
令和４年度　東北地方整備局管内　工事事故発生一覧（速報）
令和4年9月1日現在 企画部技術管理課

事故
NO

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 事故の主たる要因

1 R4.04.12（火） 10:55 道路維持工事 物損公衆 道路施設損傷

国道における切土法面の立木伐採中に、ある程度の高さまで切り下げた立木を倒したとこ
ろ、隣接する立木の枝に絡まり国道側に向かって倒木した。倒木した立木が温度表示板へ
の引込み線に接触し、引込み線のジョイント部が外れ、温度表示板への通電が出来なく
なったものである。

・ルーチン作業の慣れによる危険予知不足があり、伐
採後の木を倒す際の高さを具体的に決めていなかっ
た。

2 R4.04.13（水） 12:20 ダム工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

EL.435m 盤の岩着CSGのモルタル吹付け作業に従事。アジテータ車待機中にホースを１本継
ぎ足し、材料到着後に吹付けを再開した際、閉塞し跳ねたホースが右足膝、左足親指付け
根に当り負傷した。

・アジテータ車の到着時間に空きがでていることをポ
ンプ操作者と吹きつけ者の間で連絡不足があり、結果
としてホース内の閉塞に気づけなかったこと。

3 R4.04.22（金） 03:00 ダム工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

監査廊内のボーリンググラウチング作業に従事。ボーリングロッド引き揚げ作業中に右手
首を挟まれ負傷した。

・経験の浅い作業員への安全教育や配慮が不足してい
た。
・ロッドのブレーキに関して、適切な使用方法や作業
手順となっていなかった。

4 R4.05.09（月） 15:55 河川維持工事 物損公衆 一般車両損傷
堤防川裏側の法面をハンドガイド草刈機で除草していたところ、通行車両の運転手から、
通過した際に助手席側窓ガラスに異音を感じ確認したところ、ガラス面に傷（損傷）があ
る旨の申し出があった。付近に他工事等は無いため、除草機械からの飛び石と判断した。

・飛び石対策が不十分だったこと。

5 R4.05.10（火） 09:35 建築工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

現場内北側外構部において作業員４名にて地中電線路の施工中、掘削が完了し配管敷設を
行う為作業員１名が掘削部（幅1.0ｍ深さ1.5ｍ程度）に入り敷設作業を行っていたとこ
ろ、掘削面が崩壊し作業員１名が崩れた土砂に埋没し被災したもの。

・土砂等が崩壊するおそれのある場所の危険防止措置が適正に講ぜられるよ
う、下請へ技術上の指導その他の必要な措置を講じていなかったこと。
・掘削箇所の点検を行わせていないこと。
・地面より低い箇所の昇降について、安全措置を講じさせおらず、また掘削作
業の危険（崩壊や流入）についての検討をさせていないこと。※指導票により
加算措置
また、建築工事との調整不足で施工計画書どおりの施工ではなかったこと。

6 R4.05.12（木） 10:35 舗装工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

側溝布設作業時、高さ調整の不調整プレートを設置しようと、３センチ程度側溝を吊上げ
し、不陸調整プレートを設置中に側溝内吊り金具がズレ、側溝と不陸調整プレートの間に
左手人差し指と中指第一関節から先を挟んで負傷した。

・玉掛の有資格者が吊り具の確認・再調整などを怠っ
ていたこと。
・吊荷の下に手を入れたこと。

7 R4.05.19（木） 15:05 道路維持工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

倒木等の恐れのある樹木を伐採し、伐採した枝等を3tダンプトラックに積込み、トラック
荷台で伐採した枝をチェーンソーで小割している際、チェーンソーがキックバック（跳返
り）し、左足の甲にあたり裂傷し出血したもの。

・経験が浅い作業員への安全教育や作業手順書の記載
が不足していたこと。
・ダンプトラック荷台上で不安定な姿勢のままチェー
ンソーで切断作業を行ったこと。

8 R4.05.25（水） 13:45 道路維持工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

盛土法面の雑木伐採作業において、チェンソーを使用して切り倒した雑木の枝払を作業
中、チェンソーの刃が切れにくくなったが刃を研がずに作業を続け、力を入れて枝を切っ
た勢いでチェンソーの刃が雑木の横にあった左足に接触し、左足の土ふまずの上部を負傷
したもの。

