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我々は、東北地方において実施される様々な公共事業や、東日本大震
災からの復旧・復興事業などを全力で進めています。

このような状況の中、東北地方の建設業における労働災害発生状況は、
近年、負傷者数、死亡者数共に減少傾向にあるものの、昨年も多くの方
が被害にあわれ、尊い命が失われた事故もありました。
労働災害から労働者を守るためには、これまでの事故を教訓とし、ま

た、関係者が一致協力して、職場における危険要因の排除に全力で取り
組まなければなりません。

本大会では、「新たな時代にＰＤＣＡ　みんなで築こうゼロ災職場」
をスローガンとして掲げ、決意を新たに取り組むこととします。

具体的には、次の取り組みを重点的かつ積極的に推進して参ります。
一　　 三大災害・即ち「墜落・転落災害」、「倒壊・崩壊災害」並びに

「はさまれ・巻き込まれ災害」の防止を図る。
一　　安全施工サイクル活動の充実を図る。
一　　健康の保持増進と快適な職場環境の形成を図る。

以上、関係者一丸となって労働災害防止に全力で取り組むことをここ
に誓います。

令和元年１０月２日　　　　　
東北地方工事安全施工推進大会
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発 注 機 関 東北地方整備局　岩手河川国道事務所

工 事 名 新小谷木橋架替工事

請 負 会 社 名 板谷建設　株式会社 現 場 代 理 人 及川　勝徳

安全施工のために留意、または工夫した事項
　本工事は、河川堤防内における下部構造物工事であったため、足場や法面からの墜落・転落災害、クレーン作
業中の飛来・落下災害に特に留意しました。また、工事場所の出入口が交通量の多い国道の橋の袂にあったため、
第三者との交通災害防止にも留意しました。
　工夫した事項については、昨今のi-Construction推進の流れを踏まえ、ICT建機やWebカメラなどを活用し、
新技術を取り入れた施工と安全管理を行うようにしました。

発 注 機 関 東北地方整備局　八戸港湾・空港整備事務所

工 事 名 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地（埋没）付帯施設本体工事

請 負 会 社 名 畑中建設工業　株式会社 現 場 代 理 人 石鉢　文範

安全施工のために留意、または工夫した事項
●�墜落・転落災害を防止するため、毎朝の朝礼ミーティングにおいて、保護具着用の徹底を指示し、製作ヤード内に注意喚起を促すよう安全掲示物
を設置した。
●クレーン等による接触災害防止のため、吊荷移動時、吊荷に音声と警報音で吊荷の接近を知らせる器具を取り付けた。
●�熱中症防止対策のため、作業従事者に冷却ベスト（保冷剤取付）を配付着用させ、休憩所にはエアコン・冷水器を設置した。休憩所とは別に東屋
を設置し、気軽に休めるスペースを設けた。
●海上衝突災害防止のため、進水仮置作業時、安全監視船を３隻に増やし、事前に貨物船代理店、漁業関係団体に作業のお知らせと協力依頼をした。

発 注 機 関 東北地方整備局　岩木川ダム統合管理事務所

工 事 名 津軽ダム維持工事

請 負 会 社 名 株式会社　南建設 現 場 代 理 人 西川　来樹

安全施工のために留意、または工夫した事項
　工事内容の特性上、津軽ダム管内の広範囲での作業であり、作業内容・場所も日々変化する現場において、その時の作業状態にあった危険予
知・リスク軽減を心掛け、施工しました。
　毎日のKY活動はもちろんのこと、社内安全衛生パトロール（男性・女性）からの指摘事項やアドバイスをもとに、より良い環境で作業でき
ように創意工夫して作業しました。
　安全教育訓練では、作業員とのコミュニケーションをうまく行い、作業に対する意見交換も活発に実施できたことにより、無事、安全作業で
工事を完成することができました。

発 注 機 関 東北地方整備局　青森河川国道事務所

工 事 名 柄貝南地区道路改良工事

請 負 会 社 名 穂積建設工業　株式会社 現 場 代 理 人 中村　一純

安全施工のために留意、または工夫した事項
　本工事は、洋野階上道路事業における盛土工事である。青森県側の盛土区間は補強土壁による盛土となるため、作業ヤードが狭く重機と作業員の接触事故
防止、墜落・転落災害の防止、熱中症対策、過積載防止対策に留意し、以下の取り組みを実施しました。
①壁面パネルへのパイプ設置や外部足場・橋梁点検車を活用した墜落・転落防止対策
②警報システムによる重機と作業員の接触事故防止対策
③休憩所・冷感チョッキ等を活用した熱中症対策
④安全意識向上を目的とした、VR技術等の新技術活用による安全教育訓練の実施
⑤計量システムを活用した過積載防止対策

発 注 機 関 東北地方整備局　青森河川国道事務所

工 事 名 坪川橋床版工工事

請 負 会 社 名 田中建設　株式会社 現 場 代 理 人 太田　憲人

安全施工のために留意、または工夫した事項
　床版工事の作業では、地上の作業とは違った危険が潜んでいるため、安全パトロールの工夫や外部講師による
安全衛生教育の他に、当現場特有の危険に対する対策と安全意識の向上が必要でした。
　そこで、VR技術を活用した事故体験(高所作業関係等)による当工事における危険の周知等、作業者一人一人の
安全意識の向上を図り施工にあたりました。

安全施工に留意・工夫した事例
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発 注 機 関 東北地方整備局　仙台河川国道事務所

工 事 名 柳沢川橋上部工工事

請 負 会 社 名 株式会社　安部日鋼工業　東北支店 現 場 代 理 人 藤松　和久

安全施工のために留意、または工夫した事項
　当工事においては、地上より20ｍ程高所での作業を行うため、特に足場及び支保工の組立解体時の墜落・転落
災害に留意し、高所作業でのフルハーネスの使用、通路や作業スペースを確保できる足場材等を使用し作業を進
めました。また、下請業者については同一工法の現場を続けており、原点に帰って慣れによる災害を防止するた
め、安全に関する見える化活動を行いました。

発 注 機 関 東北地方整備局　仙台河川国道事務所

工 事 名 岩沼管内橋梁補修工事

請 負 会 社 名 後藤工業　株式会社 現 場 代 理 人 小山　龍男

安全施工のために留意、または工夫した事項
　安全施工については、設備等外観的な部分と作業従事者自らが率先して注意する内観的な部分に注意・配慮して整備を
行いました。もちろん作業者自らの意見も尊重し取り入れ、押しつける安全ではなく、利用したい安全に重点を置きまし
た。
　路上規制等第三者的な部分は自分がイメージ配備し、直接作業従事者が必要とする作業床、風向風速計はもとより、工
事期間中の異常高温に対してクーラー室を設け、作業者目線にも十分配慮した安全対策を行いました。

発 注 機 関 東北地方整備局　南三陸国道事務所

工 事 名 松倉地区外上部工工事

請 負 会 社 名 日本高圧コンクリート　株式会社　ＰＣ事業部　東北支社 現 場 代 理 人 大河内　和之

安全施工のために留意、または工夫した事項
●�支保工や主桁架設、吊り足場の作業のためにネット防護や板張防護を設置し、フルハーネス型安全装置を使用して墜落転落災害を防止
した。
●曲線橋で横断勾配が大きなランプ橋では、通路にゴムマットを敷き転倒災害を防止した。
●広いスペースが得られる足場材を使用して昇降時の負担を軽減した。
●�山沿いの高所現場であり、隣接する側道や民家、アクセスが限られた周辺一般道に対し、飛散防止措置の外、工事車両による渋滞及び
交通事故がないように配慮した。

