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■労働災害事例（希土類製造関係） 別表４
想定リスク－1 想定リスク－2 想定リスク－3 1 2 3 4 5 6 7 8

想定リスク 想定リスク 想定リスク 2000年1月13日 2002年7月27日 2003年3月14日 2005年4月6日 2005年4月20日 2005年6月22日 2005年6月29日 2005年7月18日

発災工程分類 反応槽 反応槽 粉砕装置 原料秤量工程 坩堝セット工程 冷却板入替工程 反応工程（少量試作工程） 排水処理 原料配合 運搬 点検作業

希土類酸化物溶解時に突
沸

槽内清掃時に酸欠事故 回転駆動部に指が巻き込
まれ裂傷を負う

投入ｼｭｰﾄに原料の入った
ペール缶を乗せようとした
際に、ﾊﾞﾗﾝｽを崩して、
取っ手を持っていた手が、
投入ｼｭｰﾄ内の鋭利な断
面のあるﾒﾀﾙ片と取っ手
の間に挟まり、受傷した

坩堝作業をリフターを用い
て実施中、坩堝が落ちそ
うになったので、右手で坩
堝を押さえ左手で、リフ
ターの爪を押したところ、
坩堝が外れ落下

20tｸﾚｰﾝで、重量物(約
12t)を移動運搬時荷の振
れを止めようとした際、位
置決めガイドと荷の間に
左手を挟んだ。

希土類酸化物の酸溶解
時、反応中の液が吹き上
がり、熱い酸性液を浴び
た。

アルカリの排水ピット内で
汚泥のかき落としなどの
清掃中、アルカリ性液体
が保護具の間から浸透し
た。

原料投入ガイドとトラバー
サーに挟まれて打撲。

パレットを手作業で運搬中
に落下させ、足首打撲

部品取付作業中に挟まれ
指を骨折

１ 発災工程 酸溶解 反応槽内清掃 粉砕工程 原料秤量工程 坩堝セット工程 冷却板入替工程 原料投入作業 清掃作業 原料配合 運搬 点検作業

２ 労働災害分類 有害物との接触 その他 はさまれ巻き込まれ はさまれ巻き込まれ 飛来落下 激突され 有害物との接触 有害物との接触 はさまれ巻き込まれ 飛来落下 はさまれ巻き込まれ

有害物質 希土類酸化物溶解時に突
沸

希土類炭酸塩など Zr-希土類酸化物 秤量機 坩堝 クレーン操作 熱い希土類酸性溶液との
接触

アルカリ性液体との接触 トラバーサー パレット 粉砕機

３ 負傷部位・程度 挫滅創、骨折 骨折 挫滅創 左半身の薬傷 右足すねの薬傷 打撲 打撲 骨折

休業日数等 不休 ４日以上 ４日以上 不休 不休 不休 不休 不休

年齢 57歳 63歳 28歳 49歳 27歳
22歳

29歳 41歳 37歳

経験年数（年） 3年 2年 7年 25年 9年
4年

0年 0年 5年

自社（従業員、
パート）／派遣／
協力会社の別

自社（従業員） 自社（パート） 自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員） 派遣 協力会社 自社（従業員）

直接要因 溶解条件 酸素濃度低下 不注意 安全管理（マニュアル）安
全教育（投入ｼｭｰﾄ内の鋭
利な断面のﾒﾀﾙ片の上
に、ペール缶を置こうとし
た際、ﾊﾞﾗﾝｽを崩した）

