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1 4月21日
雑固体廃棄物焼却設備の設置工事において，グラインダーを用いて型枠の
解体作業を実施していたところ，誤って回転部を掴み手を負傷

切れ・こすれ 不休 34 8月9日
高性能多核種除去設備の検証試験において，トラック荷台へ昇る際，半開きのト
ラックのウイング（上方に開く荷台の側面板）に頭をぶつけ負傷

その他 不休

2 4月21日
タンク基礎工事のコンクリート打設作業において，コンクリートホッパー（コンク
リートを運搬するための桶状の容器）を操作中に手を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休 35 8月18日
発電所物揚げ場において，タンクの水切り（船から陸に揚げる荷役）作業中に吊り
治具とシャックル（U字形の連結金具）の間に指を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休

3 4月24日
一般廃棄物の処理業務において，フォークリフトを用いて金属コンテナを移動
中に，フォークリフトの爪と金属コンテナの間に手を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休 36 8月20日 タンク設置工事において，タンク底板合わせ作業後の移動中に体調不良 熱中症 不休

4 4月24日
タンク漏洩水拡散防止設備の改修工事において，カッターナイフを用いて資
材袋をしゃがみ込んだ姿勢で開封したところ，力余って足を切り負傷

切れ・こすれ 不休 37 9月1日
雑固体廃棄物焼却設備の設置工事において，刈払い機で周辺の草刈を実施中
に回転部近傍から金属片が飛散し，足を負傷

飛来・落下 不休

5 5月19日
タンクエリアでの雨水対策工事において，共同作業者と雨樋を運搬中に雨樋
の縁に足をぶつけ負傷

切れ・こすれ 不休 38 9月3日
タンクエリアでのタンク雨樋設置作業において，移動中に足を滑らせて足場用クラ
ンプに足が当たり負傷

転倒
・つまずき

不休

6 5月19日
タンクエリアパトロール業務委託において，移動中にタンク堰内の水たまりで
足を滑らせ転倒し，足を負傷

転倒
・つまずき

重傷 39 9月5日
タンクエリアでの準備作業において，敷き鉄板の移動中に鉄板が下方に移動し下
部鉄板との間に足を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休

7 5月26日
地下貯水槽エリアでの採水作業において，資機材をトラックの荷台から降ろ
し，荷台から後ろ向きで降りる際に足を荷台にぶつけ負傷

その他 不休 40 9月5日
多核種除去設備の運転管理業務におて、系統内の試料サンプリング中に体調不
良

熱中症 不休

8 5月26日
タンク漏洩水拡散防止設備の改修工事において，コンクリート養生用シート
の敷設時にバランスを崩して転倒し，とっさに地面についた手を負傷

転倒
・つまずき

不休 41 9月6日
地下水ドレン集水設備の設置工事において，エフレックス管のプルＢＯＸへの穴
あけ作業中に体調不良

熱中症 不休

9 5月27日
汚染水タンク雨水抑制対策工事において，足場材を運搬中にタンク堰内のス
ロープ部で転倒し，足を負傷

転倒
・つまずき

重傷 42 9月8日
地下水ドレン集水設備の設置工事において，トレーラへのH鋼積み込み作業中に
荷台上のH鋼が転がり，足を負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休

10 5月31日
構内排水路付け替え工事において，排水管上部のボルト締付け後に梯子を
下りる際，バランスを崩して転倒し，とっさに地面についた手を負傷

転倒
・つまずき

軽傷Ⅰ 43 9月20日
タンク設置工事において，仮設機材に施していた雨養生の解体作業中に短管パ
イプと短管パイプとの間に指を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休

11 6月2日
凍土遮水壁設置工事において，表土の鋤取り及び土砂の運搬作業中に体調
不良

熱中症 不休 44 9月20日
タンク設置工事において，短管パイプの取り外し作業中に短管パイプを落下さ
せ，下部で非破壊検査を実施していた作業員の背中に当たり負傷

