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災害の概要

エアコン取付工事において、高さ1.2ｍの脚立に乗りエアコンの設置作業中、傾
けるような体勢で設置をしていたところ足を滑らせ脚立から落ちたもの。
現場にて塗料を片手で持ち、脚立を登っている際に、足をすべらせ、右肘から
男性 ２９歳以下 建設業
転落し、負傷したもの。
約2mの脚立に上りテントを設営中、シートを引っ張った際に手を滑らせて、そ
男性 ２９歳以下 小売業
の反動で地面に墜落したもの。
婦人服売り場の在庫倉庫にて、1.5メートルの脚立の上に立ち、在庫を取ろうと
女性 ２９歳以下 小売業
したところ、バランスを崩し、墜落したもの。
ストック内で作業中に脚立の一番上に乗った。その際、脚立のストッパーがき
女性 ２９歳以下 小売業
ちんとはまっておらずそのまま落下。負傷したもの。
店内清掃時、脚立を使用し、棚の上のはたきかけをしている時に、脚立３段目
女性 ２９歳以下 小売業
の足元が壊れ墜落したもの。
ビルメンテ プレハブ内冷蔵庫に脚立を立て掛け、脚立上部で他の者に工具を手渡し、そ
男性 ２９歳以下
の後、降りようとした際、脚立脚部が滑り、本人が脚立と共に倒れ負傷した。
ナンス業
店舗にて棚卸作業をしていた際に、脚立に乗り商材を移動させていたところ、
男性 ２９歳以下 理美容業 足を滑らせ脚立から落下したもの。
映画演劇の 美術セット前にて照明の準備をしていたところ脚立から落下してしまい、セット
男性 ３０歳代
のヘリに背中を強打したもの。
事業
ゴルフ練習場のネット解体作業中、脚立の上に乗りワイヤーロープをカッター
男性 ３０歳代 建設業
にて切断したところ、切断した反動でバランスを崩し、脚立より落下したもの。
新築現場和室で脚立の乗って天井下地を施工している時に足の位置をかえた
男性 ３０歳代 建設業
所、踏外し落ち、負傷したもの。
カーテンレールの天井への取付け作業時、足場の脚立の設置が不十分であっ
男性 ３０歳代 建設業
た。その脚立から降りる際にすべって膝を打ち負傷したもの。
エントランスにて脚立を使い、突っ張り棒を使用し、チュール布を装飾していた
ところ、強風にあおられたチュール布が顔にかかり、バランスを崩して床に落
女性 ３０歳代 小売業
下、負傷したもの。

男性 ２９歳以下 建設業

男性
女性
男性
男性
男性

管理物件内において、脚立を使用して高所のエアコンを清掃中、バランスを崩
し転倒しその際に左膝を強打したもの。
閉店作業中に脚立に乗って、ディスプレイにカバーを被せようと作業した際に、
３０歳代 小売業
その勢いでバランスを崩し脚立から落ちたもの。
商品のカウント作業中、日用品の入った箱を棚から降ろそうと脚立の一番上に
３０歳代 小売業
立ち、箱を持ち上げたところ、バランスを崩して脚立から落ちたもの。
ビルメンテ マンションのエントランスのガラス清掃中、脚立から足をふみはずし転倒して、
３０歳代
左手首にヒビが入ってしまった。
ナンス業
洗車場にて配達後のウイング仕様車を洗車する為に脚立の上部に両足また
道路貨物運 ぎで車両屋根部分に左手を掛け右手にて下方を洗う為に脚立2段目へ足を移
３０歳代
送業
そうとした時、バランスを崩し後方へ約1.8ｍの高さより落下した。
３０歳代 不動産業

３０歳代 小売業

電球の交換作業を行う途中での災害。取り換えようとする電球の真下はショー
ケースであったため、ショーケースの横に設置した脚立に乗って、体を伸ばし
て電球を替えようとしていたところ、脚立の足が折れ、墜落したもの。

女性

４０歳代 飲食店

店舗入り口付近植え込みで、懸垂幕を交換する時に脚立を使用し降りる際、3
段の脚立の2段目で足を蹟かせてしまい、後ろに転倒し、受身として左手首を
地面に付いた際に受傷した。

