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８．重機

（１）ショベルカー

８．重機 （１）ショベルカー ① ４８

油圧ショベルのアタッチメントを交換するため、ストッパを外したところ、アタッチ

メントが正規の向きではなかったために、左足の上に外れ落ち、親指骨折。

（平成26年8月上旬 午後1時半頃 男性・65歳）

事故の概況

収穫後の畑に暗渠パイプを敷設する溝を掘るため、油圧ショベル（標準バケット容量0.

16m3、使用年数1年目）のアタッチメントを幅の細いものに交換しようとしていた。アタ

ッチメント取り付け部のストッパを外したところ、本来、外す時のアタッチメントの向き

と逆向きの状態であり、アタッチメントが地表から浮いた状態であったため、アタッチメ

ント（推定100kg）が被害者の左足の上に外れ落ちた。診察の結果、左足親指にヒビが入

っており、鉄板の副木を当てテーピングの処置を受けた。その後、3カ月通院。

事故原因と対策

アタッチメントの交換作業は1年ぶりで、脱着時にはアタッチメントを接地した状態に

することを失念。アタッチメントが着脱時の正規の向きと逆であり、ロック解除のボルト

が地表側を向いてしまい、このボルトを操作するためにアタッチメントを地表から浮いた

状態にしてしまった。なお、アタッチメント着脱時には必ず接地する等の注意を喚起する

安全標識がなかった（建設業界では、運転技能講習の受講し、オペレータが安全について

理解していることが前提であり、安全標識は必要最小限にとどまっている）。「油圧ショ

ベルのアームに正しい向きをペンキで描いておけば良い」、と奥さんから提案された。

常に安全靴を履いているため、ヒビ程度の負傷であったが、履いていた安全靴は、アタ

ッチメントの落下衝撃に耐えうる能力が十分ではない。（JIS規格では、軽作業、普通作

業、重作業の3種に分けられ、耐えるべき圧迫荷重や衝撃エネルギーの大きさが異なる）。

着脱時の正規の状態 本人が行った時の状態
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８．重機 （１）ショベルカー ② ４９

ショベルカーの移動中に傾斜がきつくなったため車体の安定を図るため谷側にアーム

を旋回した時、バランスを崩し、斜面に横倒、頭部裂傷。

（平成26年2月上旬 15時半頃 男性・35歳）

事故の概況

他の法面を次の作業のため移動中に傾斜がきつくなったため車体の安定を図るため及

び、コンクリートのU字溝に乗り上げて割ってはならないとアームを谷側に旋回した折に、

バランスを崩し、斜度36度の斜面に横倒しとなった。ショベルカーはガードに支えられ水

路へ落下することはなかった。本人はガード（フード）の内部ではあったが斜面に転倒し

た時、天井に頭を強打。

頭に巻いていたタオルが

血で染まった。ガードの

間より這い出たのち、近

くで作業をしていた叔父

に携帯電話で助けを求め

た。また、家に電話し病

院に連絡してもらった。

受傷約30分後 病院受診、

頭部裂傷6針縫合。治療後

ｼｮﾍﾞﾙｶｰの回収を行った。

通院1週間。

事故原因と対策

ショベルカーによる木材

の採取作業はすでに、16 年

経験しており、現在使って

いる型のものも 5 年使って

いる。年間使用回数は年間 4
カ月（週 2 回）で、また使

用研修も受講している。し

かし、作業に慣れていると

はいえ、事故現場は初めて

のところであり、経験者か

らの指導が必要であったと

考えられる。

なお、頭部はタオルを巻いていただけであるがこのような重機作業では、当然ヘルメッ

トなどの着用は必須と考えられる。

赤線は走行跡、×時点で右の青線の方向に向かおうとし
て、アームを谷側に振ったところ、そのまま左の斜面方向
に横転（事故時は、マルチや右の網の柵は無かった）。

 

 

