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１． はじめに

九州地方整備局管内における工事事故の発生は

近年非常に多くなっており，平成１８年度には過去

最高となる１０６件が発生しました。本年，昨年は

若干減少しているものの依然として高い発生状況

となっています。

その要因を見てみると交通事故や架空線，地下

埋設管の切断など公衆災害の多少に大きく左右さ

れています。その中でも特に架空線・地下埋設管

を切断する事故が顕著なものとなっていました。

この状況を踏まえ，九州地方整備局では，架空

線・地下埋設管の切断・接触事故（以下「切断事

故等」）を防止するため，切断事故等の防止策を

特記仕様書に明記し事前調査の充実を図るととも

に，施工計画書における具体の安全対策の明示に

ついて確認を行い，各工事現場の安全対策に向け

た指導・監督を強化してきたところです。

また，各種会議などを通して注意喚起を促すと

九州地方整備局における
公衆災害防止に関する取り組み状況
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（注） ・H２０年度は，H２０年１２月末の件数
・河川，道路，公園事業における事故（港湾空港部，営繕部除く）
・労働災害とは，工事作業に起因して工事関係者が死傷した事故
・交通事故とは，公道において車両が起因し工事関係者および第三者が死傷・物損した事故
・一般事故とは，労働災害および交通事故以外の事故

・過去１０年間における九州地方整備局の工事事故は増加傾向
・平成１８年度に過去最大の１０６件の事故が発生

図―１ 年度別事故発生状況
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ともに，発生した事故事例の管内事務所に対する

情報提供についても取り組んできたところです。

これらの事故防止対策の取り組みの結果，平成

１９，２０年度において，公衆災害が減少し事故件数

の増加に歯止めがかかった状況ですが，依然とし

て切断事故等は多く発生している状況です。

今回，公衆災害のうち切断事故等に焦点を当て

て，切断事故等に対する九州地方整備局の取り組

みを紹介するとともに，発生した事故の要因を踏

まえ今後の切断事故対策の方向性について考察を

述べます。

２． 切断事故等の防止対策について

切断事故等が平成１８年度に急増したことを受

け，九州地方整備局では以下の対策を実施してい

ます。

� 架空線上空施設の切断事故対策

特記仕様書に「架空線上空施設への接触及び切

断事故防止対策」として以下の具体の対策を記載

・工事現場，土取り場，土捨て場，資材等置き

場，資機材運搬経路等，工事に関わるすべての

架空線上空施設の事前調査（場所・種類・高さ

等）の実施

・建設機械等のブームや，ダンプアップ状態など

の架空線上空施設への接触・切断の可能性があ

る状態での移動・走行または旋回の禁止

・現場等出入口での「高さ制限装置の設置や架空

線等への「保護カバー設置」等の事前対策の実施

・事前調査結果に基づく接触・切断対策につい

て，施工計画書への記載および遵守

（注） ・H２０年度は，H２０年１２月末の件数

・近年の工事事故で多くを占めるのが公衆災害

図―２ 事故区分

（注） ・H２０年度は，H２０年１２月末の件数

・事故形態別では切断事故等が最も多い

図―３

５６ 建設マネジメント技術 2009年 3月号



・受注者自らの点検の実施および作業員等への安

全教育の徹底

・受注者の点検結果，安全教育指導の結果につい

て監督職員への報告

� 地下埋設物件の切断事故対策

供用中の道路の掘削を伴うすべての工事および

調査設計業務について事前の資料収集と試掘調査

の徹底

３． 切断事故等の推移と事故要因に
ついて

切断事故について平成１８年度と比較し，平成

１９，２０年と若干の減少傾向が見られています。

また，過去３カ年度の架空線切断事故と埋設管

切断事故の内訳について見てみると，特に埋設管

の切断等事故の減少が顕著になっています。

それに対して，架空線切断については大きな減

少が図られていない状況です。

埋設管の切断事故の要因について見てみると，

平成１８年度において最も多くを占めていた事前調

査の不備（事前の資料収集や試掘調査の未実施

等）が大幅に減少していることが全体の事故件数

の減少につながっていることが分かります。

これについては，平成１８年度の切断事故等を踏

まえ取り組んできた事前の資料収集と試掘調査の

徹底の効果が現れていると考えられますが，依然

として事前調査の不備による事故が発生するなど

対策の徹底について完全とは言えない状況です。

なお，発生した埋設管の切断事故はその大半が

家庭への引き込み管であり，台帳管理も満足でな

い状況にあることから，これらにも十分に配慮し

た施工が必要です。

また，架空線の切断事故の要因について見てみ

ると，平成１８，１９年度に多く占めていた安全対策

や事前調査の不備によ

る事故が平成２０年度に

おいて減少している状

況です。

これについては埋設

管切断事故と同様に，

平成１８年度の切断事故

等を踏まえ取り組んで

きた工事現場，土取り

場，土捨て場，資材等

置き場，資機材運搬経

路等，工事にかかわる

すべての架空線上空施

設の事前調査（場所・種

類・高さ等）の実施や現

場等出入口での「高さ

制限装置の設置や架空

線等への「保護カバー

設置」等の事前対策の

実施などの効果が現れ

ていると考えられます。

これに対して施工計

画書や日々のKY（危

（注） ・H２０年度は，H２０年１２月末の件数

図―４ 切断事故の内訳

（注） ・H２０年度は，H２０年１２月末の件数
・「施工計画書の不徹底」とは，施工計画書と異なる施工方法を行っ
たものなど
・「安全対策の不備」とは，監視員等の設置を適切に実施しなかった
り，埋設管の位置明示等が不十分なものなど
・「事前調査の不備」とは，事前の資料収集や試掘調査の未実施など
・「作業員の認識不足」とは，現地において個人の判断で施工方法を
変更したことによるものなど

