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１２．重機・フォークリフト

１２．重機・フォークリフト －ユンボ ①－ ６８

夜、前年の災害で崩れた圃場への取り付け道路の復旧をユンボで行っていて、横転

し下敷き。左大腿骨骨折。 （平成25年5月 午後8時頃 男性・58歳）

事故の概況

前年の洪水で崩れた道路が約100ｍあり、自分の家の圃場に入る手前20ｍ部分の復旧の

ため、午後６時半頃自宅から約180ｍの現場でユンボを使って作業開始。夜になり月明か

りはあったが、ユンボのライトは切れていた。午後８時頃、深さ20cmぐらい掘った時、少

し前に傾いたと思った瞬間、左側に運転席にのったまま横転し、運転席の太さ2cmの手す

りに左脚が押しつぶされ、下敷きとなり身動きがとれなくなった。回りに人家も無く、大

声で叫んだり、ユンボの警報を鳴らしたが、誰も気づいてくれる者がいなかった。手で下

の土を掘ってみたが、全く抜け出せなかった。

夜10時半頃、心配して探していた奥さんが発見、救急車を要請。また近所の方に応援を

頼み、４～５人の方々がジャッキを２台持ってきて、ユンボを持ち上げた。救急車、レス

キュー隊が来た時には、脚は抜けていた。すぐに大学病院へ搬送、夜11時半頃到着した。

翌日手術、ボルト６本で止め、３週間入院、３ヶ月リハビリ、退院後は週２～３回通院。

ご本人は、2010年に小型車両系建機の資格を取得。また、当該のユンボは事故５年前に

中古で購入し年間10回位使っている。総重量は約３トン。

事故原因と対策

ユンボの資格を取られ、年間使用回数はそんなに多くはないものの、全くの初心者であ

った訳ではない。が、なにぶん暗い状況であり、わずか20cmの深さの穴・溝もよくわから

ない状況であった。重機など一旦事故が起こると重大事故となるものであり、作業計画に

ついて、改めて検討す

る必要があると考えら

れた。

また、発見が遅れた

のは近隣の家もなく、

人も通らない場所であ

った。また、日常的に

携帯電話を持ち歩かな

い方であった。今回は、

寒冷でない季節で深刻

なダメージはなかった

が、携帯電話の日常的

な携帯を心がけていた

だきたい事例であった。

前年の洪水で崩れた道路の行政の復旧が中々来ないので、自分でユンボ
を使って修復作業を行った。（自宅から約180m ) 当日、夕方５事故路から

作業開始、少し明るかったが、夜になった。月明かりはあったが、暗く、ユン
ボのライトは線が切れて点かなかった。午後８時頃、穴があり傾いたと思っ
た瞬間機械と一緒に倒れ、左足が押しつぶされた。（左大腿骨骨折）大声で
叫んでも、ユンボの警報音を鳴らしても誰も来てくれなかった。夜10時頃、

心配した家族が探し出し、近所の人と一緒に救出、救急車にて搬送。
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１２．重機・フォークリフト －ユンボ ②－ ６９