発 注 機 関 東北地方整備局　三陸国道事務所

工 事 名 野田IC橋外上部工工事

請 負 会 社 名 株式会社　横河NSエンジニアリング 現 場 代 理 人 高田　良浩

安全施工のために留意、または工夫した事項
　本鋼橋上部工事では、高所作業に対する安全施工への留意が必要であった。高所作業では、「墜落・転落」、「飛
来・落下災害」の撲滅が現場管理者の使命であると考えた。
　特に、危険作業である足場解体作業について、監視カメラを設置してリアルタイムで現場と店社が一体となり、
現場監視を行い、即座の是正を可能とし、安全管理のスピードアップ化を図った。

発 注 機 関 東北地方整備局　岩手河川国道事務所

工 事 名 平津戸地区落石防止施設設置工事

請 負 会 社 名 日特建設　株式会社　東北支店 現 場 代 理 人 野沢　賢治

安全施工のために留意、または工夫した事項
①�長大かつ急峻な法面での作業における、墜落転落災害防止のために、従事する技能の高い作業員を少数選定し、定例の安全教育とは別に、特
別な教育指導を何度も繰り返し、危険感受性・危険性共有認識をキーワードに重点管理を行いました。
②�長大かつ急峻な法面における、落石災害・飛来落下災害の危険リスク排除のため、全作業員に無線機の携帯使用を義務付け、各自の位置の把
握・連絡手段として活用しました。
③�隣接工事が複数あり、日々連絡調整を行うとともに運行ルール等を設け、互いに連絡・指示を徹底し、交通災害や第三者災害の撲滅を達成し
ました。
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発 注 機 関 東北地方整備局　能代河川国道事務所

工 事 名 白沢地区下部工工事

請 負 会 社 名 花岡土建　株式会社 現 場 代 理 人 佐々木　晃吉

安全施工のために留意、または工夫した事項
●�鋼矢板土留工法による打込み・引抜き作業にあたって、JRへの影響（地盤の変状）が懸念されたため、施工機械の選定に留意し、打込みを油圧式可変超高周波バイブロハンマー
工法、また引抜きでは油圧式圧入工法を採用した結果、並行して行った定点観測でも線路に与える変状が観測されることなく工事を完成させることができた。
●�資機材の飛散防止においては、特に工事資材を通常のシートの覆いにネットを掛けてロープで緊結して資材とともに固定し、雪寒仮囲いによる屋根部の構造についても、強
風に耐えうる丈夫なものとした。
●足場の倒壊防止においては、壁つなぎ材と浮力防止ワイヤーを用いる工夫を行った。
●クレーンによる施工において、万一転倒があった場合においても、ブームがJR敷地の方向へ向くことがないよう、踊り場の確保について留意するよう指導した。
●�当該地区で同時に工事を受注した業者において、白沢こ線橋架け替え事業事故防止対策協議会を組織し、その一会員として、当協議会の安全パトロールにおいて問題箇所の
抽出や改善方法等について積極的に提言を行うなど、中心的な役割を果たせたことで工事事故防止に貢献できたと自負している。

発 注 機 関 東北地方整備局　湯沢河川国道事務所

工 事 名 横堀地区道路改良工事

請 負 会 社 名 株式会社　高修興業 現 場 代 理 人 佐藤　良之

安全施工のために留意、または工夫した事項
「場所打ちコンクリート構造物のプレキャスト化を提案・実施することで安全施工に貢献」
　管渠工の施工には、多くの手間が必要となり、型枠工や鉄筋工は熟練した技能者のスキルに頼ることになるが、
近年の専門熟練工の高齢化、人材不足、タイトな工程などが施工現場の負担になります。そこで、プレキャスト
化することで人員削減、無理のない工程、冬期間の仮設足場作業等、危険を伴う作業が低減され安全施工に繋がっ
たと考えます。

発 注 機 関 東北地方整備局　秋田河川国道事務所

工 事 名 秋田地区橋梁補修工事

請 負 会 社 名 株式会社　英明工務店 現 場 代 理 人 岩谷　大輔

安全施工のために留意、または工夫した事項
　橋面部での施工の事前活動として、より多くの道路ユーザーに本工事について周知してもらうため、工事予告チラシを市内全域へ約14万部配付しました。
　また、保安施設として、ソーラー式大型電光板やソーラー式警告灯、LED電光表示板等のNETIS登録安全用品を積極的に使用し、遠方からの視認及び第三
者災害の防止に努めました。
　施工時については、橋面部での施工の際にローラと作業員との接触事故を未然に防ぐため、接近している事を音声ガイダンスでお知らせする超音波式安
全装置ミハールを使用し、労働災害の防止を徹底しました。橋面下部での施工の際には、吊り足場内での照度確保のため、手持ち式充電式LEDライトを使用
し、従来の投光器使用時における延長コード等による転倒事故の防止にも繋がりました。

発 注 機 関 東北地方整備局　営繕部　保全指導・監督室

工 事 名 税務大学校仙台研修所（17）構内整備工事

請 負 会 社 名 佐藤工業　株式会社　東北支店 現 場 代 理 人 横田　徳久

安全施工のために留意、または工夫した事項
●�交通誘導員を各所に配置し、無線にて連絡を取り合い、タイムリーな交通状況を伝達し、現場から排出する車両を制御しま
した。
●�風の強い地域のため、足場に防音パネルや防音シートを設置している期間は、控えを多く設置し、倒壊防止に努めました。
また、ホコリの飛散を防ぐため、常時散水を行いました。
●敷地境界付近を流れている架空線に防護管を取り付け、感電事故がないように努めました。
●支店より毎月１回以上の安全パトロールを実施し、また協力会社による安全パトロールも実施しました。

発 注 機 関 東北地方整備局　北上川下流河川事務所

工 事 名 旧北上川右岸住吉地区地盤改良工事

請 負 会 社 名 株式会社　丸本組 現 場 代 理 人 阿部　康之

安全施工のために留意、または工夫した事項
　面倒な作業手順を簡素化できる治具、最初の施工時に一手間かけるが、その後の作業の簡素化を図り、作業者
のヒューマンエラー防止対策等、現場環境に合わせた作業手順を考案して作業員の安全確保に努めました。
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発 注 機 関 東北地方整備局　成瀬ダム工事事務所

工 事 名 平成30年度　成瀬ダム場内整備工事

請 負 会 社 名 株式会社　高嶋組 現 場 代 理 人 高橋　義雄

安全施工のために留意、または工夫した事項
●�除雪ルートの危険な箇所や障害となる箇所を熟知しているオペレータが従事（毎年同じオペレータ）するとともに、再確認の意
味において本年もオペレータと一緒に危険箇所等に目印棒の設置を行いました。
●�他工事車両との接触事故防止のため、他工区始業前の午前8:00には作業終了できるよう、降雪量に応じ除雪ドーザの出動時間を
調整し、リスクの軽減を図りました。
●�関連施設の雪庇除去において、軒先からの転落防止のため、市販のスコップの柄を長尺（3m～4m）に改良し、軒先から離れて
作業することで転落の危険を回避しました。

発 注 機 関 東北地方整備局　秋田港湾事務所

工 事 名 能代港外港地区防波堤（第二北）上部外工事

請 負 会 社 名 中田建設　株式会社 現 場 代 理 人 庄司　賢一

安全施工のために留意、または工夫した事項
●�熱中症対策として、テントを使用して日陰を作り、水分（麦茶とスポーツドリンク）・塩分（飴・タブレット）
を用意しました。高齢の作業員も従事していたため、積極的に声掛けを行い、体調不良がないか確認するとと
もに、こまめな休憩を促しました。
●�WBGT予報を活用し、熱中症になる恐れが高い日は、早朝の涼しい時間帯から作業を行い、その日の作業を早
く終わらせ帰宅させることに取り組み、作業員１人１人の体調管理の向上に繋がりました。　
発 注 機 関 東北地方整備局　山形河川国道事務所