110cm 15m 

畔 側溝 法面   

水路 

36 度 

100cm 

４度 

ｼｮﾍﾞﾙｶｰ
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（２）ブルドーザー

８．重機 （２）ブルドーザー ５０

ブルドーザーで代掻き後、坂道を登坂していたところ、スリップして崖に転落しそう

になった。 （平成24年4月上旬 11時頃 男性・64歳）

事故の概況

水が不足する水田のため、雨の日を待ってブルドーザー(超湿地車、鉄クローラ、期間

設定のリースで使用年数6年)で代掻作業を行った後、上の水田へ移動しようと、急傾斜の

未舗装農道(道幅2.5m、傾斜12.7～21.8度)を登坂していた。農道は緩やかに左へカーブ、

右側が用水路の崖、左側が上の水田の畦の土手。坂道では旋回操作を避けてなるべくまっ

すぐ進んでいたが、右側の崖が近づいてきたため左旋回しようとしが、旋回の軸となる左

のクローラが滑り、右のクローラの駆動に引きずられ、旋回せずそのまま直進してしまっ

た。左の駆動もON,OFFの操作をしたが、左旋回せず徐々に右に寄りつつ前進、右側のクロ

ーラの前半分が崖からはみ出し、あわや転落するところであった。

農道は8mから11mの地点にかけて

緩やかにカーブ、このカーブを左

側に操舵するため、10m地点で左の

クローラの動力を切った。11m地点

でスリップが始まり、12m地点の付

近では崖側に5.9°ほど下がってお

り、ブルドーザーが次第に右によ

り、12m地点で右クローラが前半分

脱輪する状況となった。脱輪地点

は高さ4.5m、傾斜度55°の崖だっ

た。雨が小止みになるのを待ち、

最低の速度で前進したところ脱出

することができた。

事故原因と対策

作業者は、5年前に定年退職し農事組合法人のオペレーターとして本格手作業に当るこ

となり、水田の所有者が代表理事であることから危険と感じながらも断ることができなか

った。山間部棚田危険性を十分に分かっており、普段から慎重に作業を行っている。ただ、

水不足のため、わざわざ滑りやすい雨の日を選んで作業を行っていた。

特に、傾斜度が大きく、カーブをしているためブルドーザーの乗入が無理な状況であり、

農道幅が狭い所で2.5mに対し、排土板の幅が約2.5mであり、崖側に寄って走行する必要が

あり、再度にほとんど余裕がなく、反対側は4.5mの崖となっている。

その後、これ以上ブルドーザーで作業をすることが無理として稲作栽培をやめ、翌年よ

り大豆を作付けし、ブルドーザーでの作業をやめた。

9m地点：左へカーブ
斜度 19.5°

10m地点：左へ舵を
切る 斜度 21.8°

12m地点：クローラ
半分崖に突き出る

道幅 2.5～2.7m
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９．電動具工具・用具

（１）チェーンソー

９．電動工具・用具 （１）チェーンソー ① ５１

切り倒した杉が途中の栗の木に引っかかったので、チェーンソーで切った時、突然切

れ目で幹が裂け、反動で頭部直撃、はね飛ばされ頭部打撲、下腿骨折。

（平成26年3月中旬 9時半頃 男性・35歳）

事故の概況

ハウスの影となる傾斜地（斜度14度）に自生する杉やヒノキを切り倒していて、倒れた

杉が栗の木に引っ掛かった。そこで、栗の木をチェンソーで切り出したところ、突然栗の

木の幹が裂け頭部を左から打ち上げ跳ね飛ばされ、転倒し頭部の打撲と右足（膝）を負傷

した。杉の倒伏方向には注意を払い約50ｍ後方の平地から、父親がショベルカーで牽引し

ていたが、作業の一部始終が臨める位置関係にはなかった。

頭の痛みが強く足はしびれた感じがした。立ち上がろうとしたとき右足が外側に曲がり、

骨折と思った。現場は平地から7ｍの高さにあるため、平地まで斜面を伝いながら片足で

