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Ⅰ．用具・手具関係

１．脚立・三脚

用具・手具で最も事故の多いのが、脚立、はしごであり、重大事故となることが多い。

脚立（三脚含む）が11例、ハシゴが3例であった。

（１）脚立・三脚の開脚防止のクサリを掛けずに作業中、脚が開いて、転落

①脚立上で作業中、脚が開き、落下、左肩強打

NO1（平成23年12月、11時頃、男・69歳）

花卉調整室の暖房効果を上げる

ため、広い室内を間仕切りしよう

と１ｍ幅のラブシートを2.5ｍの

高さの天井から吊す作業をしてい

た。３枚目を吊ろそうと脚立を移

動したとき、脚を広げ過ぎていた

ため、体重移動した際に、脚が滑

り完全に開脚、コンクリート床に

落下、左肩強打。

この脚立は長さ1.8ｍ、落ちた

高さは約1.2ｍ、40年前に購入し

たもので、開脚防止の留め金は壊

れており、また、４つ脚に元々ついていた滑り止めのゴムキャップも無くなってしまって

いたが、これまでも全く気にせずに使っていた。

②桃収穫中、８段脚立の最上段より転落、肋骨骨折

NO2（平成23年8月、7時半頃、男・70歳）

８段脚立2.4ｍの一番上に登って、桃の

収穫中、バランスを崩し、脚立の脚が滑

り完全開脚し墜落、足の開きは小さくし

た方が作業がはかどり、また、備え付け

のチェーンは枝などにひっかかり邪魔な

ので使用することはなく、いつも外して

いる。前の日が雨だったので滑る要因に

はなっていた。また、新しい反射マルチ

の上だったので、脚立の足でマルチを傷

つけないように、ゴム製の脚立用くつを

上に乗ったとき、脚が完全に開脚、落下、左肩強打

壊
れ

て
い
る

開
脚

防
止
金
具

無くなっている滑り

止めゴムキャップ

桃

脚立の最上段に乗って、桃収穫中、脚立の脚が滑って

完全に開脚し、バランスを崩し、転落、脚立の踏み台に

激突、肋骨６本骨折
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履かせていたのも滑りやすい要因になり、脚立が開いて倒れた。いつもなら、真下に落ち

るのだが、バランスを崩していたので、脚立の 1段目、２段目のところに腰を強く打ち付

けた。そのため、２段目アルミが約２ cm下にへこみ、１段目もすこしゆがんだ。

③脚立に昇って柿の収穫中、脚が完全開脚して落下、右脚脛骨骨折、１カ月入院

NO3（平成22年11月 8時頃、柿園で、男・71歳）

干し柿の生産農家で、通常の干

し柿に使う「三社柿」の収穫には

リフト車を使うが、受傷時はアン

ポ柿（ぼったりした感じの干し柿）

用の「平核無」（ひらたねなし）

の柿の木は、１本だけであり、樹

園地も歩いて５分くらいの距離で

もあるので、３本脚の脚立を肩に

担いで運び、平核無を脚立に昇っ

て収穫していた。その際、傾斜地

であったので脚立の３本脚のうち、

１本を大きく開いて設置し、天板

を含めて１０段のうち、８段目に

昇って収穫していた。脚立の脚を

開きすぎたためか、重量に耐えき

れず、開いていた１本の脚が滑り、

完全に開ききり、本人もズドと落下した。

落下の際、脚立の踏み台のどこかとぶつかり、右脚の頸骨を骨折した。

傾斜地で、脚立を大きく開脚していたので、開脚防止のチェーンが掛けられなかったの

で、掛けていなかった。

ズルッと滑った

ズ
ド
ン
と
落
ち
た

脚立がつぶれた状態
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④脚立に昇ってミカンの袋がけをしていて、脚が完全開脚して落下、左肩強打・打撲