工 事 名 升形地区上部工工事

請 負 会 社 名 瀧上工業　株式会社　仙台営業所 現 場 代 理 人 川久保　浩

安全施工のために留意、または工夫した事項
　足場組立作業は、墜落転落災害の危険性が高い高所作業のため、高所作業削減のための工夫として、地組立時
にクレーン能力を超えない範囲で足場を組み立てた。また、施工中の安全対策資料としてCIMを活用し、架設施
工時の安全対策の向上を図った。

発 注 機 関 東北地方整備局　山形河川国道事務所

工 事 名 七日町道路改良工事

請 負 会 社 名 渋谷建設　株式会社 現 場 代 理 人 田中　和磨

安全施工のために留意、または工夫した事項
　昼夜ともに交通量が多い路線である中で、日中は歩車道の幅員減少、夜間は車道の車線減少規制をしたうえで
の作業であったため、通行する第三者に対する工事の明示や接触防止対策が主な課題となりました。
　特に日中の歩道の施工に関しては。電動車いす・視覚障害者・病院へ通うけが人や自転車等も多く通行するた
め、段差の解消や粉塵・殻の飛散防止、自転車と歩行者の接触防止に力を入れ作業しました。

発 注 機 関 東北地方整備局　山形河川国道事務所

工 事 名 蔵岡地区改良舗装工事

請 負 会 社 名 株式会社　柿﨑工務所 現 場 代 理 人 須田　誠

安全施工のために留意、または工夫した事項
　新庄古口道路の供用開始に伴い、施工区間に９件の工事が混在して工事を進める状況で、全ての工事が無事故
で完成するために、①全体工程の共有　②工程の順守　③分離作業の確保等　綿密な連絡と調整が必要であった。
　また、施工時期が例年になく猛暑であったため、作業員の体調を管理するため、作業箇所の散水及び黒球式熱
中症指数計を活用した対策を行ったほか、安全教育を工夫して安全意識の向上に努めた。
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発 注 機 関 東北地方整備局　酒田河川国道事務所

工 事 名 最上川下流飽海管内河川維持工事

請 負 会 社 名 株式会社　長浜建設 現 場 代 理 人 土田　修平

安全施工のために留意、または工夫した事項
　堤防除草工施工時には、チップソー対応型の脛当てなどの保護具や安全施設を充実させた。
　緊急時の備蓄資材として、土のうを約400袋現場事務所に常備して、出水時に依頼があった際には製作に要す
る時間を短縮し、迅速に対応することができた。

発 注 機 関 東北地方整備局　新庄河川事務所

工 事 名 銅山川流域大曲沢山腹工補修ほか工事

請 負 会 社 名 永井建設　株式会社 現 場 代 理 人 齋藤　孝雄

安全施工のために留意、または工夫した事項
●作業用足場を設置し、親綱を張れる架台を設置した。
●親綱を保護カバーで養生し、通常より長いアンカーで固定した。
●損傷シグナルが出現する綱を使用し、管理札で管理した。
●メインロープの他にセーフティーブロックを設置し、墜落事故の発生要因を取り除き、無事故で完成できた。

発 注 機 関 東北地方整備局　酒田港湾事務所

工 事 名 酒田港北港地区防波堤（北）（第二）本体工事

請 負 会 社 名 株式会社　本間組　東北支店 現 場 代 理 人 山田　新治

安全施工のために留意、または工夫した事項
　本工事は、冬季風浪の強まる時期での施工であり、クレーン作業や高所作業といった風の影響を強く受ける作
業が主体となるため、常に気象海象情報を把握して施工方法や作業内容に反映させ、更に安全設備充実の徹底と
ともに、作業員の安全への意識を高め、ヒューマンエラーを防ぐことを重点課題として安全管理を行った。

発 注 機 関 東北地方整備局　福島河川国道事務所

工 事 名 福島管内電気等設備維持補修工事

請 負 会 社 名 株式会社　須南電設 現 場 代 理 人 寺門　真

安全施工のために留意、または工夫した事項
　自然災害や事故等により、現地を確認できないまま、作業に向かわなくてはならない場合がありました。
　そのような場合、現地の確認方法としてインターネットや過去の作業写真等で現地の様子を参考にし、必要と
思われる物を準備し現場へ向かい、施工を行いました。

発 注 機 関 東北地方整備局　郡山国道事務所

工 事 名 郡山４号維持補修工事

請 負 会 社 名 三金興業　株式会社 現 場 代 理 人 大木　明人

安全施工のために留意、または工夫した事項
　今までに蓄積した管理データやノウハウを活用し、地域毎に異なる交通特性と沿道環境に配慮した施工計画を
立案し、車線規制では一般交通への早めの注意喚起を徹底し、また作業工具の改良等、作業員の安全と作業環境
の向上も図った。
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発 注 機 関 東北地方整備局　磐城国道事務所

工 事 名 金谷原地区道路改良工事

請 負 会 社 名 株式会社　植木組　東北支店 現 場 代 理 人 森　浩晃

安全施工のために留意、または工夫した事項
　現場代理人として特に留意した点としては、現場点検巡視の改善についてでした。「見落とさない」「黙認しな
い」「妥協しない」「放置しない」「省かない」の５つを心掛け、不安全行動や危険状態を見逃さず、気づく感性
の向上を目指して職務にあたりました。
　安全掲示物の場所、見易さの工夫や比較的重量が軽い二次製品の重量の見える化を実施し、危険を軽視しない
安全意識を持つような作業を行う環境を作りました。
発 注 機 関 東北地方整備局　三春ダム管理所

工 事 名 三春ダム浅層循環施設設置工事

請 負 会 社 名 ゼニヤ海洋サービス　株式会社　仙台営業所 現 場 代 理 人 佐藤　明久

安全施工のために留意、または工夫した事項
１．水上作業
　①配管接続専用台船の使用：プロペラ循環装置の送水管接続を安全に実施するため、専用台船を使用しました。
　②曳航自沈式アンカーの保持アタッチメントの考案：曳航自沈アンカーの沈設にあたり、保持用アタッチメントを考案して使用しました。
　③曳航自沈式アンカーのワンタッチバルブ機構を採用しました。
２．潜水作業
　①給気装置補助タンク（サージタンク）の設置：給気コンプレッサーの故障時に備えて、補助タンクを設置しました。
　②リザーバタンク付き潜水器具の使用：給気コンプレッサーの故障に対する二重の安全策として、リザーバタンク付き潜水器具を使用しました。
　③水中電話付き潜水器具の使用：不慮の事故に備えて、常に水上の潜水補助員と連絡が取れるよう水中電話付き潜水器具を使用しました。
　④医療用純酸素吸入装置の配備（ベンズ対策）：万一の減圧症発生に備えて、医療用純酸素吸入器を作業船に積むようにしました。

３．地域住民・観光客対策
　①工事用取付道路への看板設置：取付道路が遊歩道と間違われないよう、立て看板を設置しました。
　②工事内容説明書の掲示：施工中であることの周知および施工内容の紹介のため、工事内容説明書を掲示しました。
　③観光シーズンの休工措置：滝桜の観光シーズンは現場周辺が混雑するため、休工として事故防止を図りました。