降りた。父が携帯電話で家に電

話しそこから病院へ連絡し、父

親の運転で病院へ(約10分）。レ

ントゲン撮影して診断。頭部打

撲と右腓骨骨折、右膝靱帯断裂。

その病院では治療が難しいとの

ことで、隣町の病院へ転院した。

6日後腓骨骨折の治療のため切

開したところ、靭帯が断裂して

おり、ボルトでの固定はやめ、

ギプス固定した。退院1か月後、

再入院し靭帯の再生を図る。そ

の後、6か月のリハビリ。

事故原因と対策

本人のチェーンソーの使用歴は15年程度、年間約20日、なお、今回の作業は約２年間か

けての周囲の伐採作業であった。チェーンソーの事前の使用講習会は受けたことはなく、

事故後初めて受講した。木の性質による伐採の仕方や癖などについても、いろいろ大切な

ことを学んだ。とくに、チェーンソーは大変危険な作業であり、一人作業とならないこと

も必要であり、また、最低限の防護であるヘルメット、ゴーグルの着用が必須と理解でき

た。

杉の木が、この栗の木（直径17cm）に倒れ込んだので、
チェーンソーで栗の木を切った途端、栗の木の幹がはじ
けるように避け、頭部直撃、弾き飛ばされ、下腿部骨折。
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９．電動工具・用具 （１）チェーンソー ② ５２

桜の木を切っていて、直径4㎝ほどの幹が自分の方に倒れて来て、枝がチェーンソー

のアクセル部分にあった人差し指を直撃し、刃が回転し左手親指の付け根を切った。4

日間入院。 （平成25年11月中旬 8時半頃 男性・75歳）

事故の概況

当日の朝の気温はマイナス４度。庭の邪魔になる桜の木の幹にチェーンソーの刃を当て、

向こう側に倒そうとしたが、枝の重さで、こちら側に倒れてきた。左手はチェーンソーの

下の部分の幹を持っていたので、慌てて倒れてくる枝を持とうとして、左手を上げようと

してチェーンソーの刃が当たった。右手の人差し指でアクセル部分を引き、吹かすのだが

倒れてくる瞬間には指を離し、スロー状態にしていた。ところが倒れてきた枝がその指を

押すような形になりアクセルを吹かしてしまった。そのため左手の親指の付け根部分が切

れた。たまたま豚皮製の手袋をしていたために、傷が深くなるのを防ぐことができた。

近くにいた友人が病院へ連れて行ってくれた。日曜日だったが形成外科医がおり、簡単

に縫う処置をしてくれ、翌日

に再度整形外科を受診するよ

うに言われた。翌日、整形外

科を受診し、レントゲン写真、

ＭＲＩなどを撮り、腱が切れ

ていることが分かり手術をす

ることになった。夜になって

しまったが、胸の写真を撮り、

呼吸機能の確認を行い全身麻

酔をして手術した。2時間ほ

どかかった。腱の処置と2㎝

ほどの縫合を行った。4日間

入院した。今はほとんど支障

ない。

事故原因と対策

幹の太さが約4㎝程度だったので、簡単に考えていた。本来は、幹を切るとき倒れる方

向にカットを入れ、ヒモなどで誘導する必要があった。まさか自分の方向に倒れてくると

は夢にも思わなかった。寒いときは、体を温めるなどの準備をしっかりする必要もある。

その意味では、豚皮製の手袋の着用も効果があったと思われる。濡れる作業以外は、皮製

の手袋をするように心がけており、さらに裏地のついた手袋が使いやすいという。とくに

高価ということではなく、550円ほどで長く使えるという。

また、本人は、以前土木関係の仕事をしており、ヘルメットを被ることが習慣になって

おり、このときもマイヘルメットを着用していた。

直径7cmの桜の幹を伐採したら、幹が自分のところに
倒れて来た。すぐに、アクセルを離したのだが、幹がア
クセルをふかす方向に倒れ込み、左拇指神経断裂。
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９．電動工具・用具 （１）チェーンソー ③ ５３