NO4（平成23年8月 8時頃、みかん園、男・65歳）

緩やかな傾斜のみかん園で、約1ｍ程度の高さの３本脚の脚立の天板に乗ってみかんの

袋がけをしていた。突然、脚が完全開脚し、落下。斜度20～23°の斜面を約3ｍ余り転が

り落ち、さらに31°の斜面を1ｍ余

り落下、全身強打。事故後、しばら

く作業を続けていたが痛みが引か

ず、病院受診、左肩打撲。

開脚防止の鎖が35ｃｍであり、実

際の使用時の状態では60ｃｍの鎖が

必要であったが、短くて鎖をかける

ことがてきなかった。また、脚立角

度は82°とかなり急角度で使用して

いた。

柑橘は品種によっては、鳥獣害（主

に鳥による食害）を防止および日焼

け果の発生を軽減するために果実袋

をかける作業をしている。樹のてっ

ぺんや脚立を動かさず作業をし無理

な体勢になるなど、収穫作業だけで

なく、果実袋の被覆作業中にも事故

が多く発生している。

「脚立の開脚防止の鎖・金具を掛けずに落下」を防止するために

農作業、とくに果樹関係での脚立使用は多い。斜面も多く、かつ果樹があるために、必

ずしも安定で最適な状態で脚立た

てることが出来ない。また、地面

の状態によっては脚立が滑りやす

いなど悪条件が重なる。そのよう

な場合、とくに上記の事例のごと

く、開脚防止の鎖の長さ以上に脚

を広げたり、逆に狭く直立に近い

状態で脚立を使用することも多い。

このような場合でも、開脚防止

の処置は講じるべきである。植木

屋さんたちの中には最初から、こ

高さ、１ｍの脚立で、ミカンの袋かけをしていた。

チェーンをかけていなかったので、突然、脚立がつぶれた。

開脚防止用の鎖の長さは、35cm、実

際の現場での使用方法だと、60cmの

鎖が必要

フック

ヒモなどで延長する

斜面の場合、チェーンの長さ以上に足を伸ばすこと

が多い。植木屋さん達は、このような場合、ヒモを

持っていて長さを延長して、補強している。
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のような状態で使うことを前提に、広く脚を広げて使用するときは、ヒモなどで鎖の長さ

を調整している。もちろん、強度も問題になるであろうが、このような処置も、上記の事

故防止には有効な手段の一つと言える。

（２）脚立の上で作業中、バランスを崩して落下

①プルーンの摘果中、脚立がぐらついて落下、腰椎圧迫骨折、21日入院

NO5（平成23年6月17時頃、プルーン畑、女・73歳）

４段の脚立（４尺）の天板に乗ってプ

ルーンの摘果をしていた。作業もそろそ

ろ終わりにしようかとしていた時、両足

を揃えて手を伸ばして摘果しようとした

ら、脚立がぐらついた。危ない！と思っ

て枝につかまったが、脚立がズルズルと

左側に傾き脚立の上に落ち、腰を強く打

った。自宅で休んでいたが、次第痛みが

強くなり、翌日受診、第１腰椎圧迫骨折

で、以後21日間入院した。

プルーン畑はもともと平坦な水田であったが、ねば土で水吐けが悪く、3ｍおきに排水

路を設けてあり、畑の中に起伏があり不安定だった。

＊脚立の足元の不安定をいかに解消するか

農作業現場脚立などを使う場合、ほとんど水平な面はなく、不安定が前提とも言える。

この脚もとをいかに安定にさせるか。例えば、カメラの三脚のごとく脚が伸び縮みする

構造や、あるいは補助脚、さらには、地面に薄い網マットのようなものをしいて、脚が沈

み込まなくする、等などさまざまな方法が考えられる。しかし、どのような物がどんな場

面で有効かは、かなり研究が必要である。

②プルーンの整枝のマーカー線を引っ張って切れ、反動で脚立から転落、アキレス腱断裂

NO6（平成22年6月15時頃、プルーン畑、男・75歳）

脚立に乗ってプルーンの整枝をしようとして、マーカー線を枝に通し、引っ張ろうとし

たら、固定してあったマーカー線の元が、ハクビシンによって傷つけられており、切れた。

５段の脚立をまたぐように、３段目に右足を、左足はもう１本の足場に置いていた。切

れた反動で、脚立から激しい勢いで飛んで落ちた。倒れるときに反動で脚立が戻り、足が

引っかかった。頭を打たないようにという気持ちがあったので、咄嗟に足を脚立に、絡ま

せたのかも知れない。

一緒に働いていた奥さんが病院に搬送、アキレス腱断裂、翌日入院、手術。20日の入院

加療が必要と言われたが、村役をしており、５日で退院、自宅でリハビリをした。
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③プルーンの枝切り中、落下する枝を避けようと首を捻り、むち打ち

