
ドラグ・ショベルが横転し、運転者が死亡

  この災害は、河川改修工事において、ドラグ・ショベルを使用して土嚢（土

のう）を運搬する作業中に発生したも

のである。

災害発生当日の作業は、2 台のドラ

グ・ショベルを使用して、右岸上に置

かれた土嚢を左岸側の河川敷に運搬

するものであった。

1 台目のドラグ・ショベルで、右岸

上にある土嚢を 2袋ずつバケットのフ

ックに繊維ロープにより玉掛けして

つり上げた後、仮設道を通り、河川敷

まで運んで下ろし、そこに待機しているもう 1 台のドラグ・ショベルで運ばれ

てきた土嚢を同様の方法でつり上げて、左岸側の所定の位置まで運搬するとい

う作業を行った。

何回目かの運搬作業のため、右岸上においてドラグ・ショベルにより土嚢を

つり上げて旋回したところ、ドラグ・ショベルが横転し、3m 下の河床まで回転

しながら転落した。転落した際、ドラグ・ショベルの運転者は機体の外に放り

出され、ドラグ・ショベルのクローラの下敷きになった。なお、ドラグ・ショ

ベルが横転した個所の路肩には崩壊等の変化は見られなかった。

土嚢の運搬作業に当たっては、移動式クレーンや運搬車の手配を考えること

なく、現場にあったドラグ・ショベルを用途外使用することを前提に工事計画

書が作成されていた。また、ドラグ・ショベルによる運搬作業において、ドラ

グ・ショベルの構造や能力から一度に運搬できる土嚢の数をあらかじめ検討す

ることもしていなかった。そのため、当日は、ドラグ・ショベルの運転者の感

覚に頼って 2 個の土嚢をつり上げて旋回したとき、地面が傾斜していたことも

あって、ドラグ・ショベルが横転したものである。

なお、現場で使用していた作業計画書には、土嚢運搬作業は盛り込まれてい

なかった。また、ドラグ・ショベルの運転者に対し、安全衛生教育を実施して

いなかった。

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 ドラグ・ショベルを主たる用途以外の用途に使用したこと

2 ドラグ・ショベルの種類や能力、運行経路、作業方法について示された作

業計画書が作成されていなかったこと



3 ドラグ・ショベルの運転者に対し安全衛生教育を実施しなかったこと

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である。

1 ドラグ・ショベル等の車両系建設機械を主たる用途以外の用途に使用しな

いこと

荷を運搬する作業の場合は、移動式クレーンやクレーン機能付き車両系建

設機械等荷を運搬することができる機械を使用する。また、クレーン機能付

き車両系の建設機械で荷をつり運搬する場合は、クレーン作業そのものであ

るので、運転資格者、玉掛け資格者の確保その他の移動式クレーン作業にか

かる安全対策を講じた上で作業を行う。

なお、止むを得ず車両系建設機械を主たる用途以外の用途に使用する場合

は、一定の要件を満たすつり上げ用の器具を取り付けた上で、車両系建設機

械の転倒または転落を防止するため合図者を指名して、その者に合図をさせ

るとともに、構造、出力等に応じ、安全に作業することができる荷重を超え

てつり上げないようにする等の措置が必要である。

2 すべての作業について使用するドラグ・ショベル等の車両系建設機械の能

力、用途等を検討した作業計画書を作成すること

工事中に行われるすべての作業について、使用する車両系建設機械の種類、

用途、能力、運行経路、作業方法を事前によく検討して作業計画書を作成す

る。

3 ドラグ・ショベル等の車両系建設機械の運転者等関係労働者に対し安全衛

生教育を行うこと



ドラグ・ショベルが転倒し、下敷きになる

この災害は、ゴルフ場改修工事において発生したものである。この改修工事

は、クラブハウス新築工事のほか、接続道路、カート道路、駐車場の改修工事、

排水工事などを行うものであった。

災害の発生した事業場は、一次下請で、常時、作業者約 20 名を配置し、芝の

下刈り、防護柵作り、配水工事などに当たっていた。数日前から、15 番ホール

のグリーン付近で、コースにとって不要となった松を伐採し、この切り倒した

松のうち杭に使えるものを切りそろえるとともに、残りを焼却する作業に当た

っていた。

作業には、2 台のドラグ・ショベルと 1 台の不整地運搬車を使用し、1 台のド

ラグ・ショベルで焼却するための穴を掘り、もう 1 台のドラグ・ショベルで切