チェーンソーで雑木を伐採中、傾斜地で足を踏み出し雑木を切った後、惰性で回って

いたチェーンが左膝に触れ、切創。 （平成25年 4月 9時半頃 男性・59歳）

事故の概況

地区の総普請で、地域の神社の整備を30人ほど出役しておこなった。約5人がチェーン

ソーを持ってきて、雑木を切っていた。切った木は、棒杭（野菜の支柱用）などに使える

ようにした。

朝8時半頃から作業を開始した。事故は、９時半頃。斜面約17～20°のところで、左足

を前に出し、雑木を切ったあと、回転のスイッチから右手を離して左手でアームを片手で

持っていたところ、惰性でチェーンが回転していて、そのチェーンが前に出していた左膝

を切り込んだ。自分は、その事故で現場を離れたが、村の人たちは夕方まで作業をしてい

た。

すぐに携帯電話

で、自宅に電話。

息子のお嫁さんが

駆けつけてくれて

病院に搬送。その

間は、自分でタオ

ルを巻いて止血。

約10分で病院に到

着。すぐに消毒、

約15針縫合。数日

間、毎日通院、ガ

ーゼ交換。現在は、

とくに違和感はな

い。

事故原因と対策

チェーンソーは10年以上使用していた。扱いについては、よく馴れていた。スイッチを

離したときに駆動は止まったのだが、惰性回転が残っていて回転していた。スイッチを切

ったら、もっと早く回転が止まる仕組みの考慮も必要と思われる。

村の総普請で、神社の雑木を伐採していた。スイッチを離して回転を止めたつもり
が、惰性回転がまだ残っていて、膝に刃を当ててしまい、膝切創。15針縫合。
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（２）サンダー

９．電動工具・用具 （２）サンダー ① ５４

ビニールハウスの鉄パイプをサンダーで切断しようとして、鉄パイプの破片が目に飛

び込んだ。 （平成7年 6月下旬 10時頃 男性・39歳）

事故の概況

ビニールハウスのなかで、ビールケースの上に乗り、自分の体より少し上の位置にある

鉄パイプが傷んでいたので、切断して新しいパイプに取り替えようとした。サンダーを使

って鉄パイプに押し当

てたとき、鉄パイプの

粉状の破片が左目に飛

び込んだ。

粉上の破片が入った

とき、左目をぱちぱち

させたがまだ目の違和

感は取れず、しばらく

我慢をしていたら右目

が痛くなってきた。洗

面器に貯めた水で目を

洗浄し、応急処置とし

て目薬を差した。しば

らくの間、目が赤かっ

た。この時期から視力が落ちたように感じている。

事故原因と対策

夏は暑くて、ハウスのなかの鉄パイプは火傷するほど熱くなり、この切断作業はできな

い。そのため、花の忙しい時期に

重なってしまい、少し焦っていた。

サンダーは、目の高さの位置で使

用したが、防護メガネはしていな

かった。

その後、改善策として現在は手

動式のパイプカッターを使用して

いる。30～50mmの太さの鉄パイプ

も数回締め付けながら回転させる

ことで切断することができる。バ

リも出ずにきれいに仕上がる。

ビールケースに乗り、自分の背丈より少し高い位置の
パイプをサンダーで切っていて、鉄片が目に入った。

現在は、上図のパイプカッターを使っている。パイプを挟み、数回
回転すると直径５ｃｍ程度のものでも簡単にパイプが切断できる。
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９．電動工具・用具 （２）サンダー ② ５５

