Ⅱ．用具・手具
１．脚立
（１）不安定設置が原因の事故
１．脚立

（１）不安定設置

①

８３

前庭の干し柿の摘果をしようと脚立を立てたが、立て方が不完全で脚立が倒れ、転
落、脚立に胸を強打、肋骨骨折。

（平成24年9月 午後3時頃、男性・61歳）

事故の概況
60aに約260本の干し柿用の三社柿を栽培している。摘果は７月までに終えたが、庭の１
本はまだであり、当日午後４時頃、脚立を立て摘果をしようとした。庭の柿の木の周りに
は半径１ｍの円を描くように石で囲ってあり、長さ2.8m、踏み段が９段の脚立を立てたと
き、一番下の踏み段が直径25cmくらいの石に少し乗りぐらついたが、「ほんのちょとの時
間だから、たいしたことはない」と思い、作業を開始した。
作業開始して５分後くらいの時、下から４段目に乗っていた時、ぐらついていた脚立が
斜め前方横に倒れ、自身は倒れた脚立の上に胸から落ち、胸を強打した。納屋におられた
奥さんにより、病院へ搬送。肋骨が１本が２カ所でもう１本が１カ所で折れていた。入院
は２日。その後退院、固定のみ。

事故原因と対策
畑の柿の剪定や

剪定しようとした柿の木

摘果の祭には、脚
立は必ず、脚立の
一番下の段に乗っ
てしっかりと安定

脚立を設置した場所に石
があり、その上に脚立の
下の部分が乗った状態で
設置。がたついていた。

するよう踏み込み
をするのだが、
「一
本ぐらい」、「ちょ
っとの間だから」
と脚立を安定に固
定することなく乗
って倒れた。どん

脚立の下の枠が石
の上に乗っていた

な時も、基本的な
対策が必要と思わ
れる。
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石

１．脚立

（１）不安定設置

②

８４

自宅近くのリンゴ園で、選定中、脚立から転落、左鎖骨骨折。
（平成22年9月 10時頃、男性・83歳）

事故の概況
自宅横のリンゴ園の収穫前の徒長枝の剪定を６段の三脚に乗って行っていた。脚立の4
段目に乗っていて脚立がふらつき、そのまま左側を下にして転落。脚立は倒れなかった。
息子さんが「あっ～」との叫び声を聞きつけ、飛んで来られた。脚立の横に左側面を下
にして転落。呼びかけると、意識はあったが、返事がない。しばらくして、立ち上がり声
が出てきた。手が上がらず、プランプランの状態。
すぐに車で10分の総合病
院を受診。レントゲン撮影
にて、左の鎖骨骨折。入院
15日、通院１カ月半。現在
は特に痛みも無く、不都合
事故当時は、この位
置に枝が出ていた。

な点もない。

事故原因と対策
現場の当該のリンゴの木
は伐採されていた。息子さ
んのお話では、リンゴの栽

当該の木
は事故後
伐採

培をやっている者の多くは
大かれ少なかれ、脚立から
の転落、転倒を経験してい

脚立の長さ、２ｍ、乗っていたのは下から４段目、130cm
の位置、落下したとき脚立は倒れず本人のみ落下

るとのこと。ただ、脚立を
設置するとき、面倒でも、
一番下の段に乗って、「と
んとん」と踏み込む動作を

息子さんが気
づかれた位置

必ずする癖をつけることが
大切、とのこと。今回お父
さんがその動作をやったか
は、分からない。なお現場
は緩く傾斜しており、地盤
も軟らかく、傾きやすい条
件のところだった。
本人は左肩を下に落下。息子さんが「あ～っ」の声を聞きつけすぐ駆けつけられた。
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１．脚立

（１）不安定設置

③

８５

リンゴ園で摘果作業中、脚立から落下、左踵骨骨折。
（平成23年4月 午後2時頃、女性・87歳）

事故の概況
自宅近くのリンゴ園で天板を含めて６段の脚立に乗って摘果作業をしていた。自分自身、
上に上がるのが好きとのこと。いつもはもっと高い所に上がる。２～３段目に上がったら、
脚立がグラグラッとしたので慌てて枝につかまったが、そのまま脚立は右に倒れ、本人は
左側の地面に落下した。
とにかく、50～60m先の家まで這って帰り、別の園地にいたお母さんの携帯電話に電話
して家まで来てもらい