・チェンソーの点検・管理に不備があった。
・チェンソー作業における作業姿勢や保護具着用など
が適切ではなかった。
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9 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。

・伐採の経験が浅い作業員への安全教育や配慮が不足
しており、また予定外作業における指導も不充分だっ
た。
・作業手順書が未作成で伐採時の伐倒禁止法工が定め
られていないこと。結果、受け口が安易に橋梁側に設
定されていいたこと。

10 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。

確認中

11 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。

・架空線接触防止の施工上対策が不足していた。（架
空線前後の作業範囲分離が図られていなかった）
・誘導員（合図者）は配置されていたが、本作業外
（移動など）において監視体制が取られていなかった
こと。

12 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。

・運転手へ安全教育が行き届いておらず指導不足だっ
た。

13 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)

ボーリング機材撤去・運搬作業中に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。

・作業員への安全教育が行き届いていなかった。

14 R4.06.23（木） 14:20 河川維持工事 物損公衆 露出線等損傷
肩掛け式草刈機で除草中、硬い草に刈刃が弾かれ、プルボックス下の配管（2 本）を切断
し、水門堤内側ＣＣＴＶの通信ケーブル1 本、電源ケーブル1 本を切断した。

・作業手順などにおける構造物周りの除草方法や既設
構造物の事前確認・周知が不足していたこと。
・構造物周辺を手刈りせず、機械作業（鉄刃）したこ
と。

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

国道の上り線側を片側交互通行にて車道法肩部の除草作業を行っていた。加害者が肩掛け
式の草刈機を使用して作業を行っていた際に、平行して設置していた飛石防護ネットの防
護範囲外へ飛石が発生し、下り線を走行してきた被害者の車両の助手席側窓ガラスへあた
り、物損事故が発生した。

・仕上げ刈りの高さが低いのに、防護ネット規格等が
適切ではなく対策として不充分だった。
・交通誘導員の合図・連絡が不明確だったこと。

16 R4.06.29（水） 09:06 トンネル工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

トンネル坑口部終点側において、トンネル工事のインバート工で使用する鉄筋を鉄筋搬入
トラックから取り下ろし中、鉄筋搬入トラックの運転手がトラック荷台上で、荷台端部に
移動した際に、足元にあった鉄筋でバランスを崩し、トラックの荷台から転落したもの。

・資材搬入（ＯＮトラック）であることが現場作業員
へ共有されておらず、作業手順書も記載不足であっ
た。
・高さが2m未満だが、トラック荷台作業における転落
防止設備が不足していた。

17 R4.07.05（火） 11:00 河川維持工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

作業員はダム堤体左岸法面法尻部の平場における除草作業中において、刈払機（ナイロン
コードカッター）の回転部分に絡まったツルを除去しようと刈払機のエンジンを停止し、
刈払機の操作桿を左手で持ち、右手に持ったカッターナイフを自身の体方向に引いたとこ
ろ、勢い余って左手甲を裂傷した。

・作業計画書などにおいて、除草作業における安全関
係の指導が不充分だった。
・カッターナイフの刃を自身の手や身体がある方に引
いてしまった。
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18 R4.07.05（火） 15:00 道路維持工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

片側交互通行の規制帯の中で、刈り払い機で除草作業をしていたところ、雑草に埋もれて
いた金属片（2 ㎝×2 ㎝×10 ㎝程度）を刈り払い機ではじき、近くで交通誘導を行ってい
た被害者の左脚部（スネ）に当たったもの。

・予定外作業（除草）に伴う安全教育不足だったこ
と。
・草作業時における安全対策（飛散防止ネット）に不
備があったこと。

19 R4.07.11（月） 10:40
電線共同溝工
事

物損公衆 埋設物損傷
電線共同溝工事において支障となる歩道に埋設されている消雪管（コンクリート巻き立
て）を撤去する作業をしていたところ、水道の引込管とバックホーのバケットが接触し、
管を切断してしまったものである。

