
令和4年7月1日現在 企画部技術管理課

速報
№

発生日(曜日)
発生
時刻

工事種別 災害分類 事故分類 事故の概況

25 R4.06.01（水） 14:40 河川維持工事 物損公衆 公共物損傷
伐採・伐木作業中、倒木した杉が橋梁に倒れ、高欄上部にぶつ
かり最上段手摺り1スパンを損傷させた。

26 R4.06.06（月） 13:05 河川工事 その他 埋設物損傷

旧民家跡地に作業員休憩所を設置する為、ブルドーザにて整地
作業を行っていたところ一部地盤の沈みを確認。手掘りにて掘
削後、水道管（塩ビφ13）のエルボが破損していることを確認
した。

27 R4.06.08（水） 08:00 発注者支援
交通事故
(被害)

一般車両損傷
通勤途中、T字路で一時停止し、左折する際に、左前方から来た
相手の車が右折する際にショートカットしたため、車両の前方
右側に衝突した。

28 R4.06.08（水） 11:50 道路維持工事
交通事故
(被・加害)

一般車両損傷
昼休憩のため工事現場から現場事務所へ向かう途中、林道走行
中に別業務の停止車両に接触し、運転者が車内内装にぶつかり
頭部右上を切った。

29 R4.06.08（水） 11:55 道路維持工事
交通事故
(被害)

一般車両損傷
パトロール車による道路巡回中に、前方を走行していたトラッ
クから鉄くずが落下し、走行中のパトロール車に接触した。

30 R4.06.09（木） 21:20 道路維持工事
交通事故
(被害)

一般車両損傷

夜間工事現場へ向かうため、国道を走行中に、沿道施設(一般企
業)から国道へ進入してきた車と衝突した。受注者軽トラック運
転席付近に相手一般車両の助手席側フロントがぶつかり、その
衝撃で歩道を乗り越え農耕地で停車したもの。
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31 R4.06.10（金） 09:50 発注者支援
自損事故
(被害なし)

一般車両損傷
工事現場駐車場にて徐行バック運転中、場内掲示板に接触し車
両を一部損傷。（掲示板の損傷はナシ）

32 R4.06.10（金） 11:55 発注者支援
自損事故
(被害なし)

一般車両損傷

乗車している職員を昼食場所で降車させ、待機場所が無いた
め、近隣のコンビニエンスストアで待機しようと移動した。コ
ンビニの駐車場へバックで駐車する際、コンビニの看板をガー
ドする防護柵に接触し、車両を破損させたもの。

33 R4.06.11（土） 12:30 トンネル工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

トンネル坑内（切羽付近）において、風管の延長作業を終えた高所作業車を坑外へ退避しよう
としていた。しかし、坑口付近では被災者が坑外へ向かって路盤の清掃作業をしていたため、
坑外に高所作業車を退避できない状況であった。これに気付いた運転席及び助手席に乗ってい
た作業員が清掃作業に参加しようと、高所作業車のサイドブレーキを引きエンジンを停止、降
車して清掃道具を取りに坑外へ徒歩で移動した。その後に高所作業車が無人の状態で坑口方向
へ逸走し、被災した。

34 R4.06.11（土） 11:15 舗装工事
交通事故
(被害)

ー
(物損公衆以

外)

当現場規制内において、一般車両のよそみによるハンドル操作
の誤りにより工事規制区間内へ車両を転落させた。

35 R4.06.14（火） 20:30 道路維持工事 その他
ー

(物損公衆以
外)

工事にて撤去した資材を乗せるための資材用フロート台船を本来の係留場で
はない河川中央部の仮橋Ｈ綱杭の横組チャンネルにワイヤーで係留してい
た。
その横組チャンネルを止めていたボルトが破断し、台船が流出して、下流に
設置していた当該工事用の汚濁防止フェンスに引っ掛かったもの。

36 R4.06.15（水） 11:30 舗装工事
交通事故
(加害)

道路施設損傷
砕石運搬用の１０ｔダンプが踏切を横断中、舗装の段差が著し
かったため、最徐行しているうちに遮断機が下りてきて、運転
席と荷台あおり間に遮断機が接触・折損した。
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37 R4.06.16（木） 16:40 ダム工事 物損公衆 架空線切断