NO7（平成24年2月13:30、プルーン畑、男・61歳）

自宅近くのプルーン畑で、脚立（７

段）の５段目にのぼり、高枝切りは

さみ（２ｍ）で、直径40ｃｍ、高さ

5ｍの35年ものプルーンの比較的太

い徒長枝を切っていたところ、切っ

た枝が自分に向かって落ちてきた。

とくに上にある枝を切ると、斜めに

切るので枝の切り口が鋭角になる。

切れた拍子に枝が自分の方向に飛ん

でくるような気がして、あわてて思

いっきり首をすくめた。仰向けにな

って作業していたので、激しく首を

痛め、しばらく動けなかった。下に降りて、畑で30分ほど横になり休んだ。軽トラックを

運転して自宅に戻ったが、吐き気が止まらなかった。その後、２日後の月曜日に職場に行

ったが吐き気がとまらず、病院受診、むち打ち症と診断された。

脚立上での作業は、体の移動範囲が限定されている。体を伸ばして摘果するにしても、

伸ばす範囲が限定され、ついつい無理な姿勢となる。また、この事例のごとく、徒長枝を

避けようにも、避ける範囲が限定され、ついつい無理な体勢となりがちである。リフト車

などでもっと高い位置からの作業や、脚立でも天板が広いものもあるが、価格や作業性が

いいのか、課題である。

ハクビシンに噛まれ、切れ
やすくなっていたマーカー線

枝の整枝のためマーカー線を

ぐっと引っ張ったら切れた

落ちるとき、右足を脚立に

ひっかけ、アキレス腱断裂

鋭利な切り口が

降ってくる

切った、徒長枝が顔面めがけて降ってくる。その
枝を避けようと、首を前にくっと倒して、むち打ち
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④籾誘導樋を２階の籾タンクに設置のため脚立に昇っていて転落、右足骨折