安全管理（設備）（リフター
の爪に遊びが有り、坩堝
が爪から外れ易い状態で
あった。坩堝の取っ手幅
が狭かった：設備の不具
合）

安全教育（無意識に、冷
却板とガイド間に手を入れ
た）

希土類酸化物の投入が早
過ぎ、急激に反応が進ん
だ。

保護具が適切でなかっ
た。

トラバーサーとガイドの間
隔が狭かった

パレットを足におとして打
撲

回転体に手を入れた

間接要因 安全教育（酸溶解に関す
る知識不足）

安全教育（酸素欠乏に関
する知識不足）

安全管理（設備）（安全装
置の不整備）

安全管理（設備）（マニュア
ル）（手作業で、投入ｼｭｰﾄ
にペール缶に入った原料
を投入する作業であった）

安全管理（マニュアル）（作
業指針にリフターからの脱
落注意の記載のみで、具
体的ポイントが記載されて
いなかった：マニュアルの
不備）

安全管理（設備）（冷却板
ｶﾞｲﾄﾞの位置が不適切だっ
た
危険表示がなかった）

安全教育（今回の反応量
は初めてであった。希土
類の反応に対する本人の
理解不足。）

安全管理（マニュアル）（保
護具が適切でなかった。）

安全教育（トラバーサーを
押す人が声をかけたのに
乗っている人が手をよけ
なかった）

安全教育（フォークリフトを
使用しなかった）

安全教育（マニュアル）（標
準書がない）

安全教育（プロセス手順
書の徹底）

安全教育（作業主任者に
よる指示、酸素濃度測
定、換気の徹底）

安全管理（設備）（安全装
置の設置）

安全管理（マニュアル）
（ペール缶の原料を、ｺﾝﾃ
ﾅﾊﾞｯｸに詰替え、ﾎﾟｯﾊﾟｰに
投入後、必要量を投入
ｼｭｰﾄに投入する方法を採
用：作業方法の変更）
安全教育（ＫＹＴの実施）

安全管理（設備）（坩堝の
取っ手の幅を広げた。リフ
ター爪に固定ガイド設置）
安全管理（マニュアル）（具
体的作業指針を作成し教
育実施）
安全教育（ＫＹＴの実施）

安全管理（設備）（ガイド位
置変更(手が入らない位置
へ、危険場所表示）
安全教育（作業、安全意
識教育、クレーン実習）

安全教育（希土類酸化物
の溶解反応における注意
事項をまとめ、教育を実施
した。）

安全管理（マニュアル）（液
が入らないように保護具
での防御を見直す。）

安全教育（一人作業を徹
底）

安全教育（出向受入社員
へも安全教育を徹底）

安全教育（マニュアル）（標
準書を作成）

No.

４

安全対策

発生年月

災害発生概要
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■労働災害事例（希土類製造関係）
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2005年11月17日 2005年12月20日 2005年12月21日 2006年3月4日 2006年5月28日 2006年6月15日 2006年8月25日 2006年12月12日 2007年8月30日 2007年10月4日 2008年3月29日

発災工程分類 反応工程（少量試作工程） 焼成工程 洗浄 原料液の移送 分級作業 溶解 反応工程 焼成工程 原料投入 切断 焼成工程

希土類酸化物の酸溶解
時、反応中の液が吹き上
がり、熱い酸性液を浴び
た。

通路を移動中、ターンテー
ブルに左足を掛けた時に
足が滑りターンテーブル
の角に足を打ちつけた。

ビーカー洗浄中に破損し、
人差し指を裂傷

希土類液の容器移し替え
の際に、飛び散った液が
左眼に入った。

原料粉閉まり具合確認す
るためテーブルフィーダー
点検窓を押したところ、窓
に張っていたテフロンシー
トが破れ粉がこぼれ落ち
たため、手で押さえた時
テーブルフィーダー内部の
インペラーと点検窓に指を
挟まれて先端を欠損｡