飛来・落下 不休

12 6月6日
使用済吸着塔の受入作業において，使用した伸縮梯子の後片づけ中に縮め
た梯子のステップ間に指を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休 45 9月26日
構内線量低減対策（フェーシング）工事において，工事機材をトラックで搬出中に
構内汚染検査場で前方車両へ追突し，前方の運転手が負傷

交通 不休

13 6月6日
構内排水路付け替え工事において，コンクリート打設作業中に側面の壁から
突き出ていた型枠金物に気付かず，腕を引っ掛け負傷

切れ・こすれ 不休 46 9月30日
新事務棟架空ケーブル敷設工事において，高圧ケーブル端末処理作業中に充
電部に接触し負傷

電気 重傷

14 6月7日
凍土壁ボーリングの削孔装置設置作業において，干渉物品を運搬中に側壁
との間に足を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休 47 10月9日
原子炉建屋遮へい工事において，足場上で屋根材を運搬中，屋根材の端部に腕
を引っかけ負傷

切れ・こすれ 不休

15 6月19日
凍土遮水壁の設置工事において，開閉所床面のはつり作業を実施中に削岩
機が開口部に落下し，削岩機の取っ手とレバーの間に指をはさみ負傷

はさまれ・
まきこまれ

軽傷Ⅰ 48 10月14日
凍土遮水壁の設置工事において，路下トレンチの埋戻中の斜面を登る際に転倒
し，トレンチ上部の固定用鋼材に肩を当て負傷

転倒
・つまずき

不休

16 6月28日
サブドレン集水設備の設置工事において，仮設の昇降足場を降る際に躓き，
足を負傷

転倒
・つまずき

重傷 49 10月17日
港湾内海底土被覆工事において，漁網固定用ブロックの引き上げ作業中にロー
プとブイ（うき）を連結するシャックルと作業船の吊金具との間に指を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休

17 7月3日
汚染水タンク雨水抑制対策工事において，屋根材取付用架台組み立て作業
終了後の移動中に体調不良

熱中症 不休 50 10月25日
増設多核種除去設備の設置工事において，敷鉄板の移動作業中に吊り上げ用
フックが外れて跳ね飛び顔面に当たり，鼻を負傷

飛来・落下 不休

18 7月8日
路面整備工事において，作業エリアへの移動中，側溝に足を踏み外して転倒
し，手が突起物に当たり負傷

転倒
・つまずき

不休 51 11月7日
タンク設置工事において，旋回梯子用レールの取り付け作業中にレールが落下
し，タンク近傍で作業をしていた作業員に当たり負傷(1)

飛来・落下 重傷

19 7月8日
高性能多核種除去設備の設置工事において，クレーンレール用埋め込み鋼
材を移動していたところ，鋼材と床の間に指を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休 52 11月7日
タンク設置工事において，旋回梯子用レールの取り付け作業中にレールが落下
し，タンク近傍で作業をしていた作業員に当たり負傷(2)

飛来・落下 重傷

20 7月22日
タンク基礎設置工事において，鉄筋上を移動中に鉄筋格子の間に足を踏み
入れて躓き，足を負傷

転倒
・つまずき

不休 53 11月7日
タンク設置工事において，旋回梯子用レールの取り付け作業中にレールが落下
し，タンク近傍で作業をしていた作業員に当たり負傷(3)

飛来・落下 不休

21 7月23日
増設多核種除去設備の移送配管布設作業において，配管水抜き作業終了
後の休憩中に体調不良

熱中症 不休 54 11月16日
タンクエリアパトロール業務委託において，移動中に単管パイプを跨いだところ，
足を滑らせて転倒し負傷

転倒
・つまずき

不休

22 7月23日
物揚場復旧工事において，鉄筋･型枠組み立て作業終了後の移動中に体調
不良

熱中症 不休 55 11月19日
除染関連業務委託において，山積みとなっている瓦礫の撤去作業中に体勢を崩
し，瓦礫に接触して足を負傷

切れ・こすれ 不休

23 7月23日
タンクエリア汚染水の漏えい対策工事において，モルタル打設作業でのホー
ス取り回し作業に従事し，翌日になって体調不良

その他 軽傷Ⅰ 56 12月12日
海水配管トレンチ建屋接続部の止水工事において，測温管の挿入作業中に測温
管を固定している固定バンドの間に指を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

