
確 定 版

大阪労働局　労働基準部　安全課

番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

1 3月 その他の土石製品製造業 男 50代 作業者 2ヶ月
はさまれ、
巻き込まれ

コンベア

　工場内に設置されている搬送ラインのコン
ベア下部に落ちている砂等を掃除していたと
ころ、コンベアの歯車に衣服が巻き込まれ、
首が圧迫され窒息した。

2 5月 その他の化学工業 男 60代 作業者 4年 爆発
その他の危険物、

有害物等

　事業場に設置の焼却炉付近で爆発音がした
ため、従業員らが駆け付けたところ、被災者
が火だるまになっており、救急搬送され治療
していたがその後死亡した。

3 7月 プラスチック製品製造業 男 60代
プラスチック製品

製造工
31年 飛来、落下 荷姿の物

　つり上げ荷重１．００１５ｔの床上操作式
天井クレーンにて、フレコンバッグに入った
ＰＥＴ原料（約８００ｋｇ）をホッパーへ投
入しようとしたところ、フレコンバッグのつ
り紐部分４本のうち２本が突然切れたため、
落下した荷とホッパーの間に頚部を挟まれ
た。

4 9月 製鉄・製鋼・圧延業 男 40代 伸線工 3年 飛来、落下 玉掛用具

　Ｃ型フックを取り付けた定格荷重２．８ｔ
のホイスト式天井クレーンを操作して、鋼線
材コイル３束を吊り上げ移動していたが、吊
り荷を停止し９０度回転させる位置で、コイ
ル１束（重量約５００ｋｇ）が被災者の上に
落下した。

5 9月 プラスチック製品製造業 男 50代 運転者 3年 墜落、転落 分類不能

　倉庫内において一人で荷の片づけ作業を
行っていたが終業時間になっても帰社しな
かったため、他の者が倉庫に確認に行ったと
ころ、頭から血を流した被災者を発見し、そ
の後救急搬送したが死亡した。

6 12月 セメント・同製品製造業 男 50代 運転者 21年
はさまれ、
巻き込まれ

トラック

　木造家屋建設工事現場において、基礎コン
クリートの打設作業終了後、ミキサー車を停
車位置から４ｍほど前進させた後、エンジン
を停止せず、サイドブレーキも使用しない状
態で運転席を離脱したところ、後方にミキ
サー車が逸走し、後方から人力で押し返そう
としたが、ミキサー車とポンプ車にはさまれ
た。

2019年（平成31年／令和元年）死亡災害発生の概要（製造業）



確 定 版

大阪労働局 労働基準部 安全課

番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

1 1月 その他の建設業 男 40代 解体工 5年 激突され 解体用機械

　民家解体工事において、解体用つかみ機にて
解体作業を行っていたところ、旋回範囲内で廃
材の仕分作業等を行っていた被災者が解体用つ
かみ機の上部旋回体とブロック塀との間に挟ま
れた。

2 2月 その他の建設業 男 60代 大工 31年 崩壊、倒壊 金属材料

　倉庫内において、アルミ建材（長さ４ｍ、重
さ５kg～７kg、５０本～１００本）を選定中、
荷が崩れて下敷きとなった。

3 2月 その他の建築工事業 男 20代 塗装工 3年 墜落、転落 足場

 Ｓ造６階建ての簡易宿泊所のルーフバルコニー
の周囲に設けられていたフェンスの台風により
内側に傾いた部分の補正作業中、フェンスの外
に出て、中庭に設置された高さ約１７ｍのクサ
ビ式足場上でフェンスを垂直になるよう外側か
ら支える工程を終え、足場の手すりに寄りか
かって座り込んだところ、手すりと作業床の隙
間から、後ろ向きに墜落した。

4 3月 木造家屋建築工事業 男 60代 大工 40年 墜落、転落
屋根、はり、もや、

けた、合掌

　垂木の出鼻をそろえるための墨打ち作業中、
屋根から約３．５ｍ下の地面に墜落した。

5 3月 その他の土木工事業 男 70代 土工 30年 激突され
その他の

建設機械等

　法面にアンカーボルトを施工する工事におい
て、同僚と足場上の削孔機を移動中に削孔機が
転倒し被災者の胸部に激突した。

6 4月 木造家屋建築工事業 男 60代 大工 40年 墜落、転落 開口部

　木造３階建て建売住宅の建設現場において、
３階の床上で移動式クレーンによる資材の受け
入れ作業を行っていたところ、本設の階段設置
部分の開口部から１階まで６．２７ｍ墜落し
た。