撹拌ペラに当ったアルカリ
液が飛散し、目に入った。

中間品（粉体）を投入する
ためにそのフレコンを吊り
上げたところ、フレコンの
ひもが切れて落下。中間
品が眼に入った。

ホッパーに付着した中間
製品をハンマーで叩いて
落とす際、指をホッパー内
の部品に打ちつけた。

重なった２缶の希土類合
金（ペール缶）を持ち上げ
たところ、下側の１缶（約１
５ｋｇ）が足の上に落下し、
打撲

ホースをカッターで切断中
に人差し指を切った

工場内を掃除機で清掃
中、飛散した粉体の塊が
左眼に入った。

１ 発災工程 原料投入作業 移動 洗浄 送液作業 分級作業 溶解 中間品投入作業 清掃 原料投入 切断 場内清掃

２ 労働災害分類 有害物との接触 転倒 切れこすれ 有害物との接触 切れこすれ 有害物との接触 有害物との接触 動作の反動 飛来落下 切れこすれ 有害物との接触

有害物質 熱い希土類酸性溶液との
接触

設備に足を打ちつけた ビーカー 希土類液に接触 設備
（テーブルフィーダー）

アルカリ液 希土類化合物（粉体）に接
触

設備に手を打ちつけた ペール缶、リメルト用希土
類合金

カッター 粉体と接触

３ 負傷部位・程度 左足大腿部の薬傷 左足すねの裂傷 切創 左眼薬傷 切創 眼薬傷 眼炎症 右手小指の骨折 打撲 切創 左眼の眼炎症

休業日数等 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休

年齢 20歳 21歳 31歳 22歳 22歳 48歳 22歳 35歳 19歳 27歳 29歳

経験年数（年） 2年 2年 1年 3年 0年 4年 4年 11年 0年 9年 4年

自社（従業員、
パート）／派遣／
協力会社の別

自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員） 派遣 自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員）

直接要因 希土類酸化物の投入が早
過ぎ、急激に反応が進ん
だ。

ターンテーブルに置いた
足を滑らせた。

ビーカーの破損 保護メガネを着用していな
かった。

インペラーと点検窓の間
に挟まれた

蓋が開いていて飛び散る
状況にあった

フレコンのひもが切れた。 設定量以上の投入と保護
具未着用。

ペール缶が落下し、足を
打撲

ホースを手で持ったまま
カッターで切った

保護メガネを着用していな
かった。

間接要因 安全教育（希土類の反応
に対する本人、職場の理
解不足。）

安全管理（設備）（通路が
狭く、普通に歩いて通りに
くい状況にあった。）

安全管理（設備）（素手で
作業を行った）

安全教育（決められた
ルールを守っていなかっ
た。）

安全管理（設備）（点検窓の
材質が適切でなかった）

安全教育（保護メガネ不
着用）

安全管理（設備）（吊り上
げ中に、投入口に近づい
た。）

安全教育（設備取扱いの
ルールを逸脱していた。）

安全教育（缶が重なってい
た）

安全教育（決められた保
護具の着用）

安全教育（保護メガネを着
用していなかった。）

安全教育（希土類酸化物
の溶解反応における注意
事項をまとめ、教育を実施
した。）

安全管理（設備）（設備を
改善し通路を確保した。）

安全管理（設備）（手袋の
着用、ガラス製からポリ
ビーカーに変更）

安全教育（安全教育の実
施。作業場に保護メガネ
の収納ボックスを設置。）

安全管理（設備）（点検窓の
材質を全てＳＵＳ製変更した)

安全教育（保護メガネ着
用）、安全管理（設備）（薬
液投入箇所変更でペラに
当らないようにした）

安全管理（設備）（吊り上
げ中は、危険場所に人が
入れないようにした。）

安全教育（保護具を含め
ルールの徹底。打ちつけ
部品の取り外し。）

安全教育（缶は重ねない） 安全教育（ケプラー製手
袋の着用徹底）

安全教育（掃除機で清掃
中、保護メガネを着用する
ように指導した。）

No.