発 注 機 関 青森県　中南地域県民局　地域整備部

工 事 名 山田２号区域急傾斜地崩壊対策工事

請 負 会 社 名 丸勘建設　株式会社 現 場 代 理 人 八木橋　一俊

安全施工のために留意、または工夫した事項
　当工事は、急傾斜地の法面崩壊対策として、補強土植生型枠（GTフレーム）を植生基材吹付け作業により行う工事で、炎天下でも日
差しを遮るものがなく、法面からの直射日光のため、熱中症の災害防止をすることが優先事項と考えていました。
　快適で過ごしやすいとまでは言えませんが、工夫しながら現場事務所、休憩室、休憩箇所でのテントによる対策を行い、熱中症災害発
生ゼロで作業を完成することができました。
　これからも、作業している方々が少しでも快適だと思う環境作りを行っていきたいと思います。
　これから続々と新技術が開発されていくと思います。弊社も時代の流れにのり、積極的に取り入れて活用していきたいと思います。

発 注 機 関 青森県　中南地域県民局　地域整備部

工 事 名 平川広域河川改修（引座川工区）工事

請 負 会 社 名 株式会社　中幸建設 現 場 代 理 人 藤田　義隆

安全施工のために留意、または工夫した事項
　当工事は、田園地帯を縦断する河川改修工事であり、複数の重機による作業が中心となるため、『重機災害の
防止』を最優先に考えました。又、夏季特有の災害及び第三者災害の発生も予想され、各種において様々な予防
対策の工夫を講じた結果、無事故・無災害で工事を完成することができました。
　これからも新技術及び新設備等を積極的に取り入れ、災害防止に努めたいと思います。

発 注 機 関 青森県　三八地域県民局　地域整備部　八戸港管理所

工 事 名 八戸港改修（統合補助）市川防砂堤工事

請 負 会 社 名 畑中建設工業　株式会社 現 場 代 理 人 境　悟

安全施工のために留意、または工夫した事項
・�潜水作業時、視界不良で潜水士と吊り荷との接触を防止するため、GPSを使い潜水士の誘導時間をなるべく減らし、接触事故の
防止に努めました。
・�捨石積込時にオレンジバケットからこぼれ落ちた捨石の回収作業において、ワイヤーモッコを設置することにより、従来の人力
による作業を排除し、事故防止に努めました。
・�港湾築堤マット据付により水深が浅くなるため、漁船の船底が乗り上がってしまう可能性があったため、作業区域明示旗を設置
し事故防止に努めました。
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発 注 機 関 青森県　西北地域県民局　地域整備部　鰺ヶ沢道路河川事業所

工 事 名 七里長浜港港湾地方創生推進工事

請 負 会 社 名 株式会社　丸重組 現 場 代 理 人 長谷川　洸太

安全施工のために留意、または工夫した事項
・冬期間の波浪による影響を回避するために安全確保をしながら並行作業し、工程短縮を図った。
・車両後退時に海に転落しないよう、転落事故防止対策を行った。
・現地の風速観測装置に重機、工事車両が接触しないよう、風速観測装置の周りに接触事故防止対策を施した。
・夏季の工事期間のため、日平均気温の上昇に伴い、熱中症対策を行った。
・地震による津波を想定した避難訓練を実施した。
・作業者の安全意識の向上のため、VR体験による災害体験を行った。

発 注 機 関 青森県　上北地域県民局　地域整備部

工 事 名 繰総河第1-5号　明神川河川総合流域防災工事

請 負 会 社 名 株式会社　佐藤建設工業 現 場 代 理 人 川村　誠

安全施工のために留意、または工夫した事項
①重機の影響を考慮し、敷地境界での騒音・震動測定の実施
　�基礎杭工事の騒音・振動を抑制するため、作業ヤードを平坦にし、敷鉄板にて凸凹をなくした。
また、敷地境界での測定調査を随時実施の上、重機配置や作業時間帯を工夫して影響の低減化
に努めた。
　第三者機関と連携し、異常が見られた場合には、即時にメール配信される体制をとった。
②第三者対策措置として交通誘導員及び夜間照明の徹底
　�町道と作業ヤードの境界の単管バリケードにはチューブライトと保安灯を取付け、夜間には照
明灯により現場内のライトアップを行った。また、現場付近は通学路でもあるため、交通誘導
員には「こども110番」の表示ベストを着用させた。

③環境改善を図り、雪寒養生シートを設置
　�橋台の構築において、養生屋根の一部を開閉式にすることで、資材等の出し入れ幅を最小限に
止め、養生と作業員の寒さ対策は良好であった。また、作業員の休憩所入り口には風除室を設
けたほか、室内にはウォーターサーバーを置き、暖かい飲み物を常備した。

④インフルエンザ対策として、消毒剤の設置とトイレの工夫
　�インフルエンザ対策として、注意喚起のポスター掲示や、手軽に消毒できる自動アルコール噴
霧器を設置した。また、仮設トイレを簡易水洗にし、便座クリーナの設置や暖房機を配備した。

発 注 機 関 青森県　下北地域県民局　地域整備部

工 事 名 平成29年度　第5-51-13号　国道279号道路改良工事

請 負 会 社 名 株式会社　熊谷建設工業 現 場 代 理 人 高田　周哉

安全施工のために留意、または工夫した事項
　当工事は、農業地帯を縦断するバイパス国道を、盛土で建設する工事であり、炎天下でも日差しを遮るものがなく、重機から発
生する熱も加わるため、熱中症の発生を防止することを最優先に考えました。
　快適とまでは言えないかもしれませんが、創意工夫しながら各種の設備を整えて、熱中症災害の発生ゼロを達成し、工事を完成
することができました。
　これからも、新技術を採用した設備・機器等が開発されていくと思います。当社も私自身も積極的に取り入れて活用していきた
いと思います。

発 注 機 関 岩手県　県南広域振興局　土木部　一関土木センター

工 事 名 一般国道284号室根バイパス大洞地区道路改良工事

請 負 会 社 名 株式会社　岩渕建設 現 場 代 理 人 小山　誠

安全施工のために留意、または工夫した事項
　土砂運搬時にダンプトラックにGPS付ネットワーク型ドライブレコーダーを搭載し、リアルタイムな運行状況、
走行軌跡、急ハンドル、急ブレーキ等の情報入手により、運行管理、運転手の安全教育に役立て無事工事を完了
した。

発 注 機 関 岩手県　県北広域振興局　土木部

工 事 名 一般県道安家玉川線下安家地区道路改良（その５）工事

請 負 会 社 名 宮城建設　株式会社 現 場 代 理 人 岩山　智和

安全施工のために留意、または工夫した事項
　サケマス孵化場と住宅が近接した現場であり、第三者の災害防止が重要と考え、地域に工事進捗や危険箇所等
のチラシを配付し、状況に応じて訪問して、目からの情報収集と声掛けでコミュニケーションをとり、地域の協
力を得て工事を進めた。
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発 注 機 関 岩手県　県南広域振興局　土木部　北上土木センター　西和賀出張所

工 事 名 主要地方道盛岡横手線太田地区ほか舗装補修工事

請 負 会 社 名 株式会社　伊藤組 現 場 代 理 人 城守　賢市

安全施工のために留意、または工夫した事項
　当現場で予想される災害は第三者災害・重機災害であり、降雪前に施工を完了する必要があった。社内で施工
前検討会を開催し、安全対策とロスのない工程管理を行い、全工程無事故で現場を完了することができた。

発 注 機 関 岩手県　県北広域振興局　土木部

工 事 名 一般県道野田長内線久喜地区道路災害防除（A180）工事

請 負 会 社 名 畑田建設工業　株式会社 現 場 代 理 人 古屋敷　國男

安全施工のために留意、または工夫した事項
　安全施工のために特に留意した点は、①現場内交通事故防止　②感電事故防止　③架空線の切断事故防止　④
転落墜落災害防止　⑤仮設防護柵倒壊事故防止　⑥既設法面落石対策　⑦掘削後法面落石対策　⑧補強土吹付材
飛散防止の８項目であった。