7 5月 その他の建設業 男 50代 屋根ふき工 30年 墜落、転落
屋根、はり、もや、

けた、合掌

　平成３０年の台風２１号により被害を受けた
建物の屋根補修工事において，作業を行ってい
たスレート屋根を踏み抜き，高さ約６．１ｍ下
のコンクリート床に墜落した。

8 5月 建築設備工事業 男 40代 電工 23年
交通事故
（道路）

乗用車、バス、
バイク

　自社の倉庫から、自家用バイクで現場へ戻る
途中、信号のない交差点を直進していたところ
左側から直進してきた乗用車と衝突した。

9 5月 その他の建築工事業 男 60代 板金工 34年 墜落、転落 足場

　作業員２名で工場の樋の改修を行っていたと
ころ、鋼管足場の３段目の作業床上（高さ約５
ｍ）で、３分割に切断した縦樋の上部を取り外
し、地上の同僚に手渡した後、突然、地上に墜
落した。

10 6月 木造家屋建築工事業 男 70代 作業者 15年 墜落、転落
屋根、はり、もや、

けた、合掌
　２階屋根（高さ７３３ｃｍ）の補修工事を
行っていたところ、墜落した。

11 6月
鉄骨・鉄筋コンクリート造

家屋建築工事業
男 20代 鉄骨工 2年 崩壊、倒壊

その他の仮設物、
建築物、構築物等

　Ｓ造新築工事の鉄骨建方において、鉄骨上部
でボルト締めを行っていたところ、鉄骨が倒壊
し、倒壊した鉄骨の下敷きとなった。

12 7月 その他の建築工事業 男 70代 大工 48年 墜落、転落 足場

 木造２階建て住宅の屋根に上り、瓦等の点検補
修作業を行った後、住宅外周に設置したくさび
式足場の建地となる支柱をつたって地上へ下り
る途中に足を踏み外し、地上高さ３．４８ｍの
箇所から墜落した。

2019年（平成31年／令和元年）死亡災害発生の概要（建設業）



番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

13 8月 その他の建築工事業 男 50代 とび工 31年 墜落、転落 足場

　吊天井耐震化工事用の棚足場を設置するた
め、最上層の作業床に足場板を敷き詰める工程
で、下方から足場板を受け取る作業をしていた
ところ、開口部から９．８ｍ下のフロアーに墜
落した。

14 8月 その他の建築工事業 男 20代 屋根ふき工 10年 墜落、転落
屋根、はり、もや、

けた、合掌

　工場建屋の屋根補修工事において、使用する
スレート材を手に持ち、スレート屋根上に敷か
れた幅２０cmの歩み板を徒歩で移動し、持っ
ていたスレート材を明り取り窓付近に置いてい
たところ、明り取り窓を踏み抜き、約７ｍ下の
コンクリート床に墜落した。

15 8月 木造家屋建築工事業 男 70代 解体工 20年 墜落、転落
その他の仮設物、
建築物、構築物等

　木造２階建て住宅の解体工事中に外部養生の
ための丸太を組み立てていたところバランスを
崩し約６メートル墜落した。

16 9月 その他の建設業 男 50代 解体工 0年 墜落、転落
屋根、はり、もや、

けた、合掌

　木造２階建て個人住宅の解体工事現場にて、
バールのような手工具を用いて屋根上中３．７
ｍ下の階段部に墜落し、さらに１．３ｍ下のコ
ンクリートの床に墜落した。

17 9月 その他の建築工事業 男 50代 作業者 1ヶ月
高温・低温の物

との接触
高温・低温環境

　建設現場において、コンクリート打設作業を
行っていたところ、１４時３０分頃に被災者が
倒れ、救急車で搬送されるも死亡した。

18 11月 その他の建設業 男 50代 塗装工 1ヶ月 墜落、転落 足場

　４階建てマンションの改修工事（塗装）にお
いて休憩を取るため足場を移動中、バランスを
崩して隣地との境界フェンス（高さ２１８ｃ
ｍ）の上に墜落した。

19 11月 木造家屋建築工事業 女 20代 運転者 3ヶ月 飛来、落下 解体用機械

　木造住宅の解体作業中、解体用つかみ機で、
梁とつながった柱をつかみ旋回していたとこ
ろ、梁が柱から外れ地面に落下した後、近くの
ドラグショベルのキャタピラに座っていた被災
者の方向へ倒れ激突した。