発生年月

災害発生概要

４

安全対策
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■労働災害事例（希土類製造関係）
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2008年4月15日 2008年4月21日 2008年6月18日 2008年8月25日 2008年8月27日 2008年8月29日 2008年10月8日 2008年10月9日 2009年7月6日 2009年12月24日 2010年4月26日

発災工程分類 原料準備 焼成工程 反応工程（少量試作工程） 反応工程 焼成工程 部材加工 清掃 反応工程 築炉 移動 焼成工程

切断したドラム缶のバンド
の切り目で膝下あたりを
切った

自動稼働装置のトラブル
対応中に、装置を一部稼
働させた際に手が機械に
挟まれた。

少量試作の反応におい
て、アルカリ薬剤を投入中
に飛び散った液が左眼に
入った。

電動ハンドリフトをバック
で走行中、コントロールで
きずポールとリフトに足を
挟んだ。

台車を押している時に、台
車のローラー部に右手を
挟んだ。

部材をグラインダーで研
磨中に膝下を切った

清掃作業中にバルブを破
損し、タンク内のアルカリ
液がかかった

作業着で顔を拭ったとこ
ろ、作業着に付着していた
希土類酸性液が眼に入っ
た。

ケイ酸ソーダ溶液を移し
替える際、飛散し、目に
入った

工場内の4階から1階の作
業場へ移動中、1階の階
段の4段目から飛び降りた
際、階段の張り出し部分
に足が乗り、左足を捻っ
た｡

台車を後ろ向きで移動さ
せている時に、手を台車
部品に挟んだ。

１ 発災工程 原料準備 異常対応作業 薬品投入作業 原料移動作業 台車移動作業 部材加工 清掃 反応作業 築炉 移動 台車移動作業

２ 労働災害分類 切れこすれ はさまれ巻き込まれ 有害物との接触 はさまれ巻き込まれ はさまれ巻き込まれ 切れこすれ 有害物との接触 有害物との接触 有害物との接触 動作の反動無理な動作 はさまれ巻き込まれ

有害物質 ドラム缶の切り口 駆動設備部に挟まれ 反応液との接触 ポールとハンドリフトに挟
まれ

台車部品に挟まれ グラインダー アルカリ液 希土類酸性溶液との接触 ケイ酸ソーダ溶液 階段 台車部品に挟まれ

３ 負傷部位・程度 切創 右手の打撲 左眼の眼薬傷 右足小指の骨折 右手の打撲 切創 薬傷 眼薬傷 眼薬傷 捻挫 左手薬指と小指間の小骨
の骨折

休業日数等 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休

年齢 30歳 24歳 23歳 25歳 25歳 26歳 50歳 26歳 37歳 36歳 58歳

経験年数（年） 0年 6年 5年 6年 1年 8年 6年 1年 0年 5年 14年

自社（従業員、
パート）／派遣／
協力会社の別

自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員） 自社（パート） 自社（従業員） 協力会社 自社（従業員） 自社（従業員） 協力会社 自社（パート）

直接要因 ドラム缶の切り口 稼働部分に手を置いた。 保護メガネを着用していな
かった。

スピードの出し過ぎ。 不注意でローラー部に右
手を入れた。

グラインダーの跳ね返り アルカリ液がかかった 酸性液が付いた作業着で
顔を拭った。

ケイ酸ソーダ溶液が飛散
し目に入った

階段の張り出し部で足を
捻った

足元に注意していたため
手元が注意不足。

間接要因 安全管理（マニュアル）（ド
ラムバンドをドラムごと切
断しないと取れない）

安全管理（マニュアル）（異
常内容の誤認と異常対応
時の手順がなかった。）

安全教育（普段どおり作
業台に上がらずに作業し
た。本人の安全意識の欠
如。）

安全教育（電動ハンドリフ
トの操作教育不足。リフト
自体が加速しすぎであっ
た。）

安全管理（設備）（手を挟
みやすい構造になってい
た。）

安全教育（片手で作業し
た）

安全管理（設備）（不要バ
ルブを放置）

安全教育（薬品に関する
安全指導不足。）

安全教育（保護メガネをし
ていなかった）

安全教育（階段の4段目より
飛び降りた）

安全管理（設備）（レール
内に日常的に入って作業
していた。）

安全管理（マニュアル）（鋭
利な切り口は叩いて処理
をする）

安全管理（マニュアル）（手
順の作成。この異常は一
人で対応することにし
た。）

安全教育（安全教育の実
施。保護具を各作業所に
設置。）

安全教育（教育の徹底とリ
フトの改造。）

安全管理（設備）（ロー
ラーの位置を変更する。）

安全教育（片手作業の禁
止）

安全管理（設備）（バルブ
をフランジ部分から撤去）

安全教育（安全教育の実
施。）

安全教育（保護具着用を
徹底する）

安全教育（階段昇降時ルー
ルの徹底）

安全管理（設備）（レール
内に入る必要がないよう
に設備を改善。）

No.