NO8（平成21年10月18時頃、乾燥場、男・74歳）

地域の営農組合で35軒・約39ｈａ

を請け負っているが、そのうち何カ

所かで自家用米のための乾燥施設を

持っている。現場の乾燥場でも約80

ａ分を乾燥している。当日は金曜日

で翌日の土日に仲間が作業をするの

で、その前に籾摺りの準備をしてし

ておこうと、二階の籾タンクに籾誘

導のための樋を設置のため、1.8ｍ、

５段の脚立に手に樋を持って上り、

４段目に昇った時、体がふらついて、

コンクリート床に落ち、右足を痛めた。その後、接骨院受診、進められて病院受診、右足

内顆骨折、52日間通院。

なお、脚立の開脚角度は76°と問題はなく、かつ脚立の脚はコンクリートの水平な床に

設置されていた。

脚立を使って重量物を上げようとすると、ステップを上がるたびに重心動揺が生じる。

まして、重量物を体の上に上げての作業であると、さらに重心が不安定となる。介助者に

脚立を支えてもらうなり、脚立を跨いで、体勢を固定してから誘導樋を手渡してもらうな

りしてもらっても良かったと、本人の弁である。現在は、誘導樋は図のごとく取り外すこ

となく、通年設置したままとしてある。

今回の事例は、何とか仲間のために、準備をしておけば助かるだろうとの配慮からでは

あったが、結果としては、事故となってしまった。

⑤干し柿用の柿を収穫中、脚立と共に転倒・転落、腰椎圧迫骨折

NO9（平成18年11月 16時頃、柿園、女・71歳）

家から約200ｍくらい離れた柿園で、160ｃｍの脚立の３段目に昇って干し柿用の柿収穫

中、もともと地面が不安定であったた

め、脚立が倒れた。柿の枝にしばらく

ぶら下がっていたが、力つきて下に落

ちた。その時、肩には収穫用の苗篭を

担いでおり、重さは５ｋｇ位になって

おり、その重みも加わって、腰に負担

が掛かり、腰を痛めた。

一緒にいた人が携帯電話で救急車を

呼んでくれ、救急隊員が畑まで来て病

院に搬送、第２腰椎圧迫骨折、１ヵ月

入院。

300cm

110cm7
6
°

180cm

籾・誘導樋

籾タンク

実
際
の
脚

立
の
位
置

①ぐらついて脚立が、転倒

②枝にぶら下がったが

③
力
つ
き
て
転
落
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野外の農作業現場では、脚立やはしごの接地面が水平で安定であるということは殆どな

い。野外の農作業現場で脚立を安定に使う工夫、例えば補助足をつけたり、薄い板を接地

面と脚立の浮いている足に入れる簡単なグッズなど、「脚立の科学、はしごの科学」が必

要と考えられる。

（３）脚立を伸ばして、はしごがわりに使っていて

①育苗ハウスのビニールを外していて、はしご（脚立）が突然つぶれ、落下、左足骨折

NO10（平成21年5月 10時頃、育苗ハウスの片付け中、男・67歳）

田植えが終わり、地域の営農組合

が運営する育苗ハウスで、ビニール

をはぐる作業のため、４つ脚の脚立

を伸ばして立てかけてあったはしご

に昇った。脚立は４段で、高さは、

160ｃｍ、伸ばした時の全長は360ｃ

ｍである。

１回目に昇った時、ビニールをは

ずすために持っていたドライバーを

落としたので、降りてドライバーを

拾い、再び上りはじめて３段目に昇

ったとき、突然はしごが地上にスト

ンと落ちた。はしごは裏表反対に立

てかけてあり、全く知らずに昇って

はしごが折れた。つまり、脚立が閉

じた形となった。その際、脚立の３

段目の踏み段に左足１本で全体重を

受けた。

そばに一緒に作業をしていた人に

家まで送ってもらい、妻が病院へ搬

送し、受診。左踵骨骨折、ギブスを

して11日間入院、今も関節に違和感

がある。

「まさか、裏表反対に立てかけてあるとは」と受傷者が述べている。つまり、当然、正

常に立ててあると思い込んでしまったと言うことである。もし、みた瞬間、裏返しになっ

ていることが判断できれば、このようなことは無かったといえる。つまり、裏返しに、は

しご状に伸ばした時、裏の面を例えば赤く塗り、逆に表の面は青く塗っておくと、いちい

ち裏表を確認しなくても、すぐ判断できる。 このように、「農作業現場にも視覚支援の

考え方の導入」が図られてもいいのではなかろうか。

はしごがつぶれて墜落
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②脚立をはしごにしていて、滑って落下、両足・腰椎骨折

NO11（平成23年8月12時10分頃 作業場 男・73歳）

突然の強雨で、機械倉庫の雨ト

イから雨水があふれ出していた。

庫内には、電気機器があるため、

応急措置として水害(漏電等)を防

止しようとして、脚立を伸ばした

はしごに登りトイ内のゴミを除去

した。その後、下へ降りるとき、

右手を滑らせ、バランスをくずし、

約 215cm の高さから飛び降り、

両足で着地した。両足の骨折、腰

椎骨折。携帯電話で息子に連絡、

５分後救急車到着、３週間の入院。

脚立を折り返して使うはしごは、上部の設置

面は広がり、必ずしも安定にならない。さらに当

日は、雨が降っており、はしごも長靴もぬれてお

り滑りやすく、かつ急な雨で慌てていた。農作業

現場では、「施設内外問わず、濡れたら滑る」。脚

立にフックを付けたり、足下の滑りを防ぐ工夫が

メーカーでできないものだろうか。

脚立を伸ばしたはしご

逆・裏返しに掛けた状態

（様々な工夫ができないか）

裏側は、警告の

ために赤く塗る

フックが

外れない

工夫を
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①急に豪雨となり、ゴミが詰
まったので掃除をしていた