大雪で潰れたビニールハウスの鉄パイプを切ろうとして、サンダーが跳ね返り左手親

指のつけね部分を切創。 （平成26年 2月下旬 10時半頃 男性・70歳）

事故の概況

大雪でＭ字型に潰れたビニールハウスの鉄パイプを切断していた。鉄パイプの直径は24

mm、鉄の厚さは２mm。ビニールハウスには、補強パイプが入っていなかった。

左手でパイプを押さえ、右手にサンダーを持ち、左から右に向かって力を加えざるを得

なかった。サンダーの刃は、最も鋭利なダイヤモンドチップの入ったチップソーを使った。

この刃は、パイプに食い込むとうまく切れるが、切れ込む前にはキックバックする危険性

もあった。このときも、右手にしっかり力が入らなかったために、キックバックを起こし、

30cmぐらい離れた位置の左手親指つけ根に当たった。

サンダーの刃が当たったとき、親指のつけ根の皮と肉が刃の幅（２ｍｍ）で飛び、内側

の白い肉が見えた。すぐに奥さんに携帯電話で連絡、手ぬぐいを持ってきてもらい、奥さ

んの運転で病院を受診した。担当は若い研修医。時々先輩の医師が顔を出し、「君はこう

いう処置をしたことがあるか？」な

どと質問をし、軽く頷いていたよう

に見えたが、こちらは内心心配であ

った。処置時間は約2時間、約6cm切

れていたが、「骨までいかずによかっ

たですね」と感心された。６針ぐら

いの粗い縫合であり、11ヶ月経過し

た今でも縫合の後はしっかり残って

いる。破傷風の注射をした。抜糸は

約10日後。今でもその部分に触れる

とぴりぴりするが、仕事には差し障

りはない。

事故原因と対策

サンダーの重量は2.05kgで、今回のように片手で持って作業するには重い。本来、両手

で持つようにするものであるが、それならば片手はサンダーの胴体を持ち、片手は付けて

安定した作業ができるよう柄をつける必要がある。その時は、切断するパイプなどを手で

持つのではなく、他の方法でしっかり固定することが条件になる。農業の現場ではなかな

か難しい。ならば、片手で作業できるように、胴体の握りの部分、今回のサンダーは直径

が10cmと太すぎる。しっかりと支えられるぐらいの直径5cmぐらいの太さに改善できない

ものか。さらに硬質プラスチックの活用などで半分くらいの重さに改良する必要がある。

二人で作業すれば、一人がパイプを押さえ、他の一人が切断することができる。

事故後は、サンダーを使わずにパイプカッターを使用している。電気も必要とせず、う

まく操作すれば3回転ぐらいで切断できる。重さも470gと軽く、価格も安く効果的である。

ダイヤモンドチップが入った刃でパイプを切断中、パイプに回転刃を当
てたときキックバックして、左手親指付け根部分を切った。６針縫合。
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（３）結束機

９．電動工具・用具 （３）結束機 ５６

花束の結束機を操作していて、結束するヒモの回転金属棒に左腕が当たり打撲した。

（平成22年 5月下旬 午前中 女性・40歳）

事故の概況

作業小屋の隅に置かれた花の束の結

束機を操作していて、結束するヒモの

回転する金属棒（アーム）に左腕が当

たった。特に治療はしなかった。

トルコキキョウ、葉ボタンなどさま

ざまな花を栽培している。忙しいとき

は、アルバイトも毎年雇っている。

事故原因と対策

作業小屋には花卉収穫や結束など、

さまざまな機械が所狭しに置かれてい

た。作業小屋は狭く、最盛期には花や

作業員で一杯になる。月に20万本を出

荷することもあるという。

受傷者は、アルバイトとして

入ったばかりであった。作業前

には必ず事業主から説明があり、

危ないところには決して手を出

さないように指示があったが、

徹底できなかった。

花束を結束するには、結束機

の電源を入れ、足下にあるスイ

ッチを踏む必要があるが、回転

が速く慣れないと危ない。ヒモ

が回転するだけでなく、金属棒

も一緒に回転することが理解されていなかった。手や腕が入らないように、もう少しカバ

ーを広めにとっても良いかも知れないが、作業性が落ちる可能性もあり、難しい面もある。

また、この機械は電源を落としたとき、スイッチペダルを踏んだままにしてあると、あ

らためて電源を入れたとき、結束用の金属棒が回転してしまう。電源を落としたときには、

フットペダルも元の位置に戻るという構造に改善する必要がある。

本来の作業位置。結束機の正面に立ち、ペタルを踏
むと、フードの中の結束用のパーが回転して、結束
する。この位置だと腕がバーに触れることはない。

少し左からフットペタルを踏んだため、左腕に結束
用のアームが当たった。矢印の位置には、アーム
の回転の危険を知らせるシールが貼られている。
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（４）扇風機