発生年月

災害発生概要

４

安全対策
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■労働災害事例（希土類製造関係）
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

2010年10月4日 2010年10月15日 2010年11月2日 2010年12月2日 2011年1月18日 2011年3月14日 2011年3月14日 2011年4月2日 2011年5月19日 2011年6月7日 2011年6月10日

発災工程分類 反応工程（少量試作工程） 電極交換 取り出し 切断 点検 移動 焼成 歩行 原料溶解 溶解炉清掃作業 粉砕

少量試作の中間品のろ過
時、設備の操作ミスにより
アルカリ性の液を浴びた。

電極をホイストで吊り上げ
た際、指を挟まれた

金型からメタルを取りだす
際、立てかけていた別の
金型が倒れ、足を骨折。

切断機と取り出したメタル
に指を挟まれ骨折

回転体のボルトの増し締
めを行い軍手ごと巻き込
まれた。

防液堤をまたいだ際に足
場のブロックにつまづき剥
離骨折

ドラム缶の上に載って作
業中、ふたがひっくり返
り、陰部裂傷

階段を踏み外して捻挫 原料溶解槽原料投入中、
槽内の塩酸スラリー液（塩
酸濃度10～20%）が液跳ね
し、右目に入り右目角膜
上皮損傷｡

第2ＣＣ溶解炉清掃作業中
に炉内より異常燃焼発生
にて負傷する。

粉砕機内の高温水に手を
触れたため火傷

１ 発災工程 ろ過作業 電極交換 取り出し 切断 点検 移動 焼成 歩行 原料溶解 溶解炉清掃作業 粉砕

２ 労働災害分類 有害物との接触 はさまれ巻き込まれ 飛来落下 はさまれ巻き込まれ はさまれ巻き込まれ 激突 墜落転落 墜落転落 有害物との接触 高温低温の物との接触 高温低温の物との接触

有害物質 アルカリ性液体と接触 設備 金型 切断機 加熱冷却機 コンクリートブロック ドラム 階段 塩酸 Ｍｇ 高温

３ 負傷部位・程度 顔、上半身の薬傷 切創 骨折 骨折 骨折 骨折 打撲 捻挫 眼薬傷 打撲、熱傷の疑い 火傷

休業日数等 不休 不休 不休 不休 不休 不休 ４日以上 不休 不休 不休 不休

年齢 39歳 46歳 45歳 51歳 47歳 56歳 49歳 37歳 30歳 32歳
38歳

62歳

経験年数（年） 18年 20年 15年 0年 1年 5年 30年 7年 0年 14年
4年

4年

自社（従業員、
パート）／派遣／
協力会社の別

自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員） 派遣 自社（従業員） 派遣 自社（従業員） 自社（従業員） 派遣 自社（従業員） 協力会社