小型バックホーに乗り畦畔場で走行しながら山の芋圃場の周りに明渠をつくってい

たが、方向変換の時、小型バックホーが転倒し機体と田んぼの間に右足を挟まれて動

けなくなった。 （平成25年2月 午後 男性・80歳）

事故の概況

午後から山の芋を定植のため、圃場周りに明渠をつけようと小型バックホーで作業して

いた。圃場の中ではなく、狭い畦畔場を走行しながらの作業だった。圃場は段差があるた

め、突き当って行き止まりになる。そこで小型バックホーのアームを地面につけ機体を半

回転し、方向変換を図ろうとしたところ、片側のクローラが畦畔からはずれて傾き、その

まま横転した。機体と田んぼの間に右足を挟まれて、身動きが取れなくなった。

胸のポケットから携帯電話を取り出し友人に連絡をした。すぐに２人が駆けつけてくれ

機械を動かそうとしたが全く動かなかった。さらに応援を呼び、合計４人で少し持ち上が

り、何とか足が脱けた。その間30分以上、足が圧迫されたままの状態だった。とても長い

時間に感じた。幸い田圃がやわらかく怪我もたいしたことないと思い病院へは行かなかっ

た。痛みは一週間ほど続いたが湿布で対応した。とにかく携帯電話に助けられたとの話。

事故原因と対策

もともと畦畔を小型バックホーで走行すること自体、かなり危険行動と言わざるを得な

い。ただ、今までも行っていた作業であり、これまで特に問題がなく慣れた作業で油断し

ていた。

ただ、作業時に高

齢者ではあったが携

帯電話を持ってい

て、緊急連絡をすぐ

に出来、救助が遅れ

ることはなかった。

小型バックホーを畦を走行しながら、芋畑の暗渠を作っていて、ク
ローラが畦から外れ、横転、右足が挟まり身動きできなくなる。
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１２．重機・フォークリフト －フォークリフト－ ７０

育苗ハウスの入り口の覆いを降ろすため、フォークリフトに乗って上昇中、捕まっ

ている手がマストの横枠に挟まれた。 （平成23年4月 9時頃 男性・67歳）

事故の概況

育苗ハウスの入り口のビニールを下ろすため、フォークリフトにパレットを乗せてその

上に乗り、ガイド（バックレスト）に捕まっていた。リフトチェーンで挙げてもらってい

て、マストの最上部へ来たとき、マストの横の枠にガイドに捕まっていた右手が挟まった。

オペレーターに大声で、挟まったことを伝え降ろしてもらい、とりあえず、包帯でぐる

ぐる巻きにした。自分の軽トラで自ら運転して現場から約15分の整形外科に行ったが休日

で先生がおられず、さらに別の整形外科まで５分かけて走った。何針か縫合し、痛み止め

と化膿止めをもらい服用した。２ヶ月間通院しリハビリもした。現在も指先にしびれが残

ったままである。

事故原因と対策

フォークリフトの目的外使用における事故である。

ただ、農作業現場では、常に作業目的に合致する機械や道具が完備されている方が少な

い。そのため目的外使用であっ

ても、合理的に作業できること

もありうる。

フォークリフトの場合、「人は

乗るな」とだけ叫ぶのではなく、

このような場合の安全基準も含

めた作業手順や同種の事故が起

こっているので、乗ったときに

は捕まる場所の安全性も確保し

た構造も検討したらいいのでは

ないだろうか。

また、最低「ここには捉まる

な、危険」のステッカー表示を

検討することも必要と考えられ

る。

なお、当時の服装は、長靴、

ウレタン手袋、キャップ帽であ

り、体調は普通であった。

①

①が上昇し、つかまっていた右手を挟んだ
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１３．電動工具・用具

