
業種 発生月
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
(歳) 経験 災害発生状況 休業見込

小売業 １月 女 61 ５年 家族の迎えを待つため店舗外に出たが、天候が悪かったため、中で待とうと思い
店舗内に戻ったところ、靴底が濡れていたため滑って転んだ。 １月

新聞販売
業 １月 男 67 10年 新聞の配達先へ歩いていたところ、路面が凍っているのに気付かず、足を滑らせ

て転倒した。 42日

小売業 １月 男 57 33年 店舗入り口付近が凍結しているのに気付かず、滑って転倒した。 ３月

新聞販売
業 １月 男 56 17年 新聞配達中、配達先の玄関の飛び石に積もった雪に滑って転倒した。 31日

新聞配達
業 １月 女 66 15年 配達先の玄関前にバイクを停めて下りようとしたところ、災害発生日の前日に

降った雪が溶けて凍っていたため、足を取られて転倒した。 37日

倉庫業 ２月 女 52 ３月 会社敷地内の駐車場へ歩いて向かっていたところ、路面が凍結していたため、
滑って転倒した。 10日

理美容業 ２月 女 67 50年 店内で作業中、理容イスにかけてあったドライヤーのコードに足を取られ、転倒
した。 30日

卸売業 ３月 男 33 ３年 自社倉庫内にてトラックに材料の積込みを作業を行っていたところ、足を滑らせ
転倒した。 14日

卸売業 ３月 女 27 ５月 自社敷地内の倉庫を歩いて移動中、近道をするため道ではない箇所を横切ろうと
したところ、張っていたロープに足を取られ、転倒した。 14日

転倒による労働災害事例（商業編）



業種 発生月
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
(歳) 経験 災害発生状況 休業見込

倉庫業 ４月 女 55 16月 通路に置かれていたパレットに躓き転倒した。 81日

卸売業 ５月 女 38 ２年 金属くずを落とすシューター（捨て穴）の蓋を使用後に閉め忘れていたため、こ
れに足を取られて転倒した。 ７日

小売業 ６月 女 53 ７月 両手にプラスチックの容器を持って外に出たところ、足をひねって転んだ。 １月

小売業 ８月 女 57 ９月 退勤しようとしたところ、車輪止めにつまずき転倒した。 21日

小売業 ８月 女 29 ２年 営業先を訪問し、事務所から退出しようとしたところ、ドアのストッパーにつま
ずき、転倒した。 34日

小売業 ９月 男 73 50年 商品の配達のため、配達先の軒先へ向かって歩いていたところ、雨で濡れていた
床に足を滑らせ転倒した。 １月

小売業 10月 男 60 ２年 駐車場を横切ろうとしたところ、急いでいたため車輪止めの存在に気付かず、こ
れにつまずき、転倒した。 56日

小売業 12月 女 64 ２年 容器に入った弁当の具材を持って作業場内を移動中、台車につまずいて転倒した。 21日

新聞販売
業 12月 男 56 ８年 新聞配達終了後、バイクに乗って帰社していたところ、歩道と車道を区分する縁

石に乗り上げ、転倒した。 ２月

（Ｈ31.５）



業種
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
(歳) 経験 災害発生状況 休業見込 起因物

小売業 女 33 ２年 商品を車の荷台に積み込んだ後、荷台から降りようとしたところ、バランスを崩
して荷台から転落した。 14日 トラック

卸売業 男 45 23年 積載重量２トンの貨物自動車の荷台に上がって、積込み作業を行っていたところ、
バランスを崩して荷台から転落した。 ７日 トラック

小売業 男 29 ６年
積み上げたパレットを足場にしてトラックの荷台から商品の入った段ボール箱を
下ろしていたところ、荷崩れが発生し、崩れた荷に押されて、パレットの上から
転落した。

14日 荷姿の物

小売業 女 43 ４年 作業台に上がって陳列の作業を行っていた際、来店客の対応のため、レジへ向か
おうとしたところ、足を踏み外し、作業台から転落した。 21日 はしご等

墜落・転落、はさまれ・巻き込まれによる労働災害事例（商業編）
【墜落・転落】

業種
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
(歳) 経験 災害発生状況 休業見込 起因物

小売業 男 24 ２年 燃料用の薪をフォークリフトのバケットに積み込んでいたところ、バケットと薪
の間に手を挟まれた。 １月 木材、

竹材

新聞販売
業 男 69 ２年 新聞配達中、スタンドを立てたと勘違いしてバイクを降りたところ、バイクの下

敷きになった。 30日 バイク

小売業 男 28 ５年 ショベルローダーのタイヤ修理の過程において、タイヤ脱着をしていた際、タイ
ヤとショベルローダーのフェンダーの間に手を挟まれた。 １月 ローダー