20 11月 その他の建設業 男 72 解体工 30年 墜落、転落 開口部

　解体工事現場において、屋上にてコンクリー
トガラを開口部より１階に落としていた被災者
がいないことに現場責任者が気付き、辺りを探
すも見当たらず、先に帰ったものと思っていた
が後日、１階のガラの山付近で倒れているのが
発見された。
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1 2月 一般貨物自動車運送業 男 50代
貨物自動車

運転者
10年 その他 起因物なし

　配送途中、道路上にて、休憩のため側道で停車
していた際、虚血性心疾患により死亡した。

2 3月 ハイヤー・タクシー業 男 70代 運転者 14年
交通事故
（道路）

乗用車、バス、
バイク

　高速道路において、前方を走行していたトラッ
クを追い抜き、再び追い越し車線に入った直後、
スリップし、左側のガードレールに衝突。そのは
ずみで中央分離帯に衝突した後、後方を走行して
いたトラックに追突された。

3 3月 一般貨物自動車運送業 男 50代
貨物自動車

運転者
19年

交通事故
（道路）

トラック
　県道の交差点において、運転していた４トンウ
イング車が走行していた乗用車の側面に当たり、
その弾みで電柱に衝突、横転した。

4 4月 一般貨物自動車運送業 男性 52 運転者 28年 その他 起因物なし
　大型トラックで事業場を出発したが、「道の
駅」の車内で意識を失っているのを発見され病院
に搬送されたが、くも膜下出血で死亡した。

5 6月 一般貨物自動車運送業 男 40代
貨物自動車

運転者
20年

交通事故
（道路）

トラック
 タンクローリーにて液糖を運搬中、高速道路側壁
に激突・横転した。

6 6月 一般貨物自動車運送業 男 50代
貨物自動車

運転者
2年 激突され 荷姿の物

　ロールボックスパレット（かご車）２台を荷室
からテールゲートリフターの昇降板で、地上に降
ろしていたところ、昇降板が接地する直前に、か
ご車が転倒し、その下敷きとなった。

7 9月 一般貨物自動車運送業 男 50代 運転者 33年
はさまれ、
巻き込まれ

トラック

　構内で、低速で走行してきたトラックの前輪に
ひかれ、２～３ｍひきずられ両足大腿部のデグ
ロービング損傷（皮膚離脱）を負ったため、病院
に搬送したが死亡した。

8 10月 一般貨物自動車運送業 男 50代
貨物自動車

運転者
3年 飛来、落下 荷姿の物

　客先に所属する労働者がフォークリフトを用い
て荷の積み替え作業を行っていたところ、荷の一
つがバランスを崩し倒れそうになったため、その
荷を支えようとしたが支えきれず、荷の下敷きに
なった。

9 10月 一般貨物自動車運送業 男 50代
貨物自動車

運転者
26年 墜落、転落 トラック

　配送先において、最大積載量２８．４ｔのト
レーラーの荷台上で荷に掛けられたシートを畳む
等の荷下ろし準備作業を行っていたところ、高さ
１４８ｃｍの荷台上から墜落した。

10 11月 陸上貨物取扱業 男 50代 作業者・技能者 1年 激突され クレーン

　倉庫内に保管している鋼材の出荷準備のため天
井クレーンを使用し移動させようとしたところ、
ペンダント操作を誤り自身の方向へ動かしてしま
い、鋼材に激突され、後ろ側に積んであった鋼材
の上に押し上げられた。

11 11月 一般貨物自動車運送業 男 50代 運転者 17年 墜落、転落 トラック

　配送先の駐車場にトラックを停車させ、店内へ
荷物を配送するためトラックの荷台から降りよう
としたところ、車両ステップを踏み外し、墜落し
た。なお、保護帽は着用していなかった。

12 11月 一般貨物自動車運送業 男 50代 運転者 21年
交通事故
（道路）

トラック
　トラックに乗り、高速道路を運転していたとこ
ろ、渋滞していた最後尾の車両に追突した。

2019年（平成31年／令和元年）死亡災害発生の概要（運輸業）
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1 3月 その他の廃棄物処理業 男 60代 運転者 15年
交通事故
（道路）