り倒された松を寄せ集め、杭に使用する松を選り分けた後に廃材を穴に落とし、

杭は不整地運搬車で平らな場所まで引き出す作業に当たっていた。

この作業は 10 名で行われた。車両系建設機械運転技能講習修了者は被災者 A

を含め 3 名いたが、A は講習を修了して間がなく操作が未熟であったため、通

常は職長の指示で、A は不整地運搬車の運転をし、同僚 2 人がドラグ・ショベ

ルを 1 台ずつ運転していた。

災害発生当日は、ドラグ・ショベルを運転していた 1 名が休んだため、A は

不整地運搬車の運転を、同僚の B がドラグ・ショベルで松の木を穴に落とす作

業を行っていた。昼休みが終り、B は木寄せのためドラグ・ショベルを運転し、

グリーン脇の傾斜地を下っていった。これを見ていた A は、不整地運搬車を運

転するのではなく、グリーン脇の高台に停めてあったもう 1 台のドラグ・ショ

ベルを運転し、アームをいっぱいに上げ、上部旋回体を走行方向に対して大き

く右に旋回させた状態で、B の後を追かけて傾斜地(こう配約 20 度)を下ってい

った。斜面の中ほどの旧歩道に差し掛かったところで、機体が大きく斜面下方

に傾いたため A は運転席から離れようとしたが、機体が転倒しその下敷きとな



り死亡したものである。

（１）アームをいっぱいに上げて不安定な状態で走行させたこと。

（２）水平な所から傾斜地に入る地盤が凸型になっているところで、通常の走

行速度で運転したため、機体が大きく振れて斜面下方へ転倒させる慣性力

が働いたこと。

（３）指名された運転者以外の者でも自由に鍵を持ち出し運転することができ

たこと。

（１）建設機械等の運転については、機械を運転する者を指名し、運行経路、

作業方法等を指示し、これにより作業を行わせること。この事例のように、

当日、1 名の運転者が休暇でいない場合には、作業を見直し、当日の人員配

置にあった作業方法を決定して、それにより行うこと。

（２）ドラグ・ショベルを走行移動させる場合、特に傾斜地においては、アー

ムを下げ、さらに手前に引き寄せ、機体を安定した状態にして走行させる

こと。

（３）地盤が凸部の所では、走行速度を減速し、ゆっくりと傾斜地に入り、機

体の揺れによる転倒を防止すること。



ドラグ・ショベルが転倒し、運転手がはさまれて死亡

この災害は、残土埋立て工事現場に

おいて、ドラグ・ショベルを運転中に

発生したものである。

災害発生当日、作業者 A と B（被災

者）の 2 名は、事務所で作業内容と注

意事項の指示を受けた後、ダンプトラ

ックに残土を積込み、残土埋立ての作

業現場まで運搬し、ドラグ・ショベル

2 台で、作業現場の指定された場所に

残土を移動させる作業を行っていた。

その後、A は残土の移動作業を終了し、

ドラグ・ショベルのエンジンを切って停止させ「そろそろ終わろうか」と B に

声を掛けたとき、B はドラグ・ショベルのバケットをあげたままの状態で残土

を盛っている斜面（傾斜角 18 度）からドラグ・ショベルを運転して下降しよう

としていた。

その直後、B のドラグ・ショベルのバランスが崩れて傾き、B は運転席から

前方に放り出され、転倒してきたドラグ・ショベルのヘッドガートの支柱と地

面との間にはさまれ、被災した。

なお、B は今回初めてこの作業に従事することとなったが、ドラグ・ショベ

ルの運転に必要な資格（車両系建設機械（整地・運搬・積み込み用及び掘削用）

は持っていなかった。

この事業場では、残土埋立て作業について事前に作業計画を作成しておらず、

具体的な安全対策についての安全衛生教育も行われていなかった。

また、ドラグ・ショベルを使用する作業について、現場責任者による管理監

督も行われていなかった。

この災害の原因として、次のようなことが考えられる。

1 ドラグ・ショベルを運転するために必要な技能講習を修了していない者に

運転させたこと

2 ドラグ・ショベルのバケットを高くあげたまま下降運転をしたこと

3 事前に作業計画を作成しておらず、具体的な安全対策についての安全衛生

教育が行われていなかったこと

4 この事業場では、ドラグ・ショベルを使用する作業について、現場責任者

による管理監督が行われていなかったこと



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 ドラグ・ショベルを使用して作業を行わせる場合には、就業制限に係る有