９．電動工具・用具 （４）扇風機 ５７

自宅横の倉庫内で、キャベツの箱作り中、暑いので扇風機を使用し、その向きを変え

ようとしたら、カバーのすき間に指が入り扇風機の羽根に触れ、左手中指を負傷した。

（平成26年 8月上旬 11時頃 男性・52歳）

事故の概況

すごく暑い日で、1１時頃、キャベツの箱作りを自宅横にある倉庫内で一人で作業をし

ていた。工業用の扇風機の向きを変えようとして、後ろからカバーに両手で押さえて動か

したとき、左手の中指がカバーの中に入り、羽根に触れた。ビュッと血が飛び散った。や

ってしまったと思った。自宅に戻り奥さんに布で指を巻いてもらった。夜になっても痛み

が引かず病院の緊急外来を受診。外科医が縫合せずにブラシで洗浄、消毒。その後、近医

を受診。ここでも特別に縫うということなく、消毒と簡単な指サックが処方されただけだ

った。中指の爪も切れ、人差し指側の肉も切れていた。しばらくすると、この肉がコブの

ように盛り上がってきた。孫が面白がってそのコブを引っ張って取ってしまった。切れた

指は、ジンジンと

痛みが増してきて、

キャベツも持つこ

とができなかった。

病院でもらったガ

ーゼ状の指サック

は、締め付けない

ように軽く締めて

いるだけで、農作

業をすればすぐ汚

れ、また剥がれて

しまった。これで

は仕事にならない

ので市販の指サッ

クを購入した。

事故原因と対策

事故後、すぐに扇風機用のネット状のカバーを購入した。縁起が悪いという思いもあり、

しばらくは使用しなかった。その後涼しくなったので、ネットカバーをしたまま奥の方に

仕舞ったままになっている。工業用の扇風機は、家庭用の扇風機と異なり、回転速度も速

く、触ったぐらいでは羽根も停止しないので、要注意である。

工業用の扇風機を回転させたまま向きを変えるため、後ろ
から掴んだとき、誤って羽の中に指が入った。左中指切創。
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１０．摘採機（お茶）

１０．摘採機（お茶） ５８

乗用型摘採機で前進して整枝作業をし、後進して次の畝に移動するため茶木の畝を横

切りながら後進して、そのまま機械ごと崖下に転落。外傷性脳梗塞、肋骨骨折等。

（平成20年 6月中旬 午後6時頃 女性・38歳）

事故の概況

茶園の圃場は、8カ所7haあるが、いずれも山間部にあり起伏がある。事故は２番茶の時

期。現場の圃場は、面積が狭く不整形であるため通常とは違って乗用型摘採機の行き戻り

を繰り返しながら収穫し、その後、同じ圃場で整枝作業を摘採機で行っていた。

前進で整枝作業をし、後進で次の畝に移動。茶木の最後の畝を横切りながら後進してい

てそのまま機械ごと崖下に転落。自分が先に落ちて機械が上に乗っかる形となった。

受傷時は18時頃で、まだ茶工場の方が5～6人おり、機械を持ち上げて救出された。ドク

ターヘリを要請したが、山中でヘリを着陸させる場所がないということで救急車を要請し

た。山中であったが救急車は人手が多くあったのでスムーズに現場に誘導することができ

た。意識不明で重篤な状態であったが、早期の段階で救急病院(大学病院)へ搬送でき、救

命につながった。入院後意識不明の状態が続いた。意識が完全にもどったのは４ヵ月後で

あった。外傷性脳梗塞（小脳一部損傷）、肋骨骨折（肺挫傷）、左手麻痺、同名性半盲。

事故原因と対策

２番茶収穫の繁忙期であった。茶工場には雇用して人がおり、18時頃までには茶葉を持

っていきたい思い、早く整枝作業を終わらせようと焦っていた。 圃場が不整形で傾斜が

あり、枕地の面積が少なく、かつ端は崖となっていた。

機械の操作講習を受けたことはなく、ご主人から習ったのみ。摘採機をバックさせると

き、運転席の左後部にバックミラーあるが、茶木でミラーが隠れてしまうため、摘採機の

キャタピラのところを見ながら畝から外れないようにバックしている。

全国的には茶栽培農家は多

いとは言えず、従って茶栽培

に関連した農業機械を生産す

るメーカーも少なく、現在国

内では３つのメーカー(静岡

のカワサキとオチアイ、鹿児

島の松元機工)が主力となっ

ている。

安全面に配慮した機械の改

良・改善について使用者の意

見が反映できる仕組みが重要

である。
摘採機を前進で整枝、後退で次ぎの畝に移動。後退時に枕地を飛び
出し、崖下に墜落。本人投げ出され、その上に機械が落ちてきた。
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１１．スピードスプレーヤー（ＳＳ）