（１）チェーンソー

１３．電動工具・用具 （１）チェーンソー ① ７１

梅の木の伐採中、上向きに枝切りをしていて、切った枝が垂直にストンと頭部を直

撃、頭部刺創。 （平成25年4月 午後4時半頃 男性・64歳）

事故の概況

ミカン畑は1.5haだったが、それだけだと仕事が集中するので、少しずつ他の物も植え

ている。今はミカン畑は1ha位。梅もその一つ。

その日は、午後から「十郎」と言われる果肉の厚い梅は生産性が悪いので、40年ものだ

ったが伐採をしようと、40cc、刃の長さ30cmのチェーンソーで枝を上から切っていた。ど

うしても上向き姿勢となるので、斜めに切っていた。たまたま直径12，3cmの枝を切って

いたら垂直にストンと落ちてきた。その時、その枝の突き出ている親指位の太さの枝が、

突き刺さるように頭に落ちた。

日頃、帽子は面倒なのでしていない。当日もかぶっていなかった。軍手、長靴はつけて

いた。切り残した株の梅の木の周囲80cmくらいのものが、３本残っている。

たいしたことはないと思っていたが、頭に手を当てると生温かく、手に血がべたっと付

いた。休日だったが医院に電話をすると６時までやっているとのことで、車で10～15分の

医院に行き、３針縫った。また破傷風の可能性があるとのことで、2，3回注射を１日おき

にした。抜糸は２週間後。

事故原因と対策

服装は、軍手、長靴はし

ていたが、帽子は枝に引っ

かかると脱けてしまうので

被っていなかった。帽子そ

のものもされていなかった

が、もしヘルメットを着用

していたら、受傷しなかっ

た可能性が高い。他の事例

でもあったが、上向きで枝

切りをしていると、他の枝

の間をすり抜けるように枝

が落ちてくる可能性がある。

「切った後」どんなこと

があるかの想定が必要と考

えられた。

６４歳：「十郎梅」は果肉が大きく、梅干しには適してい
るのだが、生産性が悪いので、伐採。上向きに枝を
切っていて、枝がストンと頭部直撃、刺創。３針縫合。
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１３．電動工具・用具 （１）チェーンソー ② ７２

山の斜面で樹をチェーンソーで切っていて、落ちてきた枝で左肩負傷

（平成24年2月 午後5時頃 男性・77歳）

事故の概況

午後4時頃から本人所有の山の斜面にある太いナラの木の枝の切断作業をチェーンソー

で行っていた。地上から5ｍで四つ又になっている枝の切断が終了し、このナラの木の周

辺に散らばった枝を片付けていたところ、急に強い風が吹いた。その時、他の枝に引っか

かっていた切断済みの枝が落下し、本人の頭、左肩と腕に当たった。枝の長さは2.5ｍほ

ど。帰宅したのは１７時頃であった。

かかりつけの病院に連絡したら、当日は手術日で対応できず、翌日は土日で休診日との

こと。翌月曜日の10時に受診、Ｘ線で左肩甲骨骨折と診断。一週間後、脳外科でCT検査で

頭は異常なし。その後、肩の痛みがとれないので、総合病院を受診し、MRIでは異常なし

であった。痛み止めの注射をしてもらった。通院のみ、治療期間12日間。

事故原因と対策

森林伐採の際には、頭上から伐採した枝などの落下がありうることを考慮すると、ヘル

メットの着用は必須である。ヘルメットは現在、安価で軽量、通気性のよいものがホーム

センターなどでも簡単に手に入れるので薦めたい。

地上５ｍの高所での作業であるから、専門家に相談して、作業手順を確認してから伐採

を実施するべきであったと考える。そうすれば、切断した枝が途中で引っかかるような状

況はなかったであろ

うし、一人作業での

危険性が指摘されて

いたはずである。

携帯電話は持って

いるが、当日は持参

していなかった。今

後飛び出さない工夫

も考えながら農作業

や林業作業にも持っ

て行きたいと考えて

いるという。

切り倒したナラの木と、体に落ちてきた枝

落ちてきた枝
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１３．電動工具・用具 （１）チェーンソー ③ ７３