男性

４０歳代 建設業

男性

４０歳代 建設業

女性

４０歳代 小売業

男性

４０歳代 小売業

男性

倉庫に工具を取りに来た時、脚立に乗り工具を探していたところ、倉庫の積み
荷が崩れたので支えようとしたところ、自分がバランスを崩して落下したもの。
工事現場において、配線工事を脚立に上って作業していたところ、脚立が揺
れ、そのはずみで脚立から落下した負傷したもの。
売り場において、商品補充の際に2段脚立から降りる際に脚立の足に、自分の
左足が引っかかり脚立と共に倒れ腰を強打し負傷。
店舗内売り場前において、天井からぶら下げるＰＯＰの取り付け作業中に、バ
ランスを崩して脚立から墜落し、背中から近くの棚に激突し、負傷したもの。
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男性

４０歳代 出版業

男性

４０歳代 製造業

女性

４０歳代 製造業

男性

４０歳代

男性
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脚立の上約1.5ｍの所で写真撮影中、足を踏み外してコンクリートの床に腕か
ら落下、右肘部分を骨折したもの。
工場で大型脱水機の脱水機の中で修理をした後、脱水機から外に出るため脚
立に乗り移った際にバランスを崩し脚立の上から落下して怪我をした。
建物入り口付近において脚立に乗り蛍光灯の笠の上部の拭き掃除をしていた
際、そのまま向きをかえようとしたところバランスを崩し、その拍子に壁に後頭
部をぶつけ、その後床に落ち腰部を強打し、骨折した。

ビルメンテ 屋根から脚立に移ろうとした際、落下して尻と肘を打撲した。
ナンス業
店内レジ前のガラス清掃を行うために、2段式脚立の天板に一段飛ばしで登ろ
ビルメンテ うとした際、脚立が右側に滑りそのまま転倒、臀部及び左太ももを床に強打し
４０歳代
た。床はフローリングの比較的滑りやすい床で、脚立の足もプラスチック製で
ナンス業
比較的滑りやすいものであった。

男性

４０歳代

駐車場で、脚立を使って車高228㎝のワゴン車の屋根を洗車し、作業終了後、
道路貨物運 脚立から降りる時、足を踏み外し脚立から転落し、右足を強打、右足舟状骨を
送業
骨折した。

男性

４０歳代

在庫車両であるワゴン車の屋根を脚立を使用して洗車していたところ、ステッ
自動車小売 プを踏み外して右足から床に着地した際、右足に強い衝撃を受けて骨折したも
業
の。

男性

５０歳代 建設業

男性

５０歳代 建設業

男性

５０歳代 建設業

男性

５０歳代 建設業

男性

５０歳代 建設業

男性

５０歳代 小売業

男性

５０歳代 小売業

男性

５０歳代 小売業

男性

５０歳代 製造業

男性

５０歳代 清掃業

男性

５０歳代

男性

工事現場に於いて、ダクトに鉛板を貼り付ける作業中、脚立をまたいだ状態で
座り、鉛板を持ち上げようとしたところ鉛板の重みでバランスを崩し、脚立が傾
いたのでとっさに飛び降りた際、左足を床に強打受傷した。
倉庫内で段ボール箱を持って脚立に乗り、棚に収納時、足をすべらせ1段目と
2段目の間に足が入り、ひねり、脚立ごと倒れ腰を強打したもの。
機械室内で機械室内天井配管作業中、配管吊り込み前の階段でチェーンブ
ロックを脚立作業にて取付中にバランスをくずし、脚立が後ろに転倒したもの。
資材センターで脚立を使ってコンテナハウスの補修作業を行っていたが強い
風にあおられて転落負傷したもの。
排出した残材を倉庫において荷降し作業中に、脚立の開き止め金具が突然外
れて、落下し、右踵を骨折したもの。
店舗内で在庫のドレッシングの箱を持って高さ約1ｍの脚立に上り、棚の上に
在庫品を積み上げて降りる時、踏み外して脚立ごと転倒し、右前腕骨骨折およ
び左膝を打撲した。
コンテナの中で脚立に乗って家具、小物、雑貨類を荷詰め中に、脚立から転
落、右手を負傷する。
商品管理センターにおいて、脚立に上って商品を棚に上げる作業をしていた
際、バランスを崩して落下、第２腰椎を圧迫骨折した。
会社、組織変更に伴い、社名看板を約2m脚立を使用し交換の際、バランスを
崩し落下した。
排気フィルターを交換するため脚立に乗り,交換していたところ、フィルター押え
が硬かったため,勢い良く引っ張ってしまったら抜けてしまい、その勢いで脚立
より転落ししたもの。