②足を滑らせ落下

③両足で着地、骨折
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脚立事故の特徴とその対策

今回の事例では、脚立事故様態は、

１．脚を広げた際、開脚防止用のチェーンなど掛けずに、突然開脚して落下（４例）

２．脚立の上で作業をしていて落下（５例）

３．脚立を伸ばしてはしごとしていて落下（２例）

であり、ある程度傾向が明らかになってきた。

このように今回の事例で、脚立事故の一端が明らかになり、その改善方法についても本

文中で提案してきた。しかし、とくに脚立上での作業については、「バランスを崩す」こ

とが原因であるが、さらにどのようにバランスが崩れたかを詳細にかつケースを多く調査

し、「バランスを崩す」年齢や条件などを明快にして対策を明らかにする必要があると考

えられた。
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２．はしご

はしご事例は３例であった。

①２階から降りるとき、はしごの脚が滑り、落下、全身打撲・頭蓋骨骨折

NO1（平成23年1月 8時半頃、牛舎 男・60歳）

牛舎内で搾乳作業中、ミルカーの

調子が悪かったので修理しようと、

牛舎の２階にある部品を取りに行っ

た際に、２階から下りようと梯子に

足をかけたところ、梯子の脚がすべ

りそのまま２階（高さ2ｍ以上）から

落下。コンクリートの床に後頭部（右

側）と全身を強く打ち、負傷した。

当日は吹雪いていて梯子を立てか

けた分娩用牛舎（スタンチョン牛舎）

の入り口シャッター下の隙間から雪

が吹き込んでおり、梯子の脚が滑り

やすい状態であり、かつ、梯子から下りる

ときにミルカの部品を抱えており、梯子が

滑り落ちたときに２階入り口の縁に掴まる

ことができなかった。

5～10分くらい失神。妻は10ｍくらい離

れて搾乳中であったが、パーラーが動いて

いたので、気がつかなかった。自分で意識

を回復し、妻のところへ行って事故を報告。

最初は受診しないつもりだったが、寒気が

してきて青くなってきたので、１時間ぐら

いしてから、娘に送ってもらい地元の病院受診、CT、MRI検査。さらにより施設の整った

病院に転院を進められ、２時間かけて転院。頭蓋骨骨折と打撲傷で、１週間入院。

＊はしごが滑り落ちないために

施設内でのはしごの脚は、床面がコンクリートであり、かつ雨で濡れていたり、さらに

人が昇ったり、荷物を持って荷重をかけると、脚が滑ることがある。

これを防ぐには、例えば２階にかかる部分にフックなどのひっかかりを付けるなどの工

夫をすることで、滑りを防止することができる。今回の事例の受傷者も「以前から、フッ

クのようなものを取り付けようと思っていた」とのことである。

２．５ｍの二階から転落

吹雪で、脚が滑りやすくなっていた。
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図は、２階部分に木片を打ち付