近くの総合病院にお母さんに連れて行ってもらい受診したが、祭

日で当番医が整形外科ではなく、「骨折はしていません」との見立て。しかし、次第に腫
れてきた。当日は金曜日の祭日、続いて土日であり、月曜日に再受診し、整形外科を受診。
「骨折している、ヒビが入っている」とのことで２ヵ月間の入院となった。左踵骨骨折。
現在も朝が寒いと痛む。また、夜でも病むことがある。近くのお風呂によく行く、する
と少しは痛みが和らぐ。

事故原因と対策
ご本人もお母さんも、脚立を設置するとき、下の段に乗って「とんとん」と踏み込むこ
とは無いとのこと。また、開脚防止用チェーンもしない。面倒でも、基本的動作が大切。
なお、前日は雨で地盤そのものも緩んでいた様である。
６段の脚立を斜度10.3°に昇る側を低い方にして2～3段昇った時、脚立がグラグラとし
たので、リ
ンゴの枝に
つかまろう
としたが、
そのまま脚
立は右側に
倒れ、本人
は左側に落
ちた。

斜度10.3°２～３段目に昇った時、脚立がグラグ
ラとしたので枝につかまろうとしたが、そのまま脚
立は右側に、本人は左側に左足踵から落ちた。
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１．脚立

（１）不安定設置

④

８６

柿の木を移動しようとして、脚立から掘った穴の中に落ちた。
（平成25年3月 10時頃、男性・79歳）

事故の概況
庭の柿の木を3m移動のため、周囲約2m、深さ1.5mに根元を深く掘り、土をつけたまま菰
で覆い縄で縛って準備した。移動のため、3mの鉄パイプで作った3脚を組み、チェーンブ
ロックで少し持ち上げ、チェーンブロックの位置の調整のため、鉄パイプの3脚の1本に脚
立をかけ、約60cmの2段目に上って作業をしようとしたときぐらっとし、そのまま穴の中
に垂直に足から落ちた。
天候は晴れ、長靴、作業着、野球帽、軍手を使用、手甲はしない。木の高さ地上から約
2m、樹径8cm。脚立は6段。鉄パイプの太さ、直径5cm、長さ330cm。脚立（長さ153cm）は4
脚のものを閉じたままパイプに立てかけた。足のかかる部分の幅は4cmと狭かった。
当日特に痛みなし、4日目から首筋が張ってきて、いたた
まれないほど痛くなってきた。4日目に受診。整形外科で神
経ブロック注射をした。ところが、痛みは消えたが、足が動
かず、歩けず副作用も強かった。入院はせず。首のコルセッ
トをしたが、幅が大きすぎて合わず、自分で幅を狭くして使
った。1カ月後の再受診の際のブロック注射はほとんど効か
なかった。その後、肩のつけ根や足の太ももなどにしびれが
あった。頸椎を圧迫して神経を圧迫してしびれが出ているの
ではないかと自分では思っている。かがむ姿勢をとるとしび
れ感が強くなる。今まではこんなことはなかったので、植木
の移動で穴に落ちたときの後遺症だと思う。むち打ち症

通

院のみ。

事故原因と対策
脚立の固定の仕方が悪かった。も
ともと1本の鉄パイプに脚立を立てか
けると危ないと思いつつ、ちょっと
調整すれば済むし、2段目まで上がれ
ば何とかなると、安易に考えてしま
った。本当に危険なところは、「ちょ
っとの場所」にある。
垂直に落ちたので、怪我がなくて

事故現場

良かったと思ったが、頸椎への影響
は大きかった。頭は重いものだと痛感した。
ヘルメットは仕事の関係で家に置いてあるが、農作業に使ったことはない。今回は頭を
打ったわけではないが、今後は着用するようにしたい。