仮設工事用道路の土砂置換作業を完了後、残土置場の残土整形作業を行おう
と土砂置換作業で使用していた小型バックホウ（0.2m3級）で移動した。移
動後、中型バックホウ(0.45m3級)へ乗り換え、残土置場へ移動しようとし
て、小型バックホウ（0.2m3級）を避けるためにブームを上げて旋回したと
ころ、防災告知端末線(架空線)に接触し切断した。

38 R4.06.17（金） 16:34 道路改良工事 死傷公衆
ー

(物損公衆以
外)

土砂運搬していたダンプトラック（10t）が現場へ入場するため
右折したところ、対向車線を直進してきた一般車と接触した。
接触した一般車は接触した勢いで反転しそのまま左側の田面へ
転落した。

39 R4.06.20（月） 08:33 河川工事 盗難
ー

(物損公衆以
外)

工事現場内に侵入するバリケードをどかされ、現場内に設置さ
れていた敷鉄板12枚が盗難された。

40 R4.06.19（日） 22:10 舗装工事
交通事故
(被害)

ー
(物損公衆以

外)

当現場規制内において、一般車両の漠然運転により誘導を無視
し規制内に誤進入対向車と鉢合わせにあり、誤進入に気づき
バックで戻ろうとした際、工事規制区間内に車両を転落させ
た。（当日は現場休工）

41 R4.06.20（月） 13:45 道路維持工事
交通事故
(被害)

ー
(物損公衆以

外)

落下物を拾うため停車した当出張所の道路パトロールカーが、
後続として走行してきた大型タンクローリーにぶつけられた。

42 R4.06.22（水） 10:40
測量・調査・
設計・点検等
業務

労働災害
ー

(物損公衆以
外)

ボーリング作業箇所から沢部右岸を歩いている際に足を滑らせ
転倒し、左手をついた際、左手小指基節骨を骨折した。
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43 R4.06.22（水） 08:00 発注者支援 その他
ー

(物損公衆以
外)

休日であった情報連絡員は、山菜を採りに一人で出かけた。昼
頃帰宅予定だったが、夕方になっても家に帰らないため（携帯
を持っていない）、警察に連絡した。

44 R4.06.23（木） 14:20 河川維持工事 物損公衆 露出線等損傷

肩掛式除草機械で除草作業中に太めの草に引っかかり、刃がは
じかれ、反動でケーブルを切断した。
現在、水門のCCTVが不通の状況。他の設備への影響について確
認中。

45 R4.06.24（金） 09:47 河川工事
交通事故
(被・加害)

工事車両損傷
掘削土砂運搬中に信号待ちで停車中の当該工事のダンプトラッ
クに、別の当該工事のダンプトラックが追突したもの。

46 R4.06.27（月） 23:19 橋梁保全工事
交通事故
(被害)

その他
橋において照明移設施工の為に片側交互通行にて作業中、下り
線走行中の大型トラックが規制帯に直進して規制車、進入車両
強制停止装置、簡易信号機を押しのけたあと停止した。

47 R4.06.28（火） 14:30 道路維持工事 物損公衆 一般車両損傷

除草作業を実施中、作業帯の脇をを走行中の一般車両のドライ
バーより飛び石により窓ガラスが割れた。との申し出（その場
で）あり。（飛散防止措置は実施していた）警察の現場検証結
果、断定は出来ないが作業時によるものと思われるとのこと。

48 R4.06.29（水） 09:06 トンネル工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

トンネル工事で使用する鉄筋をトラックの荷台より取り下ろし
中、誤って荷台より転落し頭部を打った。
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49 R4.06.30（木） 不明 舗装工事
交通事故
(被害)

ー
(物損公衆以

外)

終日車線規制のため設置した仮設ポストコーンが、休工中の夕
方から未明にかけて車両等の衝突により損傷していたのを８：
３０頃発見した。警察が現地確認し、原因者不明の交通物損事
故とのこと。また、第三者被害の現在は情報もなし。

・本資料は、各事務所・管理所から前週の月～日曜日までに報告頂いた全ての事故速報票を一覧にまとめたものです。
・本資料は、事故防止に向けた啓発活動、注意喚起用に利活用していただくもので、必ずしも工事事故の措置対象となるものではありません。
・速報№の順序は、報告順であり発生日時順とは異なる場合があります。
・港湾空港関係分含まず。
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