ビルメンテ 外側窓ガラスを脚立に乗り清掃していたところ、脚立が後ろに倒れ、右肩から
地面に落下し負傷した。
ナンス業
工場内において、作業で使用する包材を取りに脚立を使用してラックに上が
道路貨物運 り、包材3枚を手に持って脚立から降り始めたところ、途中のステップを踏み外
５０歳代
送業
して転落、臀部を打撲した。

男性

６０歳代 飲食店

男性

６０歳代 卸売業

女性

６０歳代

男性

６０歳代 建設業

クリーニン
グ業

店内ホール部の天井に設置してあるエアコンを清掃中、脚立から足をすべら
せ落下し左足大腿部を骨折した。
市場内で荷物を運ぼうと、荷物を持ったまま脚立を上ったところ、足を踏み外し
脚立から落下したもの。
クリーニングの受付業務中、お客様に仕上がった洗濯物を渡そうと、脚立に
乗って品物を取ろうとした時、バランスを崩し、転倒負傷したもの。
屋根の養生作業中、脚立に乗ってブルーシートを屋根にかけている途中、勢
いでバランスを崩し、コンクリートの地面に転落し被災した。
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男性

７０歳代 建設業

女性

７０歳代 教育研究業

ビルメンテ
ナンス業

道路旅客運
送業
ビルメンテ
ナンス業
ビルメンテ
ナンス業
ビルメンテ
ナンス業
ビルメンテ
ナンス業
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建物の外部窓廻りの枠塗装をしている際に、アルミステップ付脚立に昇る際に
足を踏み外して転倒し、手を地面についた時に右手首付近を強打した。
脚立の高さ150㎝のところに足をかけ壁にコンクリートパネルを取り付ける作業
をしてる際、インパクト（釘打ち機）を打つ時に力が入り、足の踏ん張りをきかせ
たら、脚立が倒れ床に転落した。
塗装工事中、脚立のフックが外れて落下、股間接を骨折、及び左半身強打し
た。
壁面補修作業後の、清掃の為、脚立にのぼり上部壁面を拭いていたところ、床
が作業中に使用した水でぬれていたため脚立がすべり倒れて脚立から落下し
骨盤を骨折した。
和室にて、脚立に上って布団を収納しようとしていてバランスを崩した時、足元
が滑って転倒し、右膝を負傷した。
倉庫で脚立にのって商品を片手で振り上げた時、バランスをくずして脚立より
落下して右足の踵を骨折した。脚立の高さは1.1m
冷蔵庫修理のため、脚立に上がって作業していたところ、バランスを崩して落
下し、右足首からふくらはぎにかけて負傷した。
勤務するマンションの受付前にて、壁の雑巾がけ中に脚立から足を踏みはず
し、左手でつかまっていて肩を脱臼した。
倉庫の棚から脚立を使用し、工具を降ろそうとした際、高さ1ｍ程の高さから落
下し、腰をコンクリートの床に打った。
幼稚園バスの洗車作業中、屋根部分を拭いている時に使用している脚立を踏
み外して、駐車場敷地に落下、負傷したもの。
エントランスホール天井の電球交換作業の際、脚立から足を踏み外し、身体の
右側より落下し負傷したもの。
マンションのゴミ置き場で、脚立に乗って換気扇の掃除をしていて、コンセント
を抜き差ししている時に脚立から滑って落ちたもの。
エレベーターホールの管球を交換しようと脚立にて、交換作業をしていたとこ
ろ、脚立の上から足を滑らせ腰から落下して背骨を骨折したもの。
保育園にて、換気扇清掃中、脚立から降りる際、足を滑らせ転倒し足を負傷し
た。転倒した際に腰と肩も同時に床にぶつけて負傷しました。
お店の玄関で、お客様の靴を脚立に乗り、取り出していたとき、転落。その際、
片足が脚立の間に入り、骨折してしまった。
現場にて作業終了後、通行止の解除の為、掲示物を取り外そうと高さ約1.5ｍ
の脚立に登ったところ、強風により、バランスを崩して落下したもの。
資材置き場に於いて整理作業中、脚立に乗ってバイブ棚からバイブを引き抜こ
うとした時に、バランスを崩し転倒したもの。
控え室で、脚立に乗ってカーテンのつけ替え作業をしていた。背伸びをして高
所のカーテンレールに手を伸ばした為、バランスを崩して転倒したもの。