軽傷Ⅰ

24 7月25日
増設多核種除去設備の屋根ユニットの組み立て作業において，デッキプレー
ト（屋根材）を敷き込む際，デッキプレートの端部に足を当て負傷

切れ・こすれ 不休 57
（2015年)
1月13日

雑固体廃棄物焼却設備の設置工事において，足場組み立て作業として足場板の
運搬中に鉄筋で足をとられて躓き，支柱に脇腹を当て負傷

転倒
・つまずき

軽傷Ⅰ

25 7月25日
サブドレン集水設備の設置工事において，ポリエチレン管の融着接続作業中
に体調不良

熱中症 不休 58 1月15日
汚染水タンク雨水抑制対策工事において，取り付けた屋根材の整形作業中に切
断用のグラインダーが跳ね，手に当たり負傷

切れ・こすれ 不休

26 7月25日
海側遮水壁工事において，コンクリートミキサー車運転業務終了後の休憩中
に体調不良

熱中症 不休 59 1月15日
構内線量低減対策（フェーシング）工事において，伐採材の仮置き場所の確認中
に足元の切り株に躓き，Ｕ字溝に足を当て負傷

転倒
・つまずき

不休

27 7月26日
雑固体廃棄物焼却設備の設置工事において，型枠解体作業後の休憩中に
体調不良

熱中症 不休 60 1月19日
タンク設置工事において，タンク内面の防水検査に必要な照度を確保するため，
タンク天板部に登ってハッチの蓋を動かしたところ，タンク内に落下し死亡

墜落・転落 死亡

28 7月28日
汚染水タンク雨水抑制対策工事において，資材置場の整備作業中に手を滑
らせ単管パイプを落とし，他作業員の足に当たり負傷

飛来・落下 不休 61 2月23日
雑固体廃棄物焼却設備の設置工事において，建物内壁面の研磨作業中にサン
ダー（研磨工具）の刃が膝に接触し負傷

切れ・こすれ 不休

29 7月28日
タンク堰内雨水回収用のポリエチレン管設置工事において，架台組立・設置
作業後の片づけ中に体調不良

熱中症 不休 62 3月2日
化学分析機器運搬・設置業務委託において，天井部のケーブルトレイを仰ぎ見な
がら移動したところ，床面に置いていた高所作業架台に躓き，手首を負傷

転倒
・つまずき

軽傷Ⅱ

30 8月1日 大型休憩所の設置工事において，鉄骨建方作業中に体調不良 熱中症 不休 63 3月30日
構内物揚場脇道路下清掃業務において，暗渠内で浄化剤を運搬中に土砂に埋も
れていた鋼材に気づかず，その突起部分を踏み抜き足を負傷

その他 不休

31 8月2日 タンクエリア雨水タンク設置工事において，足場組み立て作業中に体調不良 熱中症 不休 64 3月31日
タンクエリア外堰拡幅部のコンクリート打設作業において，コンクリートを移送する
配管を移動中に配管とコンクリートブロックとの間に指を挟み負傷

はさまれ・
まきこまれ

不休

32 8月4日
増設多核種除去設備の設置工事において，ポリエチレン管の融着接続作業
後の休憩中に体調不良

熱中症 不休

33 8月5日
大型休憩所設置工事において，鉄骨上での作業床解体作業後の移動中に
体調不良

熱中症 不休

福島第一原子力発電所 ２０１４年度作業災害一覧表

＊本一覧表は、作業安全の更なる向上を目指す事を目的として集約
＊死亡：死亡、重傷：休業日数が１４日以上、軽傷Ⅱ：休業日数が４日～１３日、軽傷Ⅰ：休業日数が１～３日、不休：災害当日のみ休務

（別 添）