- 166 -

（２）開脚防止用チェーンをせず
１．脚立

（２）開脚防止チェーンをせず

８７

庭の松を剪定中脚立の脚が滑り、８段脚立の６段目から転落。
（平成25年5月 7時頃、男性・68歳）

事故の概況
庭の松の翠摘みを朝５時から行い、２時間経過した頃に脚立を移動した。枝を傷めない
ように開脚防止用チェーンを外し、脚立の脚を開き、松の根の膨らみの部分に３脚の１本
の脚を固定した。滑らないことを確認して脚立の６段目まで昇り、上に手を伸ばそうとし
たら、脚立の脚が滑り、開脚して落下した。脚立の下から２段目に左足が挟まった形で倒
れた。脚立の桟に左足のすねが当たり、怪我をした。痛くてしばらく動けなかった。
動けなかったので10分ほどそのままじっとしていた。落ち着いてきたので大声で呼んだ
が、二重窓になっていたため家の中にいた奥さんには聞こず、ちょうど朝食の準備ができ
たと呼びに出てきて事故に気がついた。奥さんが看護師であり、足のすねの部分を消毒な
ど簡単な処置をした。直径2cmの傷
はかさふたが繰り返しできた。年
を取るとなかなか直らない。左下
腿打撲・切創

通院なし。

事故原因と対策
8段の脚立では、高さが足りない
ために起こった事故だと本人は理
解し、その後10段の脚立を購入し
た。しかし、大は小を兼ねるとは

８段の脚立の６段目で作業、
開脚防止用チェーンをせず
ら松の枝が邪魔になり、思うとこ
いかなかった。脚の長さと角度か
ろに手が届かないという。
また、開脚防止用チェーンをも
う一方のフックに追加したが、限
界もあると感じている。取り敢え
ず、60ｃｍのチェーンに30cmを追
加したがどの角度まで体重を支え
られるのかは分からず、不安定で
あった。
事故以後、高いところに昇ると
きにはヘルメットを被るように購
入した。

脚が開脚し、左足下腿部
が桟に絡まるように落下。
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（３）天板の上に乗って作業中、落下
１．脚立

（３）天板上の作業

①

８８

脚立の天板に乗ってミカン収穫中、脚立の左側の脚がのめり込み転倒。左脇腹強打、
下部肋骨骨折。

（平成24年5月 午後2時半頃、男性・70歳）

事故の概況
10時頃からミカンの収穫を開始、午後２時半頃、ほとんど作業が終了しようとしたとき、
長さ2.7mの天板を含めて９段の脚立の天板に乗って垂直の高さ2.3m、樹高約3.5mのミカン
の収穫をしていた。収穫用のかご（直径32cm、深さ27cm、ミカン7,8kg入る）は枝につる
していた。脚立の左側の足が踏み込んだようになり、脚立は右側に折りたたんだ状態で倒
れ、左脇腹近くの肋骨が当たるように落下。なお、脚立の開脚防止用チェーンはしていた。
10分くらい痛くて身動きがとれなかった。その後、タオルで体をぐるぐる巻きにして、
自分で車を運転して、とにかく家にたどり着いた。一緒に奥さんも仕事をしていたので、
色々介助してくれて助かった。家に着いてから風呂に入って休んだ。動くと痛く、咳もで
きないような状態だった。自分では打撲程度と思っていた。
翌朝一番に家から約10分くらいの整形外科を受診。左下部の２本の肋骨が折れていた。
治療は、サポーターを巻き、痛み止め、湿布のみ。直後は、2,3日おきに６回通院。骨
は20日目頃につきだした。最後の受診は２カ月後。

事故原因と対策
樹高の高い木はミカンが多くなりもったいないが、樹高を低くして管理しやすくすべき、
とはご本人の弁。また当時使っていた脚立の踏み段の幅は、わずか4cm幅、天板の幅は8cm
しかなく、極めて不安定。現在は、幅広のものを使用している。
脚立は長さ270cm、踏み段側の斜度75.4°反対側の一本足側の斜度48.2°。地面から天
板までは230cm、
地面の斜度は、
上る側に下がっ
ていて斜度は16.
3°、踏み段の最
も下の両足の幅1

落下時の姿勢

収穫用の籠：これを枝にひっ
かけて収穫、約7～8kg入る

m。
本人の身長が1
60cm余りなので、
3.3mの高さから
落下したと考え
られる。
７０歳：自宅から３時間のみかん園でミカンを収穫中、９段の脚立（2.7ｍ）
の最上段の天板に乗っていて転倒、本人脚立の上に転落、肋骨骨折
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１．脚立

