の理由、

内容、変更に伴う安全対策の実施者及び経費負担等について明確にする。  

2  崩壊防止措置等を確実に実施すること 

  地山の下方で型わくの組立て又は解体等の作業を行う場合には、地山の地

質等に応じて安全な勾配とする、落下のおそれのあるコンクリートの塊等を

取り除くとともに、土止め支保工を設けること等により地山の崩壊又は土石

の落下等による危険を取り除く。(安衛則第 361 条)  

3  作業主任者を選任し、その指揮で作業を行うこと 

  掘削面の高さが 2m 以上の地山の掘削の作業の場合には、地山の掘削作業

主任者を選任し、その指揮の下で作業を行わせる。(安衛則第 359、360 条)  

4  安全衛生協議会を設置すること 

  特定元方事業者は、すべての関係請負人が参加する協議組織を設置のうえ

会議を定期的に開催して、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負

人相互間における連絡及び調整等を行う。また、特定元方事業者は、随時に

作業場所を巡視する。(安衛法第 30 条)  



溝掘削の床ならし作業中に側壁が崩壊         

    

  この災害は、倉庫新築工事において、

ドラグ・ショベルで掘削した溝の床な

らし作業中、掘削溝の側壁が崩壊し、

作業者 3 名が崩壊した土砂に埋まった

ものである。 

 災害発生当日、午前 8 時半頃から被

災者ら作業者 3 名とドラグ・ショベル

の運転者との 4 名は、倉庫新築工事に

伴って特別高圧電線管路(約 200m)を埋

設するための溝掘削の作業を開始した。

前日までに深さ約 2m、幅約 1.5m、長さ約 12m の溝を掘削してあったが、掘削

溝内の北側壁面に幾度か小さな崩壊が発生したため、北側壁面に鋼製矢板(やい

た)を打ち込み(根入れは約 70cm)、腹おこしと切りばりを設置して土止め支保工

を組み立てた。 

 南側壁は崩壊が見られなかったので鋼製矢板(やいた)を打ち込まなかった。 

 午前 9 時半頃、大量に水が湧き出したので、排水ポンプ 3 台を配置し排水し

た。午後 1 時頃、湧水が引いたので作業を再開し、ドラグ・ショベルの運転者

はドラグ・ショベルで底に溜まった土砂をすくい出し、被災者ら 3 名は掘削箇

所の床ならし作業を行っていた。 

 午後 1 時半頃、「ドーン」という音とともに掘削溝の南側壁が崩壊し、床なら

し中の作業者 3 名が崩壊した土砂の下敷きとなり、2 名が死亡したものである。   

     

 この災害は、掘削した溝の床ならし作業中に側壁が崩壊したものであるが、

その原因としては、次のようなことが考えられる。 

1 現場は人工島の埋立地で、埋立て土には主に砂の他、礫、砕石等が使われ、

崩壊し易い地盤であったこと 

2 浸水によって強度が低下するとともに地盤重量が増加し崩壊の危険性が増

したものと考えられること 

3 掘削溝の片側の側壁で数日前から小規模な崩壊があり、掘削溝の両側とも同

じ地盤であったが、崩壊のあった側にのみにしか鋼製矢板(やいた)の打ち込み

をしなかったこと 

4 鋼製矢板(やいた)が片側にしか設置していなかった崩壊しやすい地盤の掘削

溝に作業者を立ち入らせたこと 

5 地山の掘削作業主任者、土止め支保工作業主任者を選任していなかったこと 



6 崩壊しやすい地山の掘削作業を開始するに当たって、地山の状態に適応した

土止め支保工および作業方法などについての作業計画を定めていなかったこ

と 

7 作業者に土砂崩壊による危険の認識がなかったこと   

     

 この災害は、掘削した溝の床ならし作業中に側壁が崩壊したものであるが、同

種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 

1 湧水がある砂質地盤では、地山の状態に適応した地山崩壊防止措置を講じる

こと 

軽量工矢板(やいた)を溝幅に合わせてあらかじめ打ち込んだ後、掘削を行い、

地上から専用治具を用いて腹おこし、切りばりを設置して土止め支保工を組み

立てる「打込み方式軽量鋼矢板(やいた)工法」などを採用する。 

2 湧水によって崩壊し易くなるようなゆるい砂質地盤の地山では、作業者が掘

削溝内に立ち入る前に、土止め支保工を設置する施工法(土止め先行工法)を採

用すること  

3 事前調査の結果などにより把握した地山の状態に適応した土止め支保工等

の工法を選定し、その工法に基づいた作業計画を策定し、関係作業者に周知

すること 

4 掘削作業主任者、土止め支保工作業主任者を選任し、作業計画に基づき作業

方法を決定するなど、作業を直接指揮させること 

5 作業者に対して、地山の崩壊等による危険について安全衛生教育を行い、安

全衛生意識の高揚を図ること   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



用水路管の敷設作業中に、ダンプトラックが通って法肩が崩壊し生埋めとなる         

    