・台帳確認や試掘も行っているが、現地が合わないこ
とに対する想定がやや不足していた。

20 R4.07.26（火） 09:18
道路附属物工
事

労働災害
ー

(物損公衆以
外)

道路標識工事において、コンクリート基礎の型枠資材を積んだ移動式クレーン車のあおり
を作業員１人で開けようとしたところ、車両後方から補助作業をしようと急に被災者が現
れあおりをつかもうとしたが、作業員が既に手を離し降りるタイミングとなり、かつ、あ
おりをつかむ位置が悪かったため、制することができず右手小指を挟んでしまい指尖部を
切断した。

・経験の浅い作業員へ安全教育不足であった。またあおり
開閉の手順などの詳細が作業手順書として不足していた。
・重量物であるあおりの開閉に関する作業手順や危険予知
がなく、あおりの開閉補助装置やストッパー等の安全装備
もなく安全管理として不十分であった。

21 R4.07.28（木） 10:30 舗装工事 労働災害 一般車両損傷
県道で片側交互通行規制を実施していた際に、一般車両が交通誘導警備員の停止合図を無
視して走行してきたため、交通誘導警備員が車両を追いかけて停止を促したが車両と接触
して、その衝撃で転倒し車道舗装に顔面を打ち付け、打撲及び左瞼上裂傷の負傷をした。

・一般車両が誘導に従わない際に無理しない様な安全
教育が不足していた。
・日中の誘導では視認性が劣る誘導棒で対応している
こと。（旗未使用）

22 R4.08.02（火） 14:20 道路改良工事 物損公衆 道路施設損傷
町上下水道課担当者立会のもと水道管の試堀を行っていたところ、バックホウで水道管を
破損し、断水が生じたもの。(町上下水道課から出張所に連絡があり事案が判明)

・未熟練者に加えて作業進捗遅れで急ぎ作業など、安
全意識がおろそかになっており、手順書確認や教育不
足であったこと。
・埋設位置が不明確であったにもかかわらず、手堀り
をさせなかったこと。

23 R4.08.07（日） 06:00
フィルダム工
事

労働災害
ー

(物損公衆以
外)

二次ストックヤードにおいて、夜勤作業終了により重機（バックホウ）降車時に足を滑ら
せ、昇降用ステップに右脛を打ちつけた。

確認中

24 R4.08.09（火） 15:55
道路附属物工
事

物損公衆 架空線切断
車道のレベリング（舗装）作業のため、As合材をバックホウにてダンプから運搬作業中、
バックホウのアームが国道を横断しているNTT架空線に接触し、架空線の前後の電柱が傾斜
した。

確認中

25 R4.08.09（火） 12:20
フィルダム工
事

物損公衆 その他
原石山採取工事にて、12：20に原石山発破（ベンチカット）したところ、退避範囲（１０
０ｍ）外の２２０ｍ離れた堤体打設工事のバックホウに飛石（33cm×18cm）が当たり、塗
装が剥がれへこみが発生。

確認中

26 R4.08.10（水） 11:30 道路維持工事 物損公衆 環境汚染
雪崩対策箇所において、地盤改良（Ｍｅｇａジェット工法）の施工中、上部からの吹き出
しがないことから、周囲を確認したところ、川より噴出しているのを発見。（改良材１．
５ｍ３程度、川に流出）

確認中
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27 R4.08.12（金） 07:50 道路維持工事 物損公衆 一般車両損傷
国道法尻にある会社駐車場に駐車していた車両のリアガラスが割れていた。駐車していた
のは7:50～17:30。被害者が車両破損を発見したのが17:30。そのまま車両は修理に出し、
19:30頃110番通報した。

確認中

28 R4.08.23（火） 09:25 舗装工事 労働災害
ー

(物損公衆以
外)

場内ブロック張工の水抜きパイプの切断作業を充電式ディスクグラインダーを用いて行っ
ていたが、パイプを押えていた左手が滑り、右手で持っていた充電式ディスクグライン
ダーが左手甲へ当たり裂傷を負ったものである。

確認中

・業務履行中の事故を含む。港湾空港関係分含まず。
・速報であり、今後、修正・削除される可能性があります。
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