資格者であることを確認して作業を行わせること

ドラグ・ショベル（機体重量 3 トン以上）を使って作業を行うためには、

技能講習資格の中でも車両系建設機械（整地・運搬・積み込み用及び掘削用）

運転技能講習修了証が必要である。

2 ドラグ・ショベルの基本操作と安全な運転操作を作業者に習熟させること

ドラグ・ショベルの ブームやバケットをあげたまま、斜面を下降させるこ

となどの危険な運転操作を行わないよう、基本操作と安全な運転操作方法に

ついて教育を徹底する。

3 ドラグ・ショベルを使用して作業を行わせる場合には、あらかじめ現場の

状況を調査し、それに基づいた作業計画を作成するとともに、これに基づい

て具体的な安全対策についての安全衛生教育を行うこと

4 現場責任者に対し、現場において作業計画に基づいた適切な作業指示を行

わせる等、現場の管理監督を徹底すること



アース・オーガーを解体中、スクリューに激突される

アース・オーガーは、長いスクリューを回転させることによって地面に円柱

状の穴を開け、その空間にセメントと鉄筋等を入れて杭を築造する車両系建設

機械である。

本災害は杭打ち作業が終了し、機械(総重量 82 トン、リーダーの高さ 24m)を

機材センターに搬送するため、機械を解体している時発生した。スクリューの

解体作業の手順は、次の通りである。

（1） 下部スクリュー(長さ約 8m)の半分が地中に残る高さまで減速機ごと巻き

上げる。

（2） 下部スクリューの上部に補助ウインチのワイヤを掛ける。

（3） 上部スクリューと下部スクリューとの継手ピンを抜き、分離させる。

（4） 上部スクリューを減速機ごとさらに巻き上げる。

（5） 地上に出るまで下部スクリューを巻き上げ、降ろす場所まで約 30 度、

上部旋回体を旋回させる。



（6） 下部スクリューの下端を地面に立てて、つり上げているワイヤを繰り出

していく。

（7） 下部スクリューを地面に横たわせる。

この作業は作業指揮者を含め 5 名で行っており、被災者は運転者に合

図をする役目であった。

上記（6）の作業に際しては、作業指揮者はリーダーの上部が電話線に接触し

ないように監視しており、作業者 2 名は溶接機等の準備を行っていた。

運転者は、被災者がリーダーの陰になり姿を確認できなかったが、被災者か

ら 3 回笛の合図(2 回吹くと巻上げ、3 回吹くと巻下げで、吹く速さで昇降速度

を指示することになっていた)があったので、サブウインチのクラッチを切り、

ブレーキで降下速度を調整しながら降下(いわゆる自由降下)させていた。

下部スクリューの上端が地上に着く直前、運転者は被災者の悲鳴を聞き、運

転席から身を乗りだしたところ、被災者がスクリューの下敷きになっているこ

とを発見した。

（1） 被災者が倒れてくるスクリューの下部に立ち入ったこと。

（2） 運転者の死角になる場所で合図を行ったこと。

（3） 運転者が動力による降下ではなく、速度のコントロールの難しい自由降

下により降下させたこと。

（4） 作業指揮者の作業の指揮が十分でなかったこと。

（1） 危険箇所への立入禁止を徹底すること。

（2） 作業の状況に応じトランシーバーの使用等確実に合図が行える措置を講

じること。

（3） 狭い場所で重量物を降下させる場合は、動力により降下させること。

（4） 作業指揮者は、確実な作業の指揮、作業の監視ができるよう作業手順や

作業者の配置等を事前に十分検討すること。



つり荷が落下して下敷きになり死亡

本災害は、農業用水管敷設工事において、ドラグ・ショベルでつっていた送

水管が玉掛けしたワイヤロープから抜け落ち、掘削溝内で作業していた被災者

が下敷きとなったものである。

災害の発生した工事は農業用水管(鋼製および塩ビ製)を全長 7.3km にわたっ