 この災害は、用水路管敷設工事現場

において発生したものである。 

 この工事は、総延長 3km の道路に

幅約 2mから 4m、深さ約 1mから 4m

の溝を掘削して、用水路管（径 75～

300mm のダクタイル鋳鉄管および

径 150～300mmの硬質塩化ビニール

管）を敷設するものである。 

 災害発生当日の作業は、 ①バック

ホーで掘削する。 ②掘削した溝の上

に車両通行用の鉄板を架け渡す。 ③

用水路管を敷設する。の手順で行われた。 

 朝からこの手順で作業が進められ、午後に掘削した土をダンプトラックに積

み込んで（質量約 2t）鉄板上を通行していたところ、掘削溝の法肩が崩壊しは

じめ、ダンプトラックが後輪側から掘削溝に落下した。 

 このとき、掘削溝の底部では管敷設のための地ならし作業を 2 名で行ってい

たが、2 名とも崩壊した土砂に生き埋めとなり、ダンプトラックの運転手は自力

で運転席から脱出した。 

 その後、事故を知った近くに居たバックホーの運転者がダンプトラックにワ

イヤロープを掛けて引き上げようとしたができず、現場事務所に置いてあった

もう一台のバックホーを運転してきて、2 台でトラックを吊り上げ、次いで鉄板

を取り出して、その下にいた 2 名を救出し、病院に救急車で移送し、加療した

が 2 名とも窒息死した。   

     

 この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。  

1  崩壊しやすい地質であったこと 

  作業箇所の土質は軟質シラスであったので、掘削面の勾配は 75 度以下とす

べきところ、直切りしていた。 

  また、溝底面で型枠の作業を行うときに、幅が足りないため、一部すかし

堀りにしていた。  

2  土止め支保工を設置しなかったこと 

  作業中に地山の一部が崩壊する前兆があったにもかかわらず、土止め支保

工を設置しないまま掘削溝の底部に立ち入った作業を行わせていた。 

 また、このような危険のあるところに鉄板を敷き、ダンプトラック等の車両



を通過させていた。  

3  作業主任者が不在のまま作業を行っていたこと 

  この工事が開始されたときには、地山の掘削作業主任者が現場にいて作業

を指揮していたが、途中からほかの現場に移ったため、災害発生時には作業

主任者は不在であった。  

4  安全管理を行っていなかったこと 

  この現場では、地山の掘削作業主任者を配置しなかったこと、作業開始前

に予測される危険に対する的確な指示を行っていなかったこと、作業員に対

する安全衛生教育が行われていなかったことなど安全衛生管理体制の整備と

安全管理活動が行われていなかった。  

      

 同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要と考えられる。  

1    作業箇所の調査を行い、作業の手順を定めること 

    地山を掘削する場合には、あらかじめ地質、地層の状態、含水、湧水の有

無などについて十分な調査を行い、崩壊の危険がある場合には、土止め支保

工の設置などの手順を定めることが必要である。  

2    地山の掘削勾配等を確認すること 

    掘削機械を用いて掘削した溝の中に入って、手直しを行うような場合には、

地山が崩壊しないように地質に応じた勾配の確保などについて検討すること

が必要であり、特にすかし堀りとしないことが重要である。  

3    掘削溝の上面を車両が通行することを禁ずること 

    丈夫な型枠支保工が設置されていない限り、溝上面に鉄板を渡して車両を

通行させることは禁止する必要がある。 

    とくに、車両が通行しているときに、溝内で作業を行うことのないよう作

業の計画を定める必要がある。  

4    作業主任者の指揮のもとに作業を行うこと 

    地山の掘削を行う場合には、有資格者の地山の掘削作業主任者を常駐させ、

作業方法の決定、作業状況の監視などを行わせることが必要である。 

    また、作業開始前の安全作業に関する指示も的確に行う必要がある。  

  

  

 

 