（３）天板上の作業

②

８９

リンゴ園で脚立の天板に乗って摘果中、脚立から落下、右示指関節内顆骨折。
（平成23年6月 10時頃、男性・57歳）

事故の概況
朝９時頃から、自宅近くのリンゴ園で天板を含めて６段の脚立の天板に乗って摘果作業
をしていた。脚立を設置した場所の１本足の方が少し高い所、二本足の部分を低いところ
に設置した。その状態で現場で脚立を設置したところ、２本足部分78°、１本足部分が60
°、地面の傾斜は10.4°、天板の傾斜9.5°。脚立の段幅、下段9cm、上段10.5cm、天板ま
での高さ1.8m、脚立の長さ1.9m、開脚防止用チェーンは75cmでチェーンはしていた。
摘果中、ふらっ～とスローモーションのように少し低くなっている１本足側の方向に倒
れ、脚立は閉じた。体も脚立に乗ったままで、倒れ、地面には、四つん這いのように手で
支えるよな格好で落ち、その時手を痛めた。手を着いた程度と思い、当日は病院には行か
なかった。
しかし、腫れて来たので、月曜日に総合病院の整形外科を受診、レントゲン撮影の結果、
右人差し指が骨折、１時間の手術。１日入院した。右示指関節内顆骨折

事故原因と対策
最初から約10°の
傾きの地面での脚立
の設置であり、設置
した時には既に傾く
状態であった。三脚
の各脚毎に伸縮する
ものがあり、この種
の脚立の普及を図る
ことも重要である。
また天板の最上部
に乗って手が届くの
作業であり、適切な
長さの脚立の使用、
およびもったいないかもしれないが、樹高
を低くする事も今後必要と考えられた。
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１．脚立

（３）天板上の作業

③

９０

リンゴの枝を切ろうと脚立の天板に上っていて、バランスを崩し転落。
（平成25年3月 10時20分、男性・73歳）

事故の概況
傾斜が1°の園地のリンゴの木の枝を切るため、ノコギリを持って５段の三脚の天板に
乗った。枝を切ろうとした時、枝が折れ、バランスが崩れ脚立が転倒し、本人は右側面を
下にして転落した。60cmの長さの開脚防止チェーンは掛けていた。天板の高さは152cm、
樹高は360cm。つば付き帽子、長靴、作業衣を着用していた。
右腕を強く打って痛くて立ち上がれなかった。人がいて大声で呼んだが、倒れた場所が
軽トラックの陰で、10分ほどで気づいてもかえなかった。その後、携帯電話で妻を呼び、
救急車を手配、10分で救急車到着、病院へ搬送。右上腕骨、前腕骨並びに骨盤骨折。
ICUに２日、その後入院79日間入院。退院後週一回リハビリのために通院。現在は２週
に一回程度通院。現在もリハビリ継続、右腕は十分にはあげられない。

事故原因と対策
前年の暮れから入院されていたお母さんが20日ほど前に亡くなり、お葬式、納骨などが
あり、リンゴの管理作業の遅れによる焦りと体の疲れがあった。
本人によると、いつもなら天板に昇ることはないが、作業の慣れがあった。こまめに三
脚の移動をせず無理な姿勢で作業をしていた。天板は縦21cm、横39cmで7°の傾斜があっ
り、不安定姿勢での作業であり、天板での作業は避けなければならない。
場所によっては、もっと長い三脚を用いる必要がある。
いつもは夫婦二人作業であるが、この時は一人作業であり、また、事故発生時には携帯
電話を持っていたが、怪我がひどすぎて使えなかった。何かあった場合を考え、出かける
場合 、 家族 に 何
時頃 に は帰 る な
ど、 予 定を 連 絡
して お くこ と も
大切である。
「 １ ｍは 一 命
取る」と言われ、
１ｍ の 高さ か ら
の落 下 でも 一 命
が失 わ れる 場 合
があ る ので 、 高
所作 業 時に は ヘ
ルメ ッ トの 着 用
が必 須 であ る 。