地区の総普請で、残雪の残る農道整備をしていて、雪の下になっていた枝をチェー

ンソーで切った途端、枝が跳ねて顔面直撃、前歯欠損。

（平成23年5月 9時頃 男性・50歳）

事故の概況

村の総普請で、集落から車で約15分の農道の整備をしていた。自宅の標高が250m、現場

の標高は550m～600m余り。雪の重みで道路に倒れかかった枝などを刃渡り25cmのチェーン

ソーで切っていた。

現場は、例年だと５月には積雪は無いところであったが、当該の年は残雪が1.2mもあり、

枝が雪でしなるように埋もれていた。木の上の枝を雪面に上ってチェーンソーで切った

途端、枝が跳ね上がり、顔面を直撃。周りにいた人たちから、口から血が吹き出ている、

と言われ、車で自宅に戻り、奥さんに総合病院に連れて行ってもらった。

病院ではCTを撮り、唇を縫った。医師からは「顔面を強打したので、脳の出血を伴うこ

とがあるので10日間は安静にし

て下さい」と、何の処置も無く、

10日間入院後、問題なく、退院。

歯牙欠損（前歯喪失）

事故原因と対策

雪に埋もれていた枝のしなり

具合を、想像する事ができなか

った。森林組合などで日常的に

木の伐採経験があると、想定も

できるだろうが、片手間仕事で、

年に何回しか木の扱いをされな

い方では、致し方がないとも言

える。しかし、少しでも

枝きりについて、プロの

方から経験を聞く機会が

あれば、少しは事故の予

防につながるとも言える。

特に、チェーンソー等

はかなり危険な道具であ

るが、ホームセンター等

で手軽に手に入るが、そ

の扱い方を指導される機

会は少なく、今後の課題

でもある。

手で示している高さまで積雪があり、その雪の中に、
右の崖から伸びる枝が埋まっていた。その枝を
チェーンソーで切った途端、枝が跳ね、顔面直撃

崖から垂れ下がった枝が、雪（積雪約120cm）に埋もれていた。
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（２）ウッドチョッパー

１３．電動工具・用具 （２）ウッドチョッパー ７４

梅剪定枝をウッドチッパーで粉砕作中、機械を移動しようと前方に堆積している

粉砕チップを手で拡散している時、誤って指をスクリーンの中に入れ回転刃で指を

切断。 （平成25年2月 午後3時頃 女性・44歳）

事故の概況

午後、自宅から30ｍ離れた梅園で剪定枝を自走移動式ウッドチッパーで粉砕作業を一人

でしていた。この圃場の最後の粉砕を終了し機械を移動するため、作業クラッチを切り、

前進できるよう障害になる機械前方に堆積している粉砕したチップを手で拡散し始めた。

その時、機械内部にあるスクリーン内に右手人差し指が入り回転刃で第１関節から先を切

断した。

事故直後30ｍ離れた家に駆け足で戻り、家人に車で20分くらいの病院に行き、到着後

20分位で治療を受けた。指先は粉砕されてしまったため接合できず。右手人差し指第1関

節切断、2カ月通院、後遺障害あり。

事故原因と対策

チップの拡散作業はフルスロッ

トルにしていたため、クラッチを

切ってからまだ惰性回転しており、

回転刃が止まっていなかった。再

現したところ約１分５秒間回転し

ていた。

5年前から親戚より同型機種を借

りていたが、2カ月前に新規購入し

て間もなく、当人にとっては初め

ての使用だった。チップ吹き出し

口のカバーが借りていた機械より

上に向いていた。その後、対策と

してチップ吹き出し口カバーの角

度を45度程度下に向けた。

本人曰く、購入時に以前から同

型機を使用していたので，安全指

導をあまり細かくされなかったが、

粉砕したチップを手でかき出すな

と、販売店からは指導されていた。

現場圃場の粉砕作業は「これで

終わり」という安堵感で多少気が抜けていた。夕食の準備のことも考えていた。

粉砕チップを掻き出していて、指を切断した。
クラッチは切ったが惰性回転をしていた。
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（３）グラインダー

１３．電動工具・用具 （３）グラインダー ７５

電源プラグをコンセントに差した途端、いきなり回転したディスクグラインダーを

手から落として脛を溝状に削りとられる。 （平成23年7月 午後5時頃 男性・35歳)