直接要因 バルブ操作の間違い。 挟まるおそれがあるのに
ホイストを稼働させた

金型が倒れて足を骨折 手でメタルを取り出そうと
して挟まれた

自動回転中に手を出し、
挟まれた

仮設のブロックを踏み台
にしていた

ドラム缶のふたがひっくり
返った

滑り止めテーップが劣化し
ていた

酸性液が飛散し､眼に入っ
た

炉内の活性付着物に着火
した。

高温水に手を入れた

間接要因 安全管理（マニュアル）（少
量設備での作業手順、安
全管理が不十分。）

安全管理（設備）（クレーン
作業者から作業者が見え
ず、声掛けもなかった）

安全教育（組立て型の金
型なので分離する必要が
ある）

安全管理（設備）（カバー
がない）

安全管理（マニュアル）（指
導したベテランも同じ方法
だった）

安全管理（設備）（防液堤
の中に人が立ち入る構造
になっていない）

安全教育（ドラム缶を作業
台替りにした誤用）

安全管理（設備）（水で床
の清掃を行って階段まで
濡れて滑りやすくなってい
た）

安全教育（保護メガネを未
着装）

安全管理（マニュアル）（活
性が高い時の判断基準が
ない）

安全管理（設備）（カバー
がなかったので手が入っ
た）

安全管理（マニュアル）（設
備）（設備面、作業手順で
の安全対策と教育を実
施。）

安全管理（設備）（声掛け
の徹底。挟まるような箇所
を持たない。）

安全教育（置場を再教育） 安全管理（設備）（専用冶
具を使用）

安全管理（マニュアル）（メ
ンテ中は手で回転させな
がら行う）

安全管理（設備）（階段の
設置や通路を確保）

安全教育（誤用をしないこ
との周知徹底）

安全管理（設備）（滑り止
めテープの張り替え）

安全教育（保護メガネ着
装の徹底）
安全管理（設備）（液跳ね
防止板の設置)

安全管理（マニュアル）（活
性が高い時の判断基準を
作成）

安全管理（設備）（中身を
見れるように改造）

No.

発生年月

災害発生概要

４

安全対策
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■労働災害事例（希土類製造関係）
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

2011年11月21日 2011年11月30日 2011年12月27日 2012年8月9日 2013年8月24日 2013年10月19日 2013年12月11日 2014年2月25日 2014年3月17日 2014年4月24日 2014年6月20日

発災工程分類 切断 溶解作業 点検 解体 切断 作業 反応 溶解作業 点検作業 場内移動 反応工程

メタルを切断中に切断機と
メタルの間に指を挟まれ
た

解作業完了し詰所に戻る
時に、通路上の開口部の
蓋がずれて右足を踏み抜
き打撲した。

点検でシャフトを外してい
た際、エアー圧でシャフト
が押し出され、太ももを裂
傷

作業架台から足を滑らせ
て落下中に裂傷

メタルを切断中に切断機と
メタルの間に手を挟まれ
た

金型をクレーンで吊り上げ
た際、フックが外れて足を
裂傷

希土類酸化物溶解時に、
急激な反応によりガスが
過剰発生した。

　タンディッシュ予熱用台
車（油圧ハンドリフター）の
降下操作中に右手人差指
を挟まれた。

設備横に設置されている
階段を昇ろうとした際、階
段横にある隣の設備の
モーターベルトカバーの角
に右膝を強打し被災｡

夜勤時、別の建屋に移動
中、原料ヤード内を小走り
で通行中、配管根巻きに
つまずき転倒。右足を捻っ
た。

原料投入時に、原料フレ
コンを切る際にカッター刃
が左親指に接触し裂傷し
た。

１ 発災工程 切断 溶解作業 点検 解体 切断 作業 原料投入作業 溶解作業 点検作業 場内移動 原料投入

２ 労働災害分類 はさまれ巻き込まれ 激突 激突され 墜落転落 はさまれ巻き込まれ 飛来落下 有害物との接触 はさまれ巻き込まれ 切れこすれ 転倒 切れこすれ

有害物質 切断機 設備 炉 炉体 切断機 金型 酸化性ガスの吸引 設備 設備 配管根巻きにつまずき転
倒

カッター刃に指が接触

３ 負傷部位・程度 裂傷 打撲 裂傷 裂傷 裂傷 裂傷 異常なし 右示指切断 裂創 右足首の剥離骨折 左親指の裂傷

休業日数等 不休 不休 不休 不休 不休 不休 ４日未満 休業 不休 ４日以上 不休

年齢 38歳 20歳 40歳 44歳 34歳 27歳 38歳
23歳
40歳

34歳 49歳 25歳 39歳

経験年数（年） 0年 2年 2年 2年 4年 2年 13年
5年
7年

1年 3年 7年 13年

自社（従業員、
パート）／派遣／
協力会社の別

派遣 自社（従業員） 派遣 自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員） 自社（従業員2名①②、
パート1名③）