て敷設するものであり、本災害は、そのうちの幹線となる鋼製送水管(長さ 1.2m、

口径 0.7～0.9m、重さ 470kg)を敷設する作業を行っているときに発生した。

災害発生当日は 11 名が現場に入り、被災者の他 A、B、C の 3 名が鋼製送水

管敷設作業につき、7 名が掘削溝の床敷きならし作業に就いていた。

鋼製送水管の敷設作業における作業分担は、A がドラグ・ショベルの運転、

B(玉掛技能講習修了者)が送水管の玉掛け、C と被災者が送水管の接続を行うこ

ととしていた。また、B が作業全体の指示を行うこととしていた。

作業は、まずBがCと被災者の補助の下、ワイヤロープ(径 8mm、長さ 3.12m)2

本を使用し、送水管を、ドラグ・ショベルのバケットに付属しているフックに

玉掛けした。

玉掛けの方法は、図に示すように 2 本のフック付きワイヤロープのアイをド

ラグ・ショベルのバケットに付属しているフックに掛け、ワイヤロープを送水

管に一回巻いて、ワイヤロープのフックで止めるという方法で行った。なお、

ドラグ・ショベルのフックは環状の丈夫な構造のものでバケットの裏に確実に

溶接止めされており、外れ止め装置が付いていた。

その後、C と被災者は掘削溝内に降り、送水管を継ぎ合わせる準備作業をし



ていた。A がドラグ・ショベルで送水管をつり上げて旋回を開始し、いったん、

施工済の送水管の端から 1.5m のところで停止させたところ、送水管が抜け落ち、

最初に C に当たり、その後被災者の上に落ちた。C は負傷し、被災者は送水管

の下敷きになり死亡した。

（１）ドラグ・ショベルによる荷のつり上げ作業を行ったこと。

（２）玉掛けの方法が適切でなかったこと。

（３）荷の落下する恐れがある場所で作業を行わせていたこと。

（１）ドラグ・ショベル等車両系建設機械を主たる用途以外の作業で使用しな

いこと。

（２）玉掛けは荷の形状等に合った適切な方法で行うこと。

（３）つり荷の落下等による危険が生ずるおそれのある箇所に作業者を立ち入

らせないような措置を講じること。



ドラグ・ショベルで U 字溝をつり上げ作業中、U 字溝に激突される



本災害は、造成地内の道路の両側に U 字溝を敷設する作業において、ドラ

グ・ショベルで U 字溝をつり上げて移動させていたところ、被災者に激突した

ものである。

災害が発生した工事は、田圃を宅地造成するものであり、造成地の中央部の

道路の両側に側溝を作る作業を行っていた。側溝はコンクリート製 U 字溝(長さ

2m、幅上部 50cm、底部 40cm、高さ 45cm、重量 380kg)を敷設することにより

構築するものであり、前日までに U 字溝敷設予定箇所の掘削をドラグ・ショベ

ルを使用して終えていた。

災害発生当日、作業指揮者 A、作業者 B、C、D および被災者の 5 名が午前 8

時より朝礼を行い、その後 A は U 字溝をつる金具を買いに現場を離れた。現場

に残った作業者は前日に掘削した溝の底部に、砕石を敷き転圧する作業を行っ

ていた。

午前 9 時ごろ A が U 字溝をつるための L 字型ボルトを購入してきたので、U

字溝を敷設する作業に取りかかった。B と C が U 字溝の中央部分にあるネジ穴

に L 字型ボルトをねじ込み、L 型ボルトに吊りビーム(天びん)を掛け、A が運転

するドラグ・ショベルのバケットに取り付けられたフックに掛ける作業、被災

者と D は溝の中でドラグ・ショベルにより運ばれてきた U 字溝のつりビームを

外し、U 字溝を設置する作業を行っていた。

午前中に、図 1 のように直線部分に 4 個、約 60 度折れた部分に 2 個の計 6

個の U 字溝を設置した。

午後からは、午前中に敷設した U 字溝に続き、また折れる箇所に 7 個目を敷