事故の概況

農用フォークで藁をかき集めて運んでいて、運搬車の金属の出っ張りが気になり、グラ

インダーで切り落とそうとした。

牛舎の出入り口のすぐ内側で、手持ち式ディスクグラインダーに切断用の刃を装着し、

左手にグラインダーを持ち、右手で電源プラグをコンセント（高さ98cm）に差し込んだ途

端、作動スイッチがすでに入っており、いきなり回転し出した。そのときグラインダー胴

体の強い挙動で、グラインダーを手から落とし、刃が左脛に斜めに当たり、負傷した。手

袋はしていなかった。作動スイッチは、機器の後部（刃の反対側で、電源コードが出てい

るところの横）にあり、単純なスナップ式トグルスイッチであった。手袋はしていなかっ

た。

負傷時、携帯電話で自分で救急車を呼んだ。約30分で総合病院に搬送された。傷は脛骨

表面まで達していて、肉にグラインダー刃の繊維が入っていたためか、洗浄治療に2時間

くらい要した。入院はしなかった。１年くらいは、負傷箇所が"つっぱる"感じであった。

現在、完治。左下腿前部中位が溝状に削り取られ、脛骨まで達した傷。

事故原因と対策

最近、握力が落ちていたように思っている。機器は握る胴体部分が太く（周囲径20cm）、

手が小さい人や握力の弱い人では、起動時の激しい挙動を抑えるのが困難である。

なぜ、スイッチが入ってい

たかは不明。

芝刈りバリカンなどのよう

に、ダブルアクションでしか

「入り」にできない作動スイ

ッチにするなり、ディスクグ

ラインダーの補助ハンドルは

オプションでなく、標準装備

にすることが求められる。

コンセントを差した途端、グラインダーが回転した。その
回転の衝撃でグラインダーを落とし左足下腿前部中位を
溝状に切り、脛骨まで達した。
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（４）剪定鋏（エア、電動）

１３．電動工具・用具 （３）剪定鋏 －エア剪定機ー ７６

梅園でエァー剪定機を使用して剪定中、誤って親指を剪定ハサミで切った。

（平成25年1月 10時頃 男性・71歳)

事故の概況

梅園でエァー剪定機を使用して剪定しているときの事故である。長さ1.8ｍ、天板まで6

段の脚立の地上高1.4ｍの5段目に足をかけた時、体が不安定になったので左手で枝をつか

んだ。その際、右手に持っていたエァー剪定ハサミで左手親指の先端爪部を切ってしまっ

た。エアー剪定ハサミ使用歴は15年。

事故後すぐ約50ｍ先の自宅に戻り、軍手を切り裂いて患部に消毒液を塗布・止血し包帯

を巻いた。家にいた妻が約1㎞離れた作業場にいた息子を電話で呼び出し病院まで乗せて

行ってもらった。病院までの所要時間約15分、治療開始までの待ち時間30分を要した。指

直径の約3割は残っていたので縫合手術を受けた。左親指切創、通院1ヶ月。現在は元通り

のように外見は見えるが、後遺症として爪・骨・神経を切ってしまったので親指先端の内

側は感覚がない。

事故原因と対策

以前から脚立に乗る時など、実際の作業前から安全装置のロックを解除していた。事故

後は安全装置をロックしてから移動し、使用する時にロック解除するようにした。

右手指で解除する安全装置レバーが、ハサミの動作レバー部に第2の安全装置として着

いている。しかし本人は無意識に第2の安全装置レバーのロックを解除していた。

本人は事故直前のことは全然覚えておらず、心臓病、糖尿病等の薬を服用しており、薬

と事故の因果関係

は不明であるもの

の、体調・既往症

も考慮した作業が

求められると考え

られた。とくに、

通常でも脚立の天

板にも乗るとのこ

とであり。年齢、

既往症を考えると

再び事故を誘発す

る可能性がある。

５段目に乗る

脚立の５段目に乗り、体の支えのため枝を持った時、
鋏で左親指切創。両方の安全装置を事前に外す。
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１３．電動工具・用具 （３）剪定鋏 －電動剪定機ー ７７

干し柿を電動剪定鋏で選定中、剪定機で左親指を不完全切断。左親指開放骨折。

（平成24年2月 午後3時頃 男性・81歳)