派遣 派遣 自社（従業員） 自社（従業員）

直接要因 跳ね上がるメタルと切断
機に挟まれた

開口部蓋が一部変形して
いたことで蓋が抜けやすく
なっていた。

エアー圧の抜き忘れ 細い設備架台に足をかけ
て作業をした

跳ね上がるメタルと切断
機に挟まれた

金型が外れて足を裂傷 希土類酸化物の投入が早
過ぎた。

タンディシュ予熱用台車の
昇降ストッパが無く、手指
の挟まれ対策及び点検が
不十分であった。

Ｖベルトカバーの角にぶつ
けた

暗い中で、足元の不注
意。

不慣れな作業で注意不
足。

間接要因 安全管理（設備）（カバー
がない）

安全管理（設備）（作業通
路にもかかわらず開口部
蓋があった）

安全管理（マニュアル）（装
置トラブルの対応マニュア
ルがない）

安全管理（設備）（スペー
スが狭く、地上から回り込
んでの作業が出来なかっ
た）

安全管理（設備）（カバー
がない）

安全管理（設備）（フックは
目視確認だけだった）

安全管理（マニュアル）（投
入速度の手順が明確でな
かった。）

安全管理（マニュアル）（厳
守事項の記載がなかっ
た）

安全管理（設備）（Ｖベルトカ
バーの角部が剥き出しで
あった）

安全管理（マニュアル）（配
管の多い原料ヤードを通
行していた。工場内での
通行のルールが不徹
底。）

安全管理（設備）（フレコン
が揺れるため、添え手が
必要な作業になってい
た。）

安全管理（設備）（カバー
設置）、安全教育（応急対
策として切断中はメタル手
を添えない事）

安全管理（設備）（蓋が落
ちないよう溶接止めを行
い、開口蓋を作業通路か
ら外す）

安全管理（マニュアル）（異
常時マニュアルを作成）

安全管理（設備）（周辺を
整理し、地上作業を可能
にした）

安全管理（設備）（両手ス
イッチに変更）

安全管理（設備）（金型吊
り具開き防止バーを設置）

安全管理（マニュアル）（手
順を明確にした。）
安全管理（設備）（また過
剰に投入できないように設
備を改善した。）

安全管理（設備）（安全対
策をした台車に変更）、安
全教育及び安全管理（マ
ニュアル）（厳守事項追記
と再教育）

安全管理（設備）（Ｖベルトカ
バｰ角部が緩衝材を取り付
けた)

安全管理（マニュアル）（工
場内で通行のルールを定
める。）

安全管理（設備）（架台を
設置し、フレコンを固定す
る。）

No.

発生年月

災害発生概要

４

安全対策
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■労働災害事例（希土類製造関係）
53 54 55 56 57 58 59 60 61

2014年9月7日 2014年10月20日 2014年11月6日 2015年1月15日 2015年2月4日 2015年2月10日 2015年3月25日 2015年4月30日 2015年5月19日

発災工程分類 焼成工程 反応工程 メンテナンス トラバーサ（重量物移動） 移動 切断 焼成工程 清掃 濾過

中間品をフレコンに投入
する準備中に作業台から
転落した。

酸性薬品を送液する時
に、ポンプ部が破損し薬
液が飛散し、薬品を浴び
た。

排水中和用の酸溶液配管
の切断する際、間違って
アルカリ溶液配管を切断。
アルカリ液が飛散し右ひ
だに掛かった。

重量約４ｔの台車を2人で
移動した。　引側の足先が
トラバーサ下の隙間に入
り挟まれた。（安全靴破
損）　　　　過去、引側で積
荷転倒事故も発生し、押
側での作業を指導してい
た。