発 注 機 関 岩手県　県南広域振興局　土木部　千厩土木センター

工 事 名 一級河川砂鉄川筋松川地区内水対策施設（電気）工事

請 負 会 社 名 北日本通信　株式会社 現 場 代 理 人 東　智之

安全施工のために留意、または工夫した事項
　大雨による浸水被害が多い地域での内水対策工事という、地域の方々の注目度の高い工事であったため、地域
の方に安心いただける工事を目標とし、工事期間での大雨被害の防止や、第三者災害防止のための過積載、不安
全運転の防止に留意しました。

発 注 機 関 宮城県　仙台塩釜港湾事務所

工 事 名 中野ふ頭用地舗装外工事

請 負 会 社 名 日建工業　株式会社 現 場 代 理 人 後藤　陽二

安全施工のために留意、または工夫した事項
　舗装工事での作業において、舗装面積が29,700m2と敷地が広いことから、極めて危険度が高い路床及び下層
路盤施工時の検測作業時に、手元技能員が重機と接触する危険リスクを軽減するため、マシンコントロール技術
『I-Construction』を採用した。

発 注 機 関 宮城県　土木部　河川課

工 事 名 河川水門遠隔監視制御設備設置工事

請 負 会 社 名 富士通　株式会社　東北支社 現 場 代 理 人 菊地　源弥

安全施工のために留意、または工夫した事項
　当工事では、作業現場までの経路が民地や生活道路を通行する必要があること、隣接する別途工事の防潮堤や海岸復旧
工事に伴い大型車両の通行も多く、付近住民、別途工事業者との事前説明や工事工程、作業時間、仮設計画に留意しました。
　また、防潮水門屋上への昇降設備がなかったため、塩害も考慮しステンレス製タラップを設置するとともに、安全ブロッ
クを事前に設置し高所作業時の墜落防止に努めるとともに、工事完成後も予備品として安全ブロックを防潮水門屋上に納
品し、維持管理作業時の安全確保に貢献しました。
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発 注 機 関 宮城県　土木部　営繕課

工 事 名 高砂コンテナターミナル管理棟新築工事

請 負 会 社 名 株式会社　橋本店 現 場 代 理 人 大久　光則

安全施工のために留意、または工夫した事項
●安全活動の推進について
・新規入場教育時、ターミナル同一敷地内のルール及び現場（社内通達）ルールを全協力業者に説明し、安全意識の高揚に取り組んだ。
・当建設地は非常に海が近いため、津波対策としてハザードマップを作成し、全業者に説明を行い、避難訓練を「基礎工事」「仕上げ工事」時の３回行った。
●揚重作業における安全対策
・非常に海が近いため、強風対策として通常10分間の平均風速が毎秒10メートル以上の場合に作業中止としていたが、毎秒７メートル以上の風で中止するよう基準を設定した。
・デジタル風速計を設置して風速を管理した。
・荷役業者と同一敷地での作業となるため、揚重時に仮囲いからはみ出さないようにし、万が一はみ出した場合は、センサー取付ブザー及び回転灯で作業員に周知した。
●その他
・インターン生を積極的に受け入れ、最低３日間の研修にて作業員の意識を高めることで、品質向上と安全作業の徹底に繋がった。
・発注者による現場見学会及び親子現場見学会を開催し、現場の説明にBIMを使用したり、施工の様子を撮影したDVDを作成したりすることで、品質管理、安全管理の向上に努めた。

発 注 機 関 宮城県　土木部　設備課

工 事 名 気仙沼向洋高改築暖房工事

請 負 会 社 名 株式会社　ダイマル 現 場 代 理 人 木村　進

安全施工のために留意、または工夫した事項
・�工事は本工事の他８件の分離発注であり、他社との連絡調整が重要と考え、他社という垣根を越え職員、作業員とのコミュニケーションを細
目にとり、安全管理に努めました。分離工事による混在作業の安全管理は、雰囲気的な打合せではなく、お互いの作業を理解・納得し、無理・
無駄のない工程・環境を作れる打合せをすることが重要と思います。
・�安全パトロールは経営トップが行い、トップ自らが安全の重要性を発進することで、私自身を含め作業員の士気も高まり、安全に対する意識
も高まりました。また、現場巡視は協力業者職長と行うことで、普段では気付きにくい危険箇所・作業を発見でき、より現場に近い目線で巡
視を行うことができました。

発 注 機 関 宮城県　土木部　設備課

工 事 名 結核医療提供施設増築電気工事

請 負 会 社 名 株式会社　電気工事平間組 現 場 代 理 人 氣仙　毅

安全施工のために留意、または工夫した事項
　今回の工事について留意した点は、病院機能の維持及び第三者への災害防止対策である。
　現場は栗原地方の中核病院敷地内で、来院者が多いため、来院者の安全優先に以下の内容について留意した。
①�毎日の現場作業内容、作業目標を前もって決定することにより、極力現場内に資材等を置かないこととした。（来院者が駐車場を利用する時間を考慮し、資
機材搬入時間、搬入資機材等の選定・数量・搬入場所等を確認することにより、現場内への資材残置を抑え、来院者の安全を確保した。）

②外構工事及び重機作業等の既存病院敷地内作業は、病院利用者の安全確保及び駐車場確保を図るため、病院休診日を事前に把握し、作業工程計画を作成した。
③作業終了時には、整理整頓、片付けの徹底を行い、不要資材は現場外に搬出し、作業員通路及び安全確保を行った。

発 注 機 関 秋田県　仙北地域振興局　農林部

工 事 名 館下地区ため池等整備（河川応対）工事　01502-K02

請 負 会 社 名 角館建設工業　株式会社 現 場 代 理 人 藤原　治美

安全施工のために留意、または工夫した事項
　養生枠組やシート張り時の転落・墜落を防止するため、あらかじめ養生枠及びシートをクレーンステージで�
17個組立し、クレーンで吊り上げ設置・撤去する方法を行った。

発 注 機 関 秋田県　仙北地域振興局　農林部

工 事 名 岩井沢地区治山施設機能強化工事　RF1115A011

請 負 会 社 名 万六建設　株式会社 現 場 代 理 人 田口　健一

安全施工のために留意、または工夫した事項
●本工事施工箇所周辺は、観光地で宿泊施設が多いことから、工事広報を配付し周知を行った。
●�ダム施工時の事故対策として、豪雨災害対策（仮排水路の設置）、地山崩落対策（切土法面のラス張りによる
保護）、汚濁防止対策（仮排水管へのヤシマット敷設）を行った。
●�安全教育の工夫として、出席者全員にわかりやすい避難経路の説明や記念品を配付し、作業関係者の士気を高
めた。
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発 注 機 関 秋田県　秋田地域振興局　建設部

工 事 名 地方道路交付金工事（改築）29-HF20-30

請 負 会 社 名 株式会社　加藤建設 現 場 代 理 人 舩木　幸広

安全施工のために留意、または工夫した事項
　本工事の施工区間は直高10ｍ超の大規模掘削工事であり、運搬土量も22,000m3であったため、法面崩壊等の
自然災害及び運搬時の車両事故、第三者災害が懸念されたが、各種の創意工夫を実施することにより、安全を確
保し、無事故・無災害で完了することができた。