天板で枝きり作業
中、ふらつき転落
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１．脚立

（３）天板上の作業

④

９１

パイプハウスの点検・補修作業時に天井部分の補修を天板に乗って作業中、脚立が
ぐらつき３ｍ下へ落下した。

（平成20年3月 午後、男性・75歳）

事故の概況
パイプハウスの点検・補修を従業員総出で行っていた。いつもは天井部分を固定するた
めには三脚を使うのだが、総出ですでに他の作業員が使用中だったので６段の四足脚立を
使った。高さが足りず天板に立って作業を行った。足元は柔らかい土のため安定感がなく、
少し横へ体を動かした途端、脚立の足元が傾き３ｍ下へ落下し、しばらく気を失った。
たまたま、足元が柔らかい土だったので軽い脳震盪と全身の打撲程度ですんだ。ハウス
側面であったら下はコンクリート敷きのため重大事故の可能性があった。２,３日経って
から、体のあちこちが痛く手足に青あざもできていた。医療機関は受診せず。

事故原因と対策
四足脚立では不安定
だと危険予知はあった
が、早く作業を終わら
せることを優先させて
しまった。また、長さ
が短く脚立の天板に乗
って作業をしてしまっ
た。
事故後の対策として
高所の作業時は、三脚
を用いるように徹底、
また、高齢者は危険な
作業を避けるよう役割
分担をした。
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（４）その他の事故
１．脚立

（４）その他の事故

－牛が舌で開脚防止用チェーンを外した－

９２

牛舎で脚立に上って梁の埃を取っていた時、近くの牛が開脚防止用のチェーンを舌
で舐めて外し、知らずに上って脚立転倒、脳震盪、頭、腕、膝など強打、打撲。
（平成25年10月 10時半、男性・70歳）

事故の概況
牛舎の横を資材置き場にするため大工さんに入ってもらっていた。牛舎側の梁等にホコ
リがひどかったので、脚立を立て掃除機などで、掃除をしていた。牛舎の１枠2.7mの端か
ら脚立を立てて、脚立の３段目に乗って掃除をし、その場所が終わると、脚立を手前に引
っ張り、次の梁を順次掃除していた。
四回目ぐらい引きずって、脚立に上っ
た瞬間、１本の足が思いっきり開き、
脚立が倒れた。頭、右腕、左膝を強打、
脳震盪を起こした。すぐそばの大工さ
んが家に連絡。
午後一に1.5km離れた医院を受診。
ＣＴ，レントゲンを撮ったが問題なし。
その後１週間、３回受診。現在は痛み
はないが、腰が痛く、痛みが続いてい
る。脳震盪、頭部、右腕、左膝打撲。

脚立長さ150cm、立ち位置80cm。梁の埃を
取り中。開脚防止用チェーンを近くの牛が舌
で外していて、脚立が開脚し転倒、墜落。

事故原因と対策
原因は、脚立の開脚防
止用の紐はかけてあった
いつのまにか、近くの牛
が舌を伸ばして、フックか
ら紐を舐めて外していた。

のだが、繋ぎ飼いの牛が、
首を伸ばしてフックに架
か って い る 紐 を 20cmぐら
いの舌を伸ばしてなめて
外してしまっていた。全
く想定外であった。ご本
人は、脚立部を完全に輪
っかをする、またつなぐ
紐の先端はフックとする

転落、頭、腕、膝強打。脳震盪、右腕、右膝打撲。

の提案があった。
脚立長さ150cm、立てた時の高さ145cm、上る側の斜度71.3 反対の１本足側は68.7度、
開脚防止用の紐の長さ70cm、上る側の斜度69.0°、反対側66.2度。なお、事故後は、４つ
足の脚立を使っている。
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１．脚立

（４）その他の事故

－脚立上で整枝紐を引っ張って－

９３

桃畑で整枝作業中、整枝のための紐を引っ張り、脚立からバランスを崩し転落
（平成25年4月 午後4時頃、男性・73歳）

事故の概況
桃の木の枝が下がらないように、木の中心部に立てた支柱（一番高いところは327cm）
から紐で枝を支えるため、8段脚立（246cm）の4段目（115cm）に上り、両足を揃え紐をか
け、南京締めをしようと体重をかけて引っ張った時、輪の部分が外れ、反動で脚立から勢
いよく後方に仰向けに転落。脚立は倒れなかった。落ちた場所の畑の土は柔らかかったが、
腰を強く打った。
腰が痛くて唸っていると、下の畑にいた奥さんが気づき、支えてもらい、自分で軽トラ
ックを運転して帰宅。その日はそのまま寝たが、翌朝も痛みがあり、近く（1.5ｋｍ、車
で3分）の整骨院を受診。レントゲンで骨折はなし、打撲のみ。湿布薬、痛み止めが処方
された。その後リハビリに1か月ほど通った。電気マッサージ、痛み止め、湿布薬などの
治療を受けた。その間も桃の消毒や手入れ、水田作業などはやらざるを得なかった。