設することになっており、6 個目の U 字溝との接続の関係で、7 個目の U 字溝

については片側の一部分を縦 25cm、横 40cm の大きさで切断した。

その後、B と C が午前中と同じ要領で L 型ボルトにつりビームを掛け、A が

U 字溝を吊り上げると、切断した側が軽くなったため斜めづりの状態になった。

斜めづりの状態のままAは被災者とDがU 字溝を布設するために待機してい

る方向に U 字溝を移動させた。被災者と D の間に U 字溝が運ばれてきたと同時

に、反動で U 字溝が図 2 のように L 型ボルトを支点に 180 度回転して、被災者

に当たった。

なお、L 型ボルトには大きな変形等は見られなかった。

(1) ドラグ・ショベルをつり作業に用いたこと。

(2) U 字溝の重心が偏っている状態でつり移動させたこと。

(3) 不安定な状態でつり上げられた U 字溝の周囲に作業者を配置したまま作業

を行ったこと。



(1) つり作業については、移動式クレーンを用いること。

(2) つり上げた荷と接触またはつり上げた荷の落下により作業者に危険が生じ

るおそれのある箇所に作業者を立ち入らせないこと。



ハンドガイド式振動ローラーの後進時に車両積載形トラッククレーンとの間に

挟まれる



本災害は、ガス管の埋設工事における復旧作業において発生した。

災害発生当日、会社事務所において、工務課長より、当該工事の作業者全員

に対し、その日の作業内容、使用機械、施工方法の概要について説明があり、

各人の作業について指示がなされた。

作業現場へは 6 名が行き、午前 8 時ごろから作業を開始した。

作業は、次の手順で行われた。

（１）アスファルト合材を運んできたダンプトラックが、作業現場にバックの

状態で進入し、アスファルト合材を散布する。

（２）散布されたアスファルト合材を 2、3 名の作業者が、スコップで均一に敷

きならす。

（３）スコップで敷きならされたアスファルト合材をレイキを使用してさらに

均一にならす。

（４）その上を、振動ローラーを使用して、前進、後進を繰り返し、転圧して

締め固める。

（５）転圧部分のうち、既設部分との境目および転圧が不十分な部分について

は、ガスバーナーで暖め、アスファルト合材を軟らかくして、均一になら

す。

以上の作業を繰り返して、当日の作業終了予定時になった時に、アスフ

ァルト合材が余っており、意外に早く作業が進んだので、予定外の部分に

ついても作業を行うことになった。

一方、この時、掘削作業に使用した用具、資材等を運搬するため、車両

積載形トラッククレーンを前記転圧作業場所内に停車させた。

被災者は、次の作業場所に行くため、振動ローラーを後進の状態で運転(速

度約 1.6km／h)していたが、進行方向に車両積載形トラッククレーンが停車

していることに気付かず、そのまま車両積載形トラッククレーンの右横部分

に衝突し、振動ローラーのハンドル部との間に挟まれた。

（１）振動ローラーによる転圧作業を行う範囲に、関係者以外の立入禁止表示

等の措置を行わなかったこと。車両積載形トラッククレーンの作業現場内

の走行について誘導等を行わなかったため、振動ローラーの作業範囲内に

停車させたこと。

（２）振動ローラーを後進するとき、後方の安全確認を行わなかったこと。

（３）後進時、操作者が操作ハンドル部と障害物との間に挟まれた場合、操作

レバーがニュートラルに戻り、急停止するという装置が取り付けられてい

なかったこと。

（４）操作者に対し、特別教育を行わなかったこと。



（１）振動ローラーによる転圧作業を行う範囲については、関係者以外の者が

入らないように区画分けをすること。

（２）後進で操作を行う場合、後方の安全確認を行うことは当然のことである