事故の概況

１haほど干し柿用の三社柿を栽培している。毎年２月の初めから３月一杯にかけて柿の

剪定を行う。丁度雪が少し積もっていて、地面と柿の木の高さが低くなり都合がいい。

当日、10ａの畑で午後１時頃から電動剪定鋏を使って剪定をしていた。午後3時頃、24

本ある柿の木の最後の木の剪定を行っていたとき、枝を掴んでいた左手の親指を枝ととも

に切ってしまった（不完全切断）。枝までの高さは165cm、当日は雪が30cm位積もってお

り、手の高さは雪面から130cm程度であり無理な姿勢ではなかった。

電動剪定ハサミは買って４年目であり、とくに不慣れということはなかった。購入価27

万円、重さ1kg。

受傷後、すぐに自分で近くの総合病院を受診、親指の骨が切断、骨折したが指は手につ

ながっていた。手袋はゴム手をしていた。

最初の総合病院では治療が難しいとのことで、そこから車で約20分の別の総合病院を受

診、約30分待たされた。取り敢えず縫合をし、手術は１週間後、約１時間かかった。その

後４～５日は毎日通院、ガーゼ交換。さらに１ヶ月通院、最終的に治療を終えたのは、２

ヶ月後。現在、特に違和感はない。左拇指開放骨折。

事故原因と対策

剪定の枝と体や手も特に無理な位置関係にはない。また、自動剪定ハサミも使い慣れて

いて、癖も飲み込んでおられた。

本人によると、「もうすぐ終わる」と思い、目線を枝から別の枝に移していたとのこと。

それまでは、

次々と目の前

の枝を見てい

たのが、先に

目線を走らせ

ながら、手元

の剪定を行っ

たので、手元

がおろそかに

なったのかも

しれない、と

のことであっ

た。
当日は雪が30cmくらい積もっており、

剪定ハサミの高さは、肩ぐらいであ
り、特に無理な姿勢ではなかった。
最後の１本となって「つい目線をそら
し」、枝とともに左親指不完全切断。
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（５）お茶の整枝機

１３．電動工具・用具 （４）お茶整枝機 ７８

乗用型整枝機でお茶を整枝した後、細かいところを一人用整枝機で整枝中、茶の

上に残った枝を払ったとき、左第２指切創。 （平成26年1月 11時頃 男性・61歳)

事故の概況

毎年、10月中旬までに乗用型の摘採機で茶葉の整枝作業を2回ほどする。その後、残っ

た部分(茶木の裾)や防霜ファンの近辺などを1人用整枝機で刈っている。

今回、乗用型の摘採機で整枝がうまく出来なかったところを1人用の整枝機を使って整

枝中、茶木の上に枯れ枝が残っており、それを左手で払っていて負傷した。エンジンを完

全に止めてやればよかったが、その時は回転数を落とす程度でやったために負傷してしま

った。当日は気のあせりもあり、機械を稼働したままでやってしまったとのこと。通院１

か月。左第２指先端部切創

事故原因と対策

作業時に手袋はしたりしなかったりで、この時はしていなかったとのことであった。

この農家は、ハウスでの電照菊の周年栽培もやっており、菊栽培の作業と重なり、つい

気の焦りあったとのこと。

一方、この方には右第5指の切断痕があり、今から約30年前の２月に、父親と一緒に可

搬型の摘採機で化粧刈り中、布袋に刈った枝葉が入っていく時、袋がなびいたので、機械

を止めず、回転を落としたまま袋を戻そうとして右手小指が触れて切断したとのこと。

また、この被災者は、「そもそも茶の圃場自体が乗用型摘採機が入ることを前提に圃場

整備がされていないことが問題であり、今から改植して整備し直すことは到底不可能あろ

う」とも述べていた。

なお、この被災者は

「事故の起きる背景と

して、茶の摘採期(4月

中旬から5月上旬)には

摘採した茶葉は共同茶

工場へ出荷することに

なり、出荷するための

ルールがあり、それを

守っていきながら作業

をやっていかないとい

けない、しかも電照菊

の作業とも重なり作業

に追われる」と述べて

いた。

摘採機で整枝し出来なかったり、残った部分を一
人用の整枝機で整枝中、枝葉が残っていたのを
手で払ったとき、整枝機の刃にて左第２指切創。



- 159 -

１４．スピード・スプレーヤ（ＳＳ）

１４．スピードスプレーヤ ７９

ＳＳにてミカン園の農薬散布中、ＳＳのタイヤに脚が巻き込まれ、右股関節脱臼、

右足骨折、左膝挫滅創。 （平成19年8月 お昼前 男性・41歳)