けた木のはしごの例である。この

はしごの場合、通常は、作業の邪

魔になるので、垂直に立てておき、

使用時には手前に引いて使用する。

引くと木片が２階の床に引っかか

り、丁度昇りやすい状態になる。

また、この木片のお蔭で少々滑り

やすい条件であっても、滑ること

がない。アルミ製のはしごであっ

てもこのようなグッズが量販店な

どで販売されると、この滑り事故

を大幅に防ぐことができると考えられる。

②作業所の修理のためはしごに登り、バランスを崩して墜落、膝蓋骨骨折、１ヵ月入院

NO2（平成23年2月 6時半頃、作業所、男・73歳）

農機具が収納されている作業

所の補修を行おうとして、アル

ミハシゴを使用し、昇っている

時、バランスを崩し約2.5ｍ下、

かつ、はしごの位置から3.6ｍの

マンホールに落下し、膝を強打。

昇る時には、上ではしごを固定

するためのロープを持っていた。

立ち上がれない程の痛みのた

め、家族を呼ぶため、声を出し

たり、手を叩いたが、来てくれ

なかったので、這って家まで行

った。家族に近くのかかりつけ医へ送ってもらい受診、さらに他の病院へ搬送、左膝蓋骨

骨折で１ヵ月入院、その後20日以上通院。

普段は朝食後に、作業を行う予定であったが、事故当日は、朝食前に補修作業を行った。

「何故か、その日は気が急いでいたのだろう」との本人の談。

前例は、固定された場所であり、はしごの長さ、２階までの長さが決まっており、固定

した対処方法がある。しかし、この事例のように任意の場所でのはしごの設置は、足下の

滑り、上部の設置面の不安定性の解消、設置角度、昇る際に持つ物の種類などにより、不

安定性を増す。足下を支える補助グッズの開発や補助者による支えなどを考える必要があ

ると言える。

２階部分に取り付けた、

フック代わりの木片

使用しない時は、ほぼ垂直に立て、使用する時、手前に引くと木片
が２階部分に引っかかり、丁度、使用角度になる。（実測値74°）

マンホール

2.5m

3.6m

傾
斜
7
1
.6
°
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③防風垣の選定中、はしごから転落、腰椎圧迫骨折、１ヵ月入院

NO3（平成17年9月 14時頃、柑橘園地 男・63歳）

柑橘園地ではしごの一番上にのり、防風垣の杉、約4.7ｍの高さを整えるため、夏から

伸びた部分を鋸を使い剪定していた。足場が不安定なため、杉の木に足を掛けた際に足を

滑らしはしご高さ3ｍ、さらにその下の石垣の下2ｍの園地に落下した。

その後、妻の運転で病院へ向かい、検査を行ったところ、第２腰椎圧迫骨折で 1ヶ月間

入院。退院後は、長時間の重労働をすると腰の痛みと疲労感が感じられた。

この地方の柑橘類の作業で最もハードなのは、この防風垣の手入れとのことである。こ

の場所は、半島が突き出た場所であり、台風や海からの風が強く、このような防風垣で柑

橘類を保護している。高すぎては日当たりが悪くなり、低くては防風が出来なくなる。防

風垣全体を竹で縛る等、はしごの上部が安定に設置できる工夫はできないだろうか。

防風垣

ﾃﾞｺﾎﾟﾝ

防風垣の剪定をしていてはしごから落ち、一回転して転落

3m

2m

2m

61～83°
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３．カケヤ

２人での杭打ち作業時、杭を支えていた手を打たれた。指複雑骨折

（平成23年 6月12時頃 小菊畑、女・70歳）

栽培している小菊が倒れないよう

にするため、水平に網を畝全体に張

る。その網を張るために畝の両端に

2本ずつの杭を打つ作業中、通常は

受傷者が杭を支え、相方がカケヤを

振るうが、事故時は、役割を交替し

ていた。ある杭を打ち終わったと双

方が思ったときに、「もう少しだけ

打ち込もう」と相方が思い、重さ2.

2ｋｇのカケヤで杭を打ったときに、

受傷者が左手を杭の上にのせていた

ため、左手を打ち砕いた。第３，４

指複雑骨折。

介護の現場で例えば車いすを押す場合でも、必ず「押しますよ」と声を掛けることが日

常化している。この場合も2人作業であり、お互いに次の動作に移るとき、予測される動

作であれ、予測されない動作であれ、次の行動をする前に必ず声かけをしてから行動する

事が重要である。その場合も「もう一回打ち込むよ」ですぐ打つのではなく、「ＯＫ」の

相方の返事を待っての動作が必要である。

なお、杭支え（例えば、カメラ三脚から横に棒を付け、その先に杭を通す輪を付ける）

を使い、一人で杭を打つなど、離れて杭を支えることの出来る市販の杭支えを利用して、

支える人が杭から離れる事も必要である。

また、先に杭を打つ場所にある程度の穴を開けたり、重いカケヤを体力のない女性や高

齢者が使用しなくてもいいような工夫も必要である。

相方の手をた

たきつぶした

小菊を支えるため

に両端に杭を打つ