図―５ 埋設物件切断の要因
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険予知）活動等において注意喚起されているにも

かかわらずダンプアップ状態での走行などにより

架空線を切断するなどの作業員等の危機管理意識

の欠如とも考えられる「作業員等の認識不足」に

よる事故が依然として発生している状況です。

以下に事例を紹介します。

� 作業員等の認識不足による事故事例

� 事故の概要

工事用道路補修のため，１０tダンプトラックに

て土砂の積み込み・運搬作業中に，架空線の存在

を看板等で明記していたにもかかわらず，ダンプ

アップした状態で走

行し，架空線を切断

した。

� 事故原因

事故発生当日の作

業前に，KY（危険

予知）活動において

作業個所に架空線が

あることの注意喚起

を行うとともに，監

視員を配置する予定

であったが，ダンプ

オペレータが作業手

順を守らず，監視員

が配置される前に架空線がある現場に移動し，作

業を実施したことが原因である。

� 事故後実施した主な防止対策

・架空線位置を明示する看板をより大型のものに

変更

・架空線個所前後に高さ制限柵を設置

・通常のKY（危険予知）活動と別に実際の作業

現場において再度KY（危険予知）活動を実施

し，すべての作業員・オペレータ等が内容を理

解したか確認を行った後に作業を開始する

� 事前調査の不備による事故事例

� 事故の概

要

情報 BOX

工事におい

て，現道歩道

部の掘削前に

水道引き込み

管の存在を把

握し，当初計

画どおり人力

による試掘を

行っていた

が，試掘途中

で路盤が固い

ことを理由に

（注） ・H２０年度は，H２０年１２月末の件数
・「施工計画書の不徹底」とは，施工計画書と異なる施工方法を行ったも
のなど
・「安全対策の不備」とは，監視員・誘導員等の設置を適切に行わなかっ
たり，架空線の注意喚起を促す表示や架空線の保護の不備など
・「事前調査の不備」とは，事前の調査を怠ったもの
・「作業員の認識不足」とは，ダンプ（ブーム）アップ状態などでの走行
によるものなど

図―６ 架空線切断の要因

図―７
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個人の判断でバックホウによる掘削に変更し，水

道引き込み管を切断した。

� 事故原因

下記の思い込みによるものが原因と考えられ

る。

・路盤内に管路がないであろうという思い込みを

行ったこと

・事故発生個所の試掘前に同様の水道引き込み管

の試掘を実施した際，所定の深さまで人力で掘

削した結果，あるはずの水道管が発見されなか

ったことにより，今回の水道管も所定深さに存

在しないのでは？との思い込みを行ったこと

４． 切断事故等の防止に向けた
さらなる取り組みについて

切断事故等の防止対策については，事前調査の

実施等を特記仕様書に明記するなどの取り組みに

より，平成２０年度においては現時点（平成２０年１２月

末時点）で平成１８年度の事故発生件数と比べ半減

するなど一定の効果が出ていると考えられます。

しかしながら，非常に残念なことに最終的な目

標である事故発生件数０には程遠い状況です。

今年度の事故要因を踏まえると，事前調査の不

備など現時点で実施している取り組みを徹底する

ことで事故の発生を防げた可能性があるケースが

依然として存在す

ることから，現在

の取り組みについ

て指導・監督のさ

らなる徹底を図る

ことが必要と考え

ます。

なお，架空線の

切断等事故につい

ては「目に見え

る」物件を切断・

損傷しているもの

であり，決して発

生させてはならな

い事故です。今年

度発生した事故には作業員等の危機管理意識の欠

如とも考えられる「作業員等の認識不足」による

ものが多いことから，その撲滅のためには，事前

調査や安全対策の指導・徹底のみでは限界があ

り，事故関係者おのおのの危機管理意識の向上を

図ることが重要です。

今後は，施工現場に携わる関係者すべてに対し

てKY（危険予知）活動や講習会等を通じた安全

教育などの取り組みをさらに強化していく必要が

あると考えます。

５． おわりに

公共事業は国民の皆様から税金をいただいて実

施しているものであり，その国民の皆様に影響を

及ぼす公衆災害を発生させることはあってはなら

ないことであると考えます。

請負工事は，受注者が責任を持って施工するの

が基本ですが，発注者としても公衆災害を決して

発生させてはならないという姿勢で施工計画書の

不備や不適切な施工実態がないよう指導を徹底す

るなど，今後とも受発注者が一体となって公衆事

故を含めた工事事故の撲滅を目指していきたいと

考えます。

図―８
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