事故原因と対策
73歳まで造園作業をしていた。その頃は、必ずロープで転ばないように固定していた。
その時には一度も転倒や転落がなく、退職後に自宅の脚立を使用するとき、甘く見ていた
ように思う。今では脚立作業時には、必ずロープを張るようにしている。
また受傷後は、高所作業時には、4年前に購入した高所作業車を優先して使用している。
また、3m以上に高くしないように枝を切るようにしている。
緊急連絡として携帯電話は必ず農作業にも持参している。農業機械の不具合時には直ぐ
農機センター
に連絡できる
ようにしてい
る。携帯電話
は飛び出さな
いようにケー
スに入れ固
定、ワンタッ
チボタンの１
は自宅、3は
長男にしてい
る。

桃の木の整枝用紐を南京締めをして、
思いっきり引っ張った時、紐の輪が
外れ、脚立から転落、腰部打撲。
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１．脚立

（４）その他の事故

－脚立上で杭打ちをしていて－

９４

プルーンの雨よけビニールを固定する杭を脚立に乗って打っていて、相方の腕を打
ち付け、橈骨骨折

（平成16年8月 午後4時頃、女性・70歳）

事故の概況
プルーン畑でプルーンの木の雨よけビニールカバー固定用の杭（長さ185cm）を妻に支
えてもらいながら、三脚に乗り、カケヤで打っていた。三脚ははしご部の長さ193cm、開
脚して立てると、最上段175cm、6段、この３段目（地上高86cm）に乗り、両足をそろえく
い打ちをしていた。作業の終了間際に、振り下ろした掛矢が妻の右腕を直撃した。掛矢は
重さ2.94kg、柄の長77cm、槌部は11×13cm、幅23cm、掛矢としては小さい方であった。
自宅前の畑に栽培されているプルーンの木で再現を行った。栗の木を割って作られた杭
は頭の面が6×3cm、長さ185cmと長く、三脚などを使用しないと地面に打ち込むことがで
きない。
受傷後、直ちに夫の車で受診し、骨折が判明し手術となった。切開は17cmに及んだ。そ
の後、二週間ギブス固定した。治癒まで４カ月を要した。

事故原因と対策
事故は作業の終了近くで発生しており、夫に疲れと気のゆるみがあったと思われる。杭
打ちは重労働であり、十分な休憩を小刻みに取ることが大切である。
杭の頭が小さく掛矢を外しやすい。頭全体を目立つ色に塗って、視認性を高めることも
一案である。また、足場となる三脚のステップ幅が9cmと狭く、三脚上での作業をする場
合、ステップ幅の広い三脚の利用が望ましい。
現場は石が多く、杭が入りにくい状態であり、事前にある程度の穴を掘ったり、打ち始
めは、もっと軽いカケ
ヤを使用し、杭がある
程度固定した時点で、
重いカケヤで打つ等の

杭187cm

工夫が必要である。
また、両者とも皮製
の手袋などの着用で滑
りを少なくする工夫

脚立の高さ
86cm

や、脚立からの転落、
あるいは誤って相方の
頭を打ち付ける可能性
があるので、両者とも
ヘルメットの着用が求
められる。

プルーン畑の雨よけシート用の杭打ち作業終了間際に、相方
の妻の腕を2.6kgのカケヤで誤って打ち付ける、前腕骨骨折。
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１．脚立