クレーンでドラム缶を移動
時にフォークリフトとドラム
缶に手を挟まれた

サンプル容器をカッターで
切断中に手を切った

異常対応で安全チェーン
と支え棒を外して作業中、
床面の支え棒の枠（でっ
ぱり）につまずき転倒し、
柱に手を打ちつけた。

分電盤の下にあったコン
セントに掃除機のコンセン
トを差し込もうとかがんだ
際に額を切った

濾過機の濾板を移動中に
ブロックと濾板の間に手を
挟まれた

１ 発災工程 中間品投入準備作業 薬品送液作業 薬品の配管工事作業 トラバーサ（重量物移動） 移動 切断 異常対応作業 清掃 濾過

２ 労働災害分類 墜落転落 有害物との接触 有害物との接触 はさまれ巻き込まれ はさまれ巻き込まれ 切れこすれ 転倒 激突 はさまれ巻き込まれ

有害物質 作業台から落下 酸薬品に接触 アルカリ薬品に接触 トラバーサ クレーン カッター 床面の支え棒の枠につま
ずき転倒

分電盤 濾過機

３ 負傷部位・程度 肋骨の骨折 全身の薬傷 右ひざの薬傷 足指骨折 裂傷 裂傷 右手の打撲 裂傷 裂傷

休業日数等 ４日以上 ４日以上 不休 不休 不休 不休 不休 不休 不休

年齢 － 44歳 38歳 22歳 48歳 30歳 49歳 38歳 46歳

経験年数（年） 1年 26年 11年 3年 0年 0年 31年 0年 0年

自社（従業員、
パート）／派遣／
協力会社の別

派遣社員 自社（従業員） 自社（従業員） 派遣 派遣 自社（従業員） 派遣 派遣

直接要因 足を踏み外した。 破損したポンプの材質が
適切でなかった。

切断する配管を間違え
た。

トラサーバーの間に隙間
があった為

ドラム缶を手で止めようと
して挟まれた

不安定な丸い容器をカッ
ターで切った

床面が暗く、支え棒の枠
に気が付かなかった。

コンセントの真上に分電盤
が飛び出していた

稼働中の物を手で直そう
として挟まれた

間接要因 安全管理（設備）（作業自
体が無理な体制での不安
全な作業であった。）

安全管理（マニュアル）（ポ
ンプ更新時の確認不足。
保護具の着用が不十
分。）

安全教育（一部の溝蓋の
み外して作業したため、配
管の確認が不十分だっ
た。）

安全管理（設備）(隙間が
あった）

安全管理（設備）（クレーン
の通行箇所にフォークリフ
トを停車させた）

安全教育（元々中身は溶
かして出すことになってい
た）

安全管理（設備）（床面が
暗い中、支え棒を抜くと床
面にでっぱりがでる状態
であった。）

安全教育（ヘルメット不着
用）

安全管理（設備）（緩んで
いた部品を放置していた）

安全管理（設備）（作業台
の改善。）

安全管理（設備）（設備購
入時の材質確認の設定。
作業員が薬品を浴びない
レイアウト変更。
安全教育（保護具着用の
教育実施。）

安全教育（配管が隠れて
いるか所では、できるだ開
口しライン位置を十分に
確認して作業するように教
育を実施。）

安全管理（設備）(隙間を
無くす様溝を埋める）
安全教育(引かず、押す作
業に作業改定）

安全管理（設備）（クレーン
通行箇所の場所を確保）

安全教育（この工程では
カッターの使用禁止）、安
全管理（マニュアル）（カッ
ターを使用せず、溶解する
事）

安全管理（設備）（支え棒
が抜けないように改善。ま
た目立つようにペンキを
塗った。床面を照明を設
置した。）

安全管理（設備）（分電盤
を移設した）

安全管理（設備）（部品は
定期点検する。手が入る
と止まるようなセンサーを
検討）

No.

発生年月

災害発生概要

４

安全対策
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