事故の概況

約1.5haのみかん園の殺菌・殺虫剤混合農薬を重量約500kgあるSSに、農薬を600L満タン

にして散布を始めた。その時、摘果の取り残しの実があることに気づいた。散布開始から、

わずか７～８ｍ過ぎたところで、右脚をSSから出して身を乗り出してその実を取ろうとし

た。その時、右足が右側前輪に踏まれ、続いて中央のタイヤ、後輪に次々に踏まれた。最

初踏ん張ったせいもあり、右脚が思いっきり「股割り」状態となった。事故後、この機械

のことをよく知っている仲間達と消防署に携帯電話で連絡した。

救急車に乗せられ、さら

に近くのグランドに降り立

ったドクターヘリで総合病

院へ搬送された。右足舟状

骨骨折、右脚股関節脱臼、

左膝下挫滅創。

左脚の膝下部分が切れ、

タイヤが次々と上ったので、

肉がつぶれ骨が剥き出しと

なった。その後５ヵ月半入

院、12月末に退院。次の年

の春頃と翌年に高熱が出た。

現在も、痛みが残っている。

事故原因と対策

当日、外部団体との連絡

なども多く、焦っていた。

農薬散布中に、摘果の取り

残しを取りながら行う、「つ

いで仕事」がSSの散布の作

業体勢と異なるため、「同

時進行的に別体勢」を取る

ことになり、SSの動きと体

の動きが別の形となっての

事故と考えられる。
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１５．籾乾燥施設内の事故

１５．乾燥施設内の事故 －籾タンク内の事故 ①－ ８０

籾の貯留タンクの循環用のコンベアを動かすチェーンが詰まって動かなかったので

手を入れてゴミを取った時、チェーンに指を取られて切断。

（平成20年頃の8月 午後6時半頃 男性・62歳)

事故の概況

この地方は湿気が多く、収穫時の籾の水分量は29％程度、それを乾燥機で22％程度にし

貯留タンクに移し、さらに出荷時に14.5～15.0％に仕上げる。現場の籾の貯留タンクは約

100ｔ入る。タンクの下部に約80cmの空間があり、その中にもぐってゴミを取っていた。

タンクの下は全く照明がなく、手持ちの懐中電灯を照らしていたが、問題のチェーンの場

所は、かなり奥深く十分に見えなかった。ゴミをチェーンの隙間から指を入れて取ってい

て、回転しているチェーンに触れ、指が飛んだ。

すぐに、携帯電話で奥さんに電話。出血はあまりなかったが、腕を縛って止血。約10分

で大学病院を受診。中節骨を少し削って、縫合。約１ヶ月間毎日ガーゼ交換に通院、切断

した指は、ずたずたで接合はできなかっ

た。左中指末節骨切断。

事故原因と対策

貯留タンクの中は狭く、真っ暗。平成

７年に設置して約20年経過。事故の起こ

った貯留タンクそのものは現在は撤去さ

れていて、もう一基あるタンクを検証し

た。

籾が詰まることがあり、タンク下に潜

り込むことがあるので、当然、照明を最初から設置しておくべきである。さらに、ごみの

詰まった位置は手が簡単に届かず、それまでは、タンクの循環を止めて、棒きれなどでゴ

ミを取っていたとのことである。

ただ、スイッチを切って循環を止

めると、止まるまで５分くらい時

間がかかり、かつ籾が詰まったり

して再起動するのが容易ではない

ために、今回のように止めずにゴ

ミを除去することになる。構造的

に、ゴミつまりがないようにする

だけでなく、ゴミが詰まったとき

に容易に除去できる構造に最初か

ら設計すべきと考えられた。
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１５．乾燥施設内の事故 －籾タンク内の事故 ②－ ８１