倉庫業 女 17 １月 ベルトコンベアーからローラーコンベアーへ商品が流れる箇所において、コンベ
アー間の隙間に手が挟まれた。 ９日 コンベア

【はさまれ・巻き込まれ】



動作の反動、無理な動作による労働災害事例（商業編）

職場における腰痛予防対策指針（平成25年６月18日付け基発0618第１号）において、以下の作業
については、個別に対策が示されています。
〈腰痛の発生が比較的多い作業〉
・重量物取り扱い作業
・立ち作業
・座り作業
・福祉・医療分野等における介護・看護作業
・車両運転等の作業

（Ｈ31.５）

業態
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
（歳） 経験 災害発生状況 休業見込

小売業 女 51 ６年 バナナが入った段ボール箱（重さ10キログラム）を前かがみになって持ち上げ、台
車に乗せようとしたところ、腰を痛めた。 ９日

小売業 女 32 ２年 調理場のシンクの角を曲がろうとした際、足首を捻り、右足の小指を骨折した。 28日

倉庫業 男 48 ３月 重さ60キログラムの大豆袋を低い姿勢から両手で持ち上げ、パレットに積もうとし
たところ、胸に激痛が走った。 １月

小売業 男 36 １月 自社の倉庫内において、重さ150キログラムほどの重量物を６人で持ち上げて、移
動させようとしたところ、腰を痛めた。 ７日

新聞販売業 男 71 10年 バイクで朝刊を配達中、新聞をポストに入れた後、Uターンをしようとして、左足
を地面に付いたところ、バイクの重みと無理な姿勢のため、左足を骨折した。 14日



業態
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
（歳） 経験 災害発生状況 休業見込

介護 女 41 １月 利用者の入浴介助中、浴槽に入ろうとした利用者がよろめいたため、慌てて利用者
の背後から抱きつくようにして体を支えたところ、腰部を痛めた。 42日

介護 女 55 １年
利用者の見守り介護中、利用者がふらついたため、背後から両腕で抱え、誘導しよ
うとしたところ、バランスを崩した利用者が被災労働者の右膝に座り込み、右膝に
負荷がかかり痛めた。

75日

介護 男 43 ４年 利用者の居室で、利用者を車いすからベッドへ移乗させるため抱えた際、腰に痛み
を感じた。 ５日

保育 女 25 ４年 木製イスを階段を使って運んでいたところ、腰に痛みを感じた。 11日

保育 女 58 18月 園内でビーチボールを使って子どもと遊んでいたところ、ボールが園外に出たため、
身長ほどの高さの壁を乗り越えて地面に着地した際、足首を骨折した。 14日

介護 男 34 13年 利用者の入浴介助後、２人で浴槽ストレッチャーからベッドに利用者を移乗介助し
ようとしたところ、腰を痛めた。 ６月

介護 女 54 11年 畳敷に横になっている利用者を２人で離床介助し、車いすに移したところ、左膝に
痛みを覚えた。 14日

介護 女 79 10年 家事援助サービスを終了し、利用者宅の玄関先の階段を降りていたところ、左膝関
節に激痛が走った。 １月

介護 男 37 16年 デイサービス利用者の洗身介助中、かがんだ際に腰に激痛が走った。 10日

動作の反動・無理な動作、転倒による労働災害事例（保険・衛生業編）
【動作の反動・無理な動作】



業態
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
（歳） 経験 災害発生状況 休業見込

介護 男 53 ５年 水たまりで足を滑らせ、転倒しそうになったため、転ばないよう右足で踏ん張った
ところ、無理な姿勢になり、右足に激痛が走った。 ６日

介護 女 65 ２年 四肢麻痺がある利用者を３人でベッドから車椅子へ移乗介護中、利用者を持ち上げ
移乗させようとしたところ、左膝が外転し負傷した。 30日

介護 男 41 １年 利用者の排泄介助後、ベッドへの移乗介助のため利用者を抱えあげたところ、腰に
痛みを感じた。 ７日

【転倒】
業種 発生月

被災者 災害発生状況等

性別 年齢
(歳) 経験 災害発生状況 休業見込

保育 ２月 女 54 １年 児童と小縄跳びで遊んでいたところ、右足を捻って転んだ。 21日

介護 ３月 女 59 18年
車いすへの移乗介助中、ふらついて利用者を抱えたまま転倒したところ、車いす
のフットレストの内側に右足を入れて介助していたため、右足首に負担がかかり
痛めた。