が、障害物との衝突の場合を考慮し、操作レバーがニュートラルに入り、

同時に急停止する装置が開発されているので、それを取り付ける配慮を行

うこと。

（３）操作者に対し、特別教育を実施すること。



移送用トラックの荷台に積込み中、ドラグ・ショベルが転落し、下敷きに

本災害は、移送用トラック(荷台傾斜式)にドラグ・ショベルを積込み作業中、

荷台に平行に積込まなかったために、荷台からドラグ・ショベルが転落し、ド

ラグ・ショベルの運転者が下敷きになったものである。

災害が発生した工事は、土砂を掘削し整地するというものであった。現場は、

丘状の傾斜地であったが、既に掘削が完了し、平らになっていた。

この工事では、ドラグ・ショベルおよびブル・ドーザーを各 1 台使用して、

土砂の掘削および整地を行っていたが、掘削作業が一応終了したため、ドラグ・

ショベルを他の工事現場に移送することにした。

現場は、前日からの雨で入り口付近は整地用の粘土のためぬかるんだ状態で

あった。

災害発生当日、作業は 3 人で行っていた。作業者 A はブル・ドーザーの運転、

作業者 B はトラックの運転、作業者 C(被災者)はドラグ・ショベルの運転を担当

した。

作業者 A は、ブル・ドーザーを使用してトラックが現場に入りやすくするた

めに、現場入口の整地を行った。



作業者 B は、現場の地表がぬかるんでいたので、トラックを現場から出しや

すくするため、トラックの前部を道路に残し、荷台の部分のみを現場に入れる

形で駐車した。次に、トラックのアウトリガーを伸長し、トラックの荷台を約

10 度(最高)まで傾けた。その後、B は、トラックの前部が道路に出ていたため、

交通整理を行った。そのころ A は、ブル・ドーザーで他の場所を整地していた。

被災者 C は、1 人でドラグ・ショベルをトラックの荷台に積込むため、次の

作業手順で作業を始めた。

（１）ドラグ・ショベルのブームをトラックの方へ向け、ドラグ・ショベルを

前進させる。

（２）ドラグ・ショベルのブームを下げ、バケットで地面を押さえながら、ド

ラグ・ショベルのクローラ前部を持ち上げ、トラックの荷台に上げる(図 1)。

（３）クローラ部分の約 3 分の 1 がトラックの荷台に乗った状態になるまでド

ラグ・ショベルを前進させる。

（４）ドラグ・ショベルの上部を 180 度旋回し、バケットを地面につけながら

後進する(図 2)。

これらの作業を行っていたところ、ドラグ・ショベルがトラックの荷台から

転落し、その時 C が運転席から投げ出され、ドラグ・ショベルの下敷きになり

死亡したものである。

事故発生時のドラグ・ショベルとトラックの状態は、以下の状況であった。

（１）ドラグ・ショベルの進行方向は、トラックの荷台に対して約 15°ずれて

進んでおり、斜めになっていた。

（２）トラックの荷台の幅が 2.4m であるのに対し、ドラグ・ショベルの幅は

2.7m であった。

（１）道板・盛り土等を使用せず、ドラグ。ショベルのバケットを利用して、

荷台後部と地面との間に段差がある荷台傾斜式トラックの荷台に積み込も

うとしたこと。

（２）誘導されることなく、単独で、しかも後方の視野が不十分な状態で、ド

ラグ・ショベルの積込みを行ったこと。

（３）荷台傾斜式トラックの車幅より、ドラグ・ショベルの車幅が広かったこ

と。

（４）ドラグ・ショベルがトラックの荷台に対して斜めに上がっていったこと。

車両系建設機械を荷台傾斜式トラックに積込む場合は、

（１）道板・盛り土を使用する等、安全な方法で行うこと。

（２）作業計画を作成するとともに、作業指揮者を定め、その指揮の下に作業



を行うこと。

（３）車両系建設機械を移送するトラックは、移送する車両系建設機械の重量・

車幅にあった大きさのトラックを使用すること。