１１．スピードスプレーヤー（ＳＳ） ５９

梨園でスピードスプレヤーに乗り薬剤散布中、主枝で頭を打ち頸椎を損傷した。

（平成26年 5月中旬 午前4時20分頃 男性・63歳）

事故の概況

早朝、梨園でスピードスプレヤー1000㍑タイプ（以下SS）に乗り、梨の木の主幹がSS右

約60cmになるように薬剤散布していた。枝を避けるため、接触する直前に頭を左側に傾け

ながら運転するが、その時は通常より2～3秒早く頭を下げた。と同時にSSの音が変わった

気がして、適正な量が散布されていないのではないかと圧力計を確認するために頭を起こ

したとき、枝に頭が打たれ後方に押された。打たれた瞬間は歯を抜く時の音と似た、すご

く異様な音が大きく頭の中で聞こえた。頭が熱くなりその後痛くなってきた。当時ヘルメ

ット型防除マスクを着用していたが、衝撃で頭からヘルメットが脱落した。

この日は田植え作業も予定しており、適期に作業をしなければと思い、痛みを我慢しな

がら4時間続けた。

その後自宅に戻り、

奥さんさんの運転で

病院に行き、レント

ゲン撮影をして診察

の結果、更に精密検

査を受けるよう促さ

れ転院。首のコルセ

ット装着、1週間後、

頭と首を固定するハ

ードコルセットを装

着した。入院なし。

事故原因と対策

4日前には実母の

葬儀が済んだばかり。梨の受粉作業や代掻き等忙しい日々が続いていた。防除作業自体は

21年間同じ機械で使用していて慣れていた。しかし、前日も田植え準備で午後8時頃まで

仕事をしていて心身とも疲れていたため、気持ちの緩みもあったかも知れない。63歳とい

う年齢になって「反射速度も落ちているだろうし、これからは身の安全を最優先に考えた

作業にしたい」、とのこと。

147cm
115cm

車高と分枝の高さが115cmと同じ、主枝14cm、主幹とＳＳの距離60cm。向こう側
からこちらの方向に来たとき、頭を左に傾けたが、ＳＳの異音で、運転席の流量計
を見ようと、頭を起こしたとき、主枝に激突、ヘルメットも飛ぶ。（図の車体の上）
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１２．マニュアスプレッダー

１２．マニュアスプレッダー ６０

マニュアスプレッダの作業前点検で、革手袋をはめた人差し指で回転しているギヤに

グリスを塗ろうとしたところ、２つのギヤの間に巻き込まれ、指切断。

（平成25年 5月中旬 午後 2時頃 男性・63歳）

事故の概況

水田の暗渠に籾殻を撒くため、マニュアスプレッダ（使用年数20年）に、機械を駆動さ

せ、回転しているギヤに、革手袋をした右手の人差し指に着けたグリスを塗ろうとして、

2つのギヤの間に人差し指が巻き込まれた。革手袋の指先が破れ、爪が残っているのが見

えたが、指の腹の部分の肉が削がれていた。

自車で病院受診。整形外科医が即座に適切な処置をして、翌日退院することができた。

しかし、患部に貼った膏薬が傷口以外の部分に当たって炎症を起こしたため、自分で膏薬

を切って調整した。第1関節から先

の骨が粉砕されており、その骨片

が2つ残っていて、3～4カ月間は痛

みがあった。通院３カ月。現在、

痛みはないが、しびれが残ってお

り、指先の感覚がなく、第2関節の

曲がり方も浅くなってしまい、日

常生活でも時折、不自由を感じ、

農作業も能率が落ちるとのことで

あった。

事故原因と対策

革手袋をしていたので、危険部に対する警戒心が緩んでしまった。普段は、駆動を止め

て整備作業を行っており、機械を動かした状態でグリスアップする場合でも、ヘラなどを

使うようにしていたが、その日に限って、指でやってしまった。なお、機械が古く、カバ

ーは無くなっていたが、カバーをしたままでも注油できる構造ではなく、機械を動かしな

がらグリスを塗る必要がある場合は、スプレーグリスを用いることが望ましい。事故当日

の体調は問題なかったが、日課にしていた昼寝ができず、集中力を欠いていた。

点検整備の際は、必ず、機械が止まった状態で行うよう徹底することとしたとのこと。