発 注 機 関 秋田県　山本地域振興局　建設部

工 事 名 河川改修工事　29-KY24-B0

請 負 会 社 名 成田建設　株式会社 現 場 代 理 人 嶋津　命

安全施工のために留意、または工夫した事項
　作業所内外の安全を確保するため、コンセンサスの取り組みとして、社内施工体制会議の開催、日々の工程会議、
関係機関との打合せを確実に行い、会社・作業所一丸となり、創意と工夫で工事安全に努め、工期内無事故無災
害で完工することが出来ました。

発 注 機 関 秋田県　仙北地域振興局　建設部

工 事 名 河川災害関連工事　29-KH10-30

請 負 会 社 名 株式会社　荒屋鋪建設 現 場 代 理 人 田村　洋信

安全施工のために留意、または工夫した事項
●�平常水位が高い状態での河道掘削であったため、別途工事で取り壊し予定であった起点側（下流）の川原堰頭首工の一部を自主施工で取り壊し、水位を低下させ降雨による増水、また融雪出水時における安全対策、仕上が
り精度の向上に努めました。

●残土処理工で運搬路となった市道209号（上淀川上宿白岩線）の路面が傷んだ時は、路面補修を積極的に行い、第三者（バイク・自転車・歩行者）の転倒事故の防止に努めました。
●�残土処理工の土砂搬出について、ダンプトラックの最適な稼働台数を決定するため、サイクルタイムを算出することにより、一般道でのダンプトラックの滞留が無くなり、一般車両等の走行に支障を与えることなくスムー
ズな運行が出来ました。

●�工事施工業者で組織される下淀川地区安全協議会の構成員として、業者間の残土運搬車両の運行経路、台数調整等を行い、一般道での車両滞留がないように作業を行いました。また、協議会独自で製作した広報・看板等を
設置して第三者へ注意を促しました。

●私どもは、常 「々安全と健康は幸せの原点である」との強い信念のもと、『安全を全てに優先する』という方針を掲げ、職員・協力会社全員参加で安全活動を展開して参りました。
●�「安全はどこにもない、危険があるのみ、危険を排除するのが安全活動」と考え、安全に、楽に、早く、正確に作業できるようにとの思いから、職員・作業員全員でKYK活動等を通じ、危険の芽を摘み取る努力を地道に進
めて参りました。

発 注 機 関 山形県　村山総合支庁　建設部

工 事 名 平成30年度　山形県立山形工業高等学校外構整備（第２期）工事

請 負 会 社 名 株式会社　三和 現 場 代 理 人 新野　博明

安全施工のために留意、または工夫した事項
　学校敷地内の工事のため、生徒・教職員の安全を第一に考え、学校関係者、発注者との工事打合せを密に行い、
学校側の意見や要望を聞きながら工事を進めました。
　また、音声案内機の設置や熱中症対策など安全施工のために、いろいろな工夫を考えて安全確保に努めました。

発 注 機 関 山形県　村山総合支庁　産業経済部　西村山農村整備課

工 事 名 平成29年度　引竜地区　経営体育成基盤整備事業　第１工区工事

請 負 会 社 名 株式会社　黒田組 現 場 代 理 人 東海林　裕介

安全施工のために留意、または工夫した事項
　当現場では、冬期間の工事であったため、特に冬の労災を発生させないよう安全対策及び現場作業者一人一人の意識の向上を留意し、無災害での完成を目標に日々安全施工してきました。
　結果、下記の事項を工夫して冬の労災を防止することができました。

・重機災害防止対策の工夫（接触防止ポールの装着、後方監視カメラ搭載型重機使用）
・転倒災害防止対策の工夫（梯子ではなく、昇降階段の設置による転倒防止）
・交通災害防止の工夫（道路横断部の夜間照明の確保、高輝度スリム看板の使用）
・子供110番の実施（通学時間帯の見守りパトロールの実施）

・�安全パトロールの工夫（毎月、社内パトロールと連絡協議会パトロールの実施、ま
た下請業者との合同パトロールを実施）
・安全教育の工夫（AED設置、地域の方を交えて講習会を実施）
・安全衛生の工夫（防寒対策、インフルエンザ対策で体調管理の徹底）
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発 注 機 関 山形県　最上総合支庁　建設部　道路計画課

工 事 名 平成30年度　道路保全事業（交付金・国道舗装）外　一般国道458号舗装整備工事

請 負 会 社 名 株式会社　新庄・鈴木・柴田組 現 場 代 理 人 佐藤　祐

安全施工のために留意、または工夫した事項
　本工事は、交通量の多い狭い交差点も含まれており、危険箇所が多い工事であったが、「施工方法の工夫、実施」
や「VR体験による安全意識の高揚」等に留意し、無事故・無災害で苦情もなく、工事を完了することができた。

発 注 機 関 山形県　置賜総合支庁　産業経済部　西置賜農村整備課

工 事 名 平成30年度　添川・椿地区農村地域防災減災事業（用排水施設整備）第２工区工事

請 負 会 社 名 葉山建設　株式会社 現 場 代 理 人 鈴木　洋雄

安全施工のために留意、または工夫した事項
　現地照査及び地元関係者と打合せを行ったところ、排水路敷設箇所の法面（高さ6～8ｍ程度）が不安定な状態であることが判明し、
すでに一部では法面が崩壊し対策（板柵工）を行っている形跡がありました。このことから、既設水路を撤去し排水路を新設する
にあたり、施工時に法面崩壊を防止するための対策が必要となりました。
　そこで、法面の監視、排水路縦断計画の見直し、１日の施工量を２本/日とし、掘削から埋め戻しまでを完了するようにしました。
また、既設水路を全て撤去せず、新設の際に支障となる躯体部分のみを撤去し、さらに法面側の掘削を行わないようにし法面への
負担を軽減させ、災害防止に努めました。

発 注 機 関 山形県　庄内総合支庁　産業経済部　農村整備課

工 事 名 平成30年度　京田川地区農村地域防災減災事業第２工区工事

請 負 会 社 名 株式会社　山本組 現 場 代 理 人 佐藤　光浩

安全施工のために留意、または工夫した事項
　施工区域の周囲に柵を設置した。コーンを設置し、重機の施工範囲を明確にした。重機と架空線の接触事故防
止のため離隔を確認し、作業中はオペレータと見張り員との連携を密に行った。排水路へ流入する水の全量を水
中ポンプにより水替した。

発 注 機 関 福島県　いわき建設事務所

工 事 名 道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）

請 負 会 社 名 川田建設　株式会社　東北支店 現 場 代 理 人 中川　敏彦

安全施工のために留意、または工夫した事項
・非常に風が強く、県道に近接して施工するため、工事用資材の飛散防止や落下物対策に留意した。
・安全通路にはゴムマットを敷き、視覚化と安全確保に努めた。
・安全帯、救命胴衣の着用を促す人感センサー付き音声看板を設置し、安全意識の高揚に努めた。

発 注 機 関 仙台市　建設局　道路部　南道路建設課

工 事 名 仙台市東部復興道路整備事業（主）塩釜亘理線道路改築工事（井土工区・その３）

請 負 会 社 名 橋本店・長谷川建設共同企業体 現 場 代 理 人 尾本　央

安全施工のために留意、または工夫した事項
　この工事は、震災復興工事である仙台市東部復興道路（かさ上げ道路）工事で、大規模な盛土工事が主体であった。当工区の盛土量は約105,000m3であり、盛土材供給先が他工事等から発生した
流用土（仮置土）を大型ダンプトラックにて運搬・搬入するため、交通事故災害が一番懸念されたことからダンプトラックの交通安全対策を重点的に実施した。
　まず、運行経路を事前に検討・確認し、運行経路マップの作成を行い、その運行経路マップを基に運転手に対する安全教育を行い安全管理に努めるとともに、過積載防止対策として盛土材積込場
において簡易重量計（トラックスケール）を用いて過積載調査を実施しながら搬出した。このことから、工事期間中、大型ダンプトラック延べ約25,000台が運行したが、交通事故災害はもとより、
第三者等からの苦情もなく完了することができた。
　また、かさ上げ道路工事に携わる施工者同士が安全かつ順調に作業が進むよう、かさ上げ道路「南側工区安全連絡協議会」を立ち上げ、協議会会長として毎月第１金曜日に会合を開き、各工事の
進捗状況確認だけではなく、問題点等を出し合い意見を交わした。さらに、２ヶ月に１回発注者並びに安全連絡協議会会員合同で各工区の現場パトロールを行い、工事の安全管理に対して水平展開
を図り、企業間の垣根を越えて円滑な安全管理を実施した。
　このような取り組みを実施した結果、無事故・無災害で工事を完成させることができた。
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発 注 機 関 仙台市　都市整備局　公共建築部　営繕課