（４）その他の事故

－四脚脚立を梯子として使用中－

９５

木の剪定をしようと４脚の脚立を開いてハシゴにして、昇って転落。
（平成25年9月 8時40分頃、男性・68歳）

事故の概況
９時から会議のため背広、革靴を着用し軽トラックで所有林に出かけた。8時30分ごろ
から木の剪定のため、二叉に分かれた幹の一方に６段の脚立を開いてハシゴとして掛けた。
幹が細くハシゴがぐらついたが、ハシゴの８段目に乗り、左手を伸ばし頭上10cmの上の
枝を掴み、鋸で切り始めた時、掴んでいた枝が突然折れ、体のバランスを崩して、ハシゴ
から滑って転落。
落下後10分ほど動けずにいた。その後這いずりながら軽トラックまで行き、会議会場に
到着した。階段を這い上がり、会場に入り、助けを求めた。会場にいた人が直ぐに救急車
を手配、病院に搬送された。20分後病院に到着。検査の結果、第３腰椎圧迫骨折。４日間
安静状態であった。吐き気が強く、食べれず、点滴処置後、その症状は改善した。
入院１カ月後、体を動かせるようになり、50日目からリハビリ、60日目からは手すりを
使っての歩行可能。70日目退院。3カ月半経過した現在も、週一回の通院、日々の生活で
は、コルセットを装着している。

事故原因と対策
会議までの「ちょっとの間」の仕事と思い、背広姿であった。作業着スタイル（安全長
靴・作業着・手袋・ヘルメット）をとることは作業安全のためだけでなく、「しっかり仕
事をする」との心のスタンバイともなる。特に、高所作業であるのでヘルメットは必ず着
用が必要である。また、はしご作業時は２人作業が原則であり、出来ない場合は、梯子の
固定を最初に

４段脚立を梯子にして、枝切り
をしていて、はしご高さ2.4mより
落下、第３腰椎圧迫骨折。
携帯電話所持せず、痛みを堪
え軽トラを運転して戻る。
会議を控えていたので、背広、
革靴スタイル。いつもなら、作業
服、長靴、背抜き手袋、キャップ
帽子を着用。
幹の太さ21cm、地上高70cm
で二股に分かれ、梯子をかけた
枝は太さ14cm、さらに地上高
3.5mで二股に分かれ、頭上
10mの太さ6cmの枝を左手で
掴み、鋸で切ろうとしてふらつき、
落下。
脚立のステップ幅4cm。

図るべきであ
る。
また、携帯
電話を持って
おらず、無理
な移動をして
おり、内臓出
血をしている
場合は危険な
行動である。

178cm
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１．脚立

（４）その他の事故

－ハウス回りでの使用中－

９６

ハウスの煙突取り付け中針金を引っ張っていて、脚立より落下、右肩関節脱臼。
（平成25年2月 午後2時35分、男性・53歳）
１．事故の概況
２棟あるイチゴハウス用の煙突の１個目の取付作業を奥さんと一緒にしていて、煙突自
体は取付を終了し、ハウスの外側から煙突固定のために５段の４脚の脚立の４段目に上っ
て針金で締め付け作業中であった。
針金をペンチで締め付け終わって、あと少し締め付けを強化しようとペンチで針金を引
っ張って締めていてペンチが滑って、その勢いで脚立から落下し右肩関節を脱臼する。
受傷後、救急車を呼んで市内の病院の整形外科を受診する。通院治療で３週間固定し、
現在リハビリ中だが、仕事(いちご作業)が忙しくなり、治療に行けていない。

事故原因と対策
ハウスの煙突のあるところは公道のすぐ側で、フエンスがあり、そのフエンスに右肩が
当たり負傷する。作業時には作業用の手袋を使用していた。足場が悪いところなので、例
年、３脚の脚立を使って作業をしていたが、たまたま手前に４脚の脚立があったので使用
することとなった。また、針金は錆びにくいステンレス製のもので、細く滑りやすいので
昨年まではペンチではなくプライヤーでやっていたが、今回はたまたまペンチを使用した
とのことであった。
４脚の脚立、ペンチのそれぞれの不都合だけであれば、事故までいたらなかったかもし
れないが、

道路脇のイチゴ
ハウスに煙突を取
り付けていて、針
金を締めるためペ
ンチで引っ張って
いて、勢い余って
転倒、道路のガー
ドに右肩強打、肩
関節脱臼。
いつもは細い針
金を掴みやすいプ
ライヤーを使うとこ
ろをペンチを使い、
また狭い場所なの
でいつもは3脚の
脚立を使っていた。

不利な条件
が重なるこ
とで重大事
故に至るケ
ースとも考
えられる。
面倒がらず、
一つずつ不
利な条件を
潰すことが
重要と考え
られる。
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