乾燥機から籾タンクへの導入装置で籾を排出中、タンクが一杯になったので、

排出部を回転させようとして手を入れ、スロワー回転部で手を受傷。

（平成25年8月 午後3時15分 男性・62歳)

事故の概況

年間6000袋の米を出荷する農家で、乾燥機５機を籾搬送装置で繋ぎ、籾タンクに搬送し

ている。籾の搬送は、スクリュー式のものを連結して、二階に設置した２機の籾タンクに

入れている。事故当日、乾燥機から籾を籾タンクに移していた。籾タンクが山盛りになり

かけたので、排出口の向きを変えるため、排出口を両手でまわそうとした。その時、左手

が排出口の中に入り、中で回っていた羽根に触れ、巻き込まれてしまった。

駆動スイッチが階下にあるので、下の２人の作業員に大声で叫んだが聞こえなかった。

はまった手で遮られた籾が籾搬送管で一杯になり、ようやく止まった。まだローラーの回

転音はしていたが、全体として少しは静かになったので、下の作業員が気づいてくれた。

搬送のスイッチを切り、二階に上がってきて、全体を逆回転して手を抜いてくれた。

作業員の車で約10分の整形

外科で診察。骨折はしていな

かった。左中指、薬指の先端

部を３針ずつ縫った。またか

なり圧迫をしていた。

化膿止めと痛み止めをもら

い、その後１回ガーゼ交換、

１週間後に抜糸した。左手、

中指・薬指先端切創。

事故原因と対策

事故現場の２階の排出口位

置には、籾排出のオン－オフ

のスイッチがなく、下まで降

りて行かなければならない。

排出確認の場とスイッチ位置

が離れており、手元にもスイ

ッチを設置する設計を考えて

もいいと考えられる。
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１５．乾燥施設内の事故 －籾タンク内の事故 ③－ ８２

籾タンクの籾を平らになるようならしていたとき、後ろの換気扇に当たり左手の肘

を切る。 （平成25年9月 11時頃 男性・61歳)

事故の概況

10時半頃より、米の乾燥が終わった籾を乾燥機から籾タンクに移していた。

籾タンクの籾が山盛りになりそうになったので、籾を均平にするため手作りの均平器で

籾を押していたとき、籾タンクの窓側に設置してある換気扇に肘が当たった。換気扇は籾

をタンクに移すとき廃じんが出るので、換気するために設置してある。換気扇が回ってい

たので、ひじが換気扇のハネで切ってしまった。

左肘から直ぐに出血したので、乾燥機を止め、家に入って妻に怪我のことを告げ、診療

所に連絡をとり応急手当を頼んだ。妻は傷口を洗浄、圧迫して止血し、長男に診療所に送

ってもらい,洗浄、縫合手術を受けた。怪我から受診まで約４0分だった。

事故原因と対策

この年は秋に入って天気が悪く稲刈り作業が遅れていた。当日は天気がよく、遅れてい

た稲刈り作業を挽回しようと、作業を急いでいた。そのため、直ぐ後ろにある換気扇に当

たると怪我をするという注意力に欠けていた。換気扇が後ろにあることはわかっていたが、

不注意に均平器を引くとき力をかけすぎてしまった。

手製の均平器の柄が長く力を加えにくく、籾を均平にするとき力を入れすぎた。

換気扇と籾タンクの位置が狭く、加えて目線より高いため姿勢が悪い中での作業であっ

た。

事故後、

作 業 中 は

換 気 扇 の

近 く に 仕

切 り 板 を

入 れ る よ

う に し て

いる。
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