８日

保育 ５月 女 36 ２年 赤ん坊を抱いていたところ、部屋の仕切り柵に足を引っ掛けて転倒したが、抱い
ていた赤ん坊をかばうため、背中から転んだ。 ２月

介護 ６月 女 45 １年 利用者の誘導を行っていたとき、ふらついて倒れそうになった利用者を抱きかか
えるようにして支えたところ、利用者と一緒に前方へ倒れ込んだ。 10日

介護 ８月 女 56 13年 施設内を歩いていたところ、冷蔵庫前の床が濡れていることに気付かず、滑って
転倒した。 ２月

介護 10月 女 38 10年
新規入居予定者の自宅の居間において、正座した状態で聞き取りを行っていた際、
足が痺れている状態で立ち上がったため、数歩前に進んだところ、右足をひねり
転倒した。

21日

介護 12月 女 68 ５年 外勤から戻り、駐車場に車を停めようとした際、積雪により駐車番号が分からな
かったため、車から降りて確認しようとしたところ、雪面に滑って転倒した。 ２月

【転倒】

（Ｈ31.５）



業種 発生月
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
(歳) 経験 災害発生状況 休業見込

旅館業 １月 男 55 19年 車から降りて事務所に向かおうとしたところ、滑って転倒した。 ３月

旅館業 ３月 男 60 30年 スキーでゲレンデを滑走中、ターンに失敗し、前のめりに転倒した（被災者はス
キーインストラクター）。 ２月

公園・
遊園地 ４月 女 58 ６年 日本庭園の池の掃除作業のため、鳥よけの網を池の脇に移したところ、その網に

足を取られて転倒した。 42日

飲食業 ４月 男 35 ３月 配達の車に荷物を載せていたところ、荷物で前方の段差が見えず、段差につまず
き、右足を捻挫した。 ３月

旅館業 ７月 男 27 ７年 雨で濡れていた石段に足を掛けたところ、滑って転んだ。 ２月

旅館業 ７月 女 59 20年 宴会用の大皿を持って移動していたところ、前方の段差につまずいて転倒した。 ３月

ゴルフ場 ８月 男 56 １年 脚立を法面に斜めに立て、一人で樹木の剪定作業を行っていたところ、バランス
を崩し、転倒した。 ３月

旅館業 ９月 女 62 19年 お膳準備中に硝子の器を持って移動していたところ、つまずいて転倒し、持って
いた器で手を切創した。 １月

ゴルフ場 11月 女 64 13年 客が打った球を探していたところ、バンカー前のぬかるみに足を滑らせ転倒し、
咄嗟に左手を突いたところ、骨折した。 ２月

労働災害事例（接客娯楽業編）
【転倒】



業態
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
（歳） 経験 災害発生状況 休業見込

ゴルフ場 男 39 ２年 芝の張り替え作業中、カットした古い芝を除去するために持ち上げたところ、腰に
激痛が走った。 ７日

斎場 女 56 36年 配膳車に食器を載せていたところ、左脚を捻った。 42日

【動作の反動・無理な動作】

【墜落・転落】

【その他の型】

（H31.５）

業種
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
(歳) 経験 災害発生状況 休業見込 起因物

飲食業 女 67 ２年 冷凍ストッカーの上に乗り作業をした後、冷凍ストッカーから降りようとしたと
ころ、登り台に使用していた椅子が倒れ、椅子から転げ落ちた。 60日 その他の

用具

旅館業 男 53 ２年 冷凍設備の修理のため、修理業者と屋根上に設置されている室外機まで移動して
いたところ、屋根から滑って墜落した。 ２月 屋根

旅館業 男 32 １年 宴会場の会場準備作業をテーブル（高さ70ｃｍ）に乗って行った後、テーブルか
ら下りようとしたところ、足を滑らせ転落した。 21日 はしご等

業種
被災者 災害発生状況等

性別 年齢
(歳) 経験 災害発生状況 休業見込 起因物

飲食業 男 47 14年
ビールケースを踏み台にして作業を行っていた際、来店客の対応をするため、踏
み台から下りようとしたところ、踏み台よりも高い位置にあった物に足を取られ、
バランスを崩したため、体を支えようと床に手をついたとき、手に激痛が走った。

35日 はしご等

飲食業 女 42 ３月 揚げ物を調理していたところ、清掃のために側溝の金網が外れていたことに気付
かず、側溝に足を落とした。 ７日 通路