工 事 名 仙台市大沢市民センター及び大沢児童館大規模改修工事

請 負 会 社 名 中城建設　株式会社 現 場 代 理 人 熊坂　俊介

安全施工のために留意、または工夫した事項
　多方面からの要因で発生する労働災害について、ハード面である設備面での災害は完全に防ぐことができると
考えています。
　そのため、不安全設備を除外することは当然ながら、直接、視覚的な効果を与えられる「見える化」を行い、
作業員とともに日々安全意識の高揚を図り、安全管理を行いました。

発 注 機 関 仙台市　都市整備局　公共建築部　営繕課

工 事 名 平成30年度　仙台市高砂東市営住宅（D-1,�2,�3,�4棟）外壁等改修工事

請 負 会 社 名 仙台土木建築工業　株式会社 現 場 代 理 人 和泉　静

安全施工のために留意、または工夫した事項
　現場の特性・環境から、入居者の生活環境確保や安全確保を第一に工事を進めました。
　入居者の生活環境に不安がないよう、毎週工事予定表を配付し周知を徹底することで、無事故・無災害・無苦
情で工事を完成できました。

発 注 機 関 仙台市　都市整備局　公共建築部　営繕課

工 事 名 仙台市健康増進センター外壁・屋根改修及び北部発達相談支援センター東棟大規模改修工事

請 負 会 社 名 仙建工業　株式会社 現 場 代 理 人 関東　淳

安全施工のために留意、または工夫した事項
　当工事は、健康増進センターと北部発達相談支援センターの２棟同時期の施工となり、また全館通常通り運営
しながらの工事となったため、各施設毎の作業調整を綿密に行い、利用者の少ない時間帯での作業や、騒音作業
の禁止時間等の調整を行いながら安全に施工を進めていった。

発 注 機 関 仙台市　都市整備局　公共建築部　営繕課

工 事 名 平成30年度　仙台市高砂東市営住宅（A-1,�2,�3棟）外壁等改修工事

請 負 会 社 名 千田建設　株式会社 現 場 代 理 人 武田　英司

安全施工のために留意、または工夫した事項
　本工事は、入居状態「居ながら施工」での工事のため、入居者の安全確保、苦情抑制を最優先に考え施工計画
を行いました。
　次週の工事予定を毎週金曜日に各戸へ文書投函や階段室の出入口に工事予定表、通行規制図、騒音作業日等を
掲示し、入居者へ周知徹底を行った。必ず事前に周知することで入居者からの「聞いていない。言っていない。
話しが違う。」等の苦情もなく、工事を完成できた。
発 注 機 関 東日本高速道路　株式会社　東北支社　八戸管理事務所

工 事 名 八戸自動車道　小松橋塗替塗装工事

請 負 会 社 名 株式会社　テクノ中央 現 場 代 理 人 中村　功

安全施工のために留意、または工夫した事項
・現場へは、道幅の狭い崖道を通行するため、ガードレールがない箇所へ転落防止明示と転落防止措置を行った。
・�夏期での作業であったため、熱中症対策として毎日午前・午後とWBGT値を測定し、明記周知を行い、各所休憩所で直ぐに水分・塩分が補
給できるよう対策を行った。
・�工事では全面板張防護のため、各所に透明板を使用して採光を良くし、かつ作業床を下げ空間を広げ、床面に白防炎シートを敷設することに
より採光率を上げ、視認性を向上させた。
・周辺が谷になっているという自然環境の中での作業のため、急激な天候に対応するために情報サイトKIYOMASAに登録して作業を行った。
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発 注 機 関 東日本高速道路　株式会社　東北支社　山形工事事務所

工 事 名 東北中央自動車道　天童工事

請 負 会 社 名 山形建設　株式会社 現 場 代 理 人 渡部　龍

安全施工のために留意、または工夫した事項
　工事の実施にあたっては、供用路線に近接する狭小な施工ヤードが施設工事と重複するため、施設工事と綿密な施工調整を実施し、施工区域・資機
材運搬ルート等を関係業者間で調整し、徹底した安全管理を実施した。
　また、現場内に設置した工事用車両進入用斜路の路肩端部を築堤構造とすることで、車両逸脱防止に努めた。
　本線迂回路の撤去時は、立入防止柵も撤去せざるを得ないため、高さ1.5mの仮設フェンスを設置し、第三者の現場内侵入防止を図った。
　地盤改良工のプラント設備の昇降梯子には、ウレタン製のステップを取り付け、作業員の滑落防止を図った。
　本現場には日陰が少ないため、現場仮設テント、交通保安員用パラソルの設置、熱中症指数測定器や熱中症対策キッドを常備し、熱中症対策を図った。

発 注 機 関 東日本高速道路　株式会社　東北支社　郡山管理事務所

工 事 名 磐越自動車道　田村スマートIC管理施設新築工事

請 負 会 社 名 株式会社　蔭山工務店 現 場 代 理 人 今野　純

安全施工のために留意、または工夫した事項
　当該工事の進入路の出入口は一般道のカーブ付近のため、一般車両通行の妨げにならないよう、特に出会い頭
の衝突事故が起こらないように徹底した指導を行った。
　また、鉄骨建て方時は高所作業車を使用し、梁取り付け・ボルト締め等の際は、鉄骨梁上を歩行しないよう指
導し、落下・墜落事故防止を図り、全ての工事が無事故で完成した。

発 注 機 関 東日本高速道路　株式会社　東北支社　郡山管理事務所

工 事 名 東北自動車道　郡山中央スマートIC道路照明設備工事

請 負 会 社 名 東北電化工業　株式会社 現 場 代 理 人 澤　健志

安全施工のために留意、または工夫した事項
　道路照明工事のため、墜落・転落災害、第三者災害防止に留意しました。一般道の片側車線規制、全面車線規
制の際には、近隣住民及び郡山市道路維持課と通行止め区間・作業時間の打合せを行いました。作業当日は、作
業エリアを明確にし、夏場の作業のため安全監視員を増員し、一般車両との接触防止に努めました。