その他の乗物

　パッカー車を運転中、交差点で横転し、電柱、
信号、ガードレールに衝突しながら壁に激突し
た。

2 5月 その他の商業 男 30代 作業者 3年
はさまれ、
巻き込まれ

その他の
一般動力機械

　シャーリングマシンの付属設備である昇降式コ
ンベアのレベル調整を行っていたところ、エアが
抜け下降したコンベアとフレームに頭が挟まれ
た。

3 5月 その他の廃棄物処理業 男 80代 ゴミ収集員 40年
はさまれ、
巻き込まれ

トラック

　ごみ収集車を停車させ、廃棄段ボールの収集作
業を行っていたところ、ごみ収集車が後進方向に
逸走し、建物の壁とごみ収集車にはさまれた。

4 5月 その他の卸売業 男 60代
営業・販売
関連事務員

5年
交通事故
（道路）

乗用車、バス、
バイク

　国道の交差点で横断歩道上を青信号で西から東
に向かって歩いていたところ、国道を北進する軽
自動車にはねられた。

5 6月 ビルメンテナンス業 男 30代 清掃員 3年 墜落、転落
屋根、はり、も

や、
けた、合掌

　マンションの２階共用廊下において清掃作業を
行っていたが、同廊下外側の手すり壁を乗り越
え、清掃作業箇所でないエントランスホールの屋
根部（高さ３．７５ｍ）に乗り移った後、屋根部
より墜落した。

6 7月 公園・遊園地 男 20代 接客社交係 8ヶ月
高温・低温の

物
との接触

高温・低温環境

　ショーのため、着ぐるみを着てダンス等の練習
を終え３００ｍほど離れた控室に戻る途中、自力
で歩けなくなり仲間に両脇を抱えながら控室に戻
り介抱されていたが、その後救急搬送された病院
で死亡した。

7 7月 その他の廃棄物処理業 男 50代 ゴミ収集員 23年
交通事故
（道路）

乗用車、バス、
バイク

　ゴミ収集車で交差点を東から西に向かって青信
号に従い走行中に、赤信号であるにもかかわらず
南から北に向かって交差点内に侵入して来た車両
に衝突された。

8 8月 その他の事業 男 50代 技術者 7年
有害物等との

接触
その他の環境等

　国道の道路防災点検のため道路脇斜面等の点
検・調査を実施している際に顔の頬付近を蜂に刺
されたため、病院へ搬送したがアナフィラキシー
ショックにより死亡した。

9 8月 その他の商業 男 40代 作業者 4ヶ月
有害物等との

接触
異常環境等

　１４時頃に業務を終え、トラックをコインパー
キングに駐車し、冷凍庫内にドライアイスが残っ
ている状態でトラックから離れたが１９時頃に戻
り、エンジンを始動し、荷台冷凍庫に入った。そ
の後、警察により窒息して倒れているのが発見さ
れた。

10 9月 警備業 男 40代 警備員 18年
交通事故
（道路）

トラック

　高速道路のジャンクションにおいて、道路工事
の交通誘導業務が終了したため、交通規制の撤去
作業を行っていたところ、走行してきたトラック
と接触し、規制車両との間に挟まれた。

11 10月 その他の卸売業 男 50代
貨物自動車
運転者

1ヶ月
交通事故
（道路）

トラック

　高速道路を走行中、２ｔトラックの右前輪が
バーストしたため、片側２車線の左端に停車、下
車してトラックの前に立ちタイヤの状況を確認し
て上司に電話していたところ、後方より４ｔト
ラックが追突し、２ｔトラックの下敷きとなっ
た。

12 11月 社会福祉施設 女 50代
社会福祉事業
専門職員

4ヶ月
交通事故
（道路）

乗用車、バス、
バイク

　利用者宅へ事業場貸与の原付バイクで直行し、
介護を行った後、２件目の介護開始まで時間が
あったため、事務所へ戻る途中、ダンプトラック
と接触した。

2019年（平成31年／令和元年）死亡災害発生の概要（その他）



番号 発生月 業　　種 性別 年齢 職　種 経験 事故の型 起因物 発　生　状　況

13 11月 その他の卸売業 男 70代
再生資源卸
売・

回収従事者
7年

はさまれ、
巻き込まれ

その他の
一般動力機械

　古紙リサイクル用の紙プレス機を清掃作業中、
紙プレス機のシリンダーに胸部と頭部を挟まれ
た。

14 11月 その他の事業 男 60代 作業者 20年 墜落、転落
屋根、はり、も

や、
けた、合掌

　木造２階建ての屋根に設置されたソーラーパネ
ルの定期点検のため、住宅の東面から屋根に上っ
て作業を行っていたところ、屋根の西側の端部か
ら地上まで墜落した。

15 12月 漁業 男 70代 作業者 20年
はさまれ、
巻き込まれ

その他の
動力クレーン等

　シラス漁を終え、海上において漁で使用した引
き網をネットローラーと呼ばれる巻き取り機で巻
き取る際、ネットローラーのローラーとワイヤー
ロープに挟まれた。