発 注 機 関 東日本高速道路　株式会社　東北支社　いわき管理事務所

工 事 名 常磐自動車道　いわき四倉ICトールゲート増築工事

請 負 会 社 名 村越建設　株式会社 現 場 代 理 人 有我　清志

安全施工のために留意、または工夫した事項
　当該工事の施工箇所は、原発の廃炉関連の作業者や原発避難による帰宅困難者の利用による朝夕の渋滞の激し
いICでの作業であったため、一般通行車両あるいは、料金所利用者との衝突・接触・転落・飛散物の落下等が起
こらないように、作業員に周知徹底した指導を行った。
　作業エリアには誘導員を配置し、安全標識の設置・バリケード等で区画を行い、エリアを明確化し安全作業に
努め、工事全てにおいて無事故で完成することができた。
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安全に関する体験・提案文
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もなく、年配の職長でもなく、若手作業員でもなく、
自分自身にある事に気づきました。長年一緒に居る職
長に現場の安全の多くを任せて安心してしまっていた
事、下の者が意見を言いやすい環境を作ってあげられ
なかった事、職長が安全だけに目が行き、コミュニケー
ションをとり易い環境ではなかった事。全ての事が私
の考える、居づらい現場、過ごしづらい現場の内容に
該当している事でした。
そこから私自身、改善して居やすい現場、作業員が
過ごし易い環境を目指し数年が過ぎました。
【服装の統一】は視認性の高い作業着にする事で、
現道作業でも一般車両に注意喚起ができるようになり
ました。
【綺麗な作業車】は常に綺麗に保つ事により休憩時
も快適に過ごせています。
【意見を言い合える環境】は環境が整った事で、意
見が飛び交い、新たな危険箇所の発見、円滑な作業を
行う事が出来ました。
【コミュニケーションが取れる】はコミュニケー
ションがとれる事で職場の先輩・後輩関係なく、同じ
仲間として意見を言い合える環境が整いました。作業
員同士の絆も深まったのも事実です。
【十分休日がある】は公共工事に於いて、働き方改
革として、休養も十分に取れる環境にもなってきて、
リフレッシュ出来る現場環境にもなってきました。
改善するまでに数年の時間が掛かりましたが、今で
は当時怒られた若手作業員も中堅になり職長補佐では
ありますが、現場の管理補助・安全管理補助を努める
までに成長してくれました。
自分の考え方が正しかったとは思っていませんが、
居やすい現場、過ごし易い現場、作業員同士がコミュ
ニケーションをしっかりとれる現場が安全対策もしっ
かりしていると改めて思いました。
この先も居やすい現場を改善し、より安全で仲間同
士の絆の深い現場を目指して、私も仲間たちと一緒に
居やすい現場、過ごし易い現場環境を築いていきたい
と思います。

【優秀賞】

熱中症
野口建設株式会社　　後藤　博之

職種柄年中高温となる作業なので特にこれからの時
節気を付けている事は熱中症対策です。
熱中症対策と言うと、最近ではよく聞く言葉ですが、
私がこの仕事に就いた時はあまり耳にしない言葉でし
た。
確か2000年頃関東の中学生が部活中に熱中症で死

亡と言うニュースが初めて聞いたような気がします。

【優秀賞】

居やすい現場と居づらい現場
株式会社小野良組　　菅野　勇也

居やすい現場と居づらい現場がそれぞれあると思い
ますが、自分の現場は果たして、居やすい現場なのだ
ろうか？と考える事があります。
自分が考える、居やすい現場は、【服装の統一】【綺
麗な作業車】【意見を言い合える環境】【コミュニケー
ションが取れる】【十分休日がある】と思っています。
逆に居づらい現場は、居やすい現場の反対で、【服
装がバラバラで汚い】【洗車もしない車内が汚れた作
業車】【先輩だから・怖いからと意見が言えない環境】
【コミュニケーションが取れない】【休日が無く忙し
い】と言う事だと思います。
数年前のある日の現場巡視で、【こらーっ！】と罵
声が飛んでいるのを耳にしました。行ってみると、年
配の職長が若手の作業員に向かって何かを言っていま
した。話しを聞いてみると、不安全な作業を行ってい
た所、年配の職長が見つけて注意していたとの事でし
た。
この職長は私の現場で長年一緒に居る事もあり、お
願いしている部分も多く、安全に妥協なし！と言って
も過言ではない職長です。
一つ気になる事があった為、職長に質問してみました。
「不安全な行動は分かりましたが何故、そう言う行
動をしてしまったのか確認をしたんですか？」
と聞いたところ、
「そこまでは聞いていない。」
との回答でした。
私は、若手作業員の不安全行動には他に何か原因が
有ると思い、若手作業員と二人で話す事にしました。
まず、不安全行動で注意され、意気消沈している若手
に対して、職長が罵声を浴びせるくらい怒った理由の
説明をしました。自分が怪我をする事で、一緒に働い
ている仲間に迷惑が掛かる事。そして、何より家族が
悲しむ事など。
本当に経験した事のある人にしか分からない事を、
経験して欲しくないという思いで職長は本気で怒った
のだと説明しました。
本人も気持ちが落ち着いた様子だったので、質問し
てみる事にしました。
「不安全な行動には、その一つ手前に原因が有ると
思うけど、何だと思う？」
答えを聞いた時、自分も申し訳ない気持ちになりま
した。
「他の先輩作業員が行っていたので、危ないとは思
いながらも意見を言えず不安全行動をしていました。」
これが彼の答えでした。私は、原因が先輩作業員で
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そのため、こまめな水分補給が求められ、20分～
30分毎に水分補給が必要とされます。
また水分だけで塩分を摂らないとどうなるか？
汗で塩分が失われ水だけを補給すると、体液の濃度

がドンドン薄くなっていきます。
するとこれ以上薄くならない様にと脳から汗を出す

なと指令が出されます。
体温調整をしている汗が出なくなると体温が上がり

始め、脳みその温泉玉子クッキングのスタートです。
そうならないためにも、塩分と水分をしっかり摂り

ましょう。
と言う症例を見てハット思いました。
文中で、身近にある温泉玉子を例に例えて有り、自
分自身に置き換えても解り易いと思います。
熱中症は、死に至る危険性は有りますが、適切な予

防法を知っていれば予防でき、また適切な応急処置に
より救命することも可能です。
ですが、熱中症についての知識が乏しかったり、過
信している現場従事者が大半だと思います。
その為にも安全教育の徹底・出勤、朝礼等にて早

めの体調確認・施設・天候の考慮を行って熱中症を防
ぎ、安全で働きやすい環境を作って行きたいと思いま
す。

【優秀賞】

創意工夫と好奇心
丸か建設株式会社　　髙野　広明

私たちの日常は、毎日のルーティン（ワーク）で生
活していることが多くあります。朝起床し通勤車で会
社や現場に行く。その交通ルートはほとんど変えな
い。しかし、その変わらない日常が自分にとって果た
してベストな時間の使い方なのか？と考えた時に、少
し工夫を凝らせば時間の短縮や作業効率の向上に繋げ
るためのきっかけになるのではないかと考えます。そ
う考えると私達の身のまわりには、ちょっと頭をひね
るだけでも便利で効果的になる事が沢山あります。
自分が今回なぜ創意工夫を題材にしたかというと、
建設業も旧３Kから新３K『給与・休日・希望』に変
わり、特に最近は４週８休が取り上げられてきていま
す。現場サイドではなかなか難しい問題ですが、１つ
の変化点と捉え積極的なチャレンジが必要と考えるか
らです。特に今の時代、若手職員育成のために残業と
休日の問題は速やかに改善していかなければ建設業に
とって不可欠な技術の伝承はできないと思います。
現在私は技術者として現場管理を行っていますが、
若手職員に特に教えている事は常に好奇心をもち、ど
んな小さなことでも良いので創意工夫を行う心を持つ
ことが大切だということです。

“熱中症で死亡”⁉
当時は体調が悪くなったたら日陰で休むか体を冷や
せば治ると思っていてまさか死亡とまでは思っても居
なかったので、大分軽視して居ました。
熱中症の対策としては、早めの対応（水分・塩分の
補給と適度な休憩の確保）と体温を下げる（動脈を冷
やす）。などが有りますが、実際体の中で高温によっ
てどのような体調の変化があるのか解って居なかった
と思います。
毎月の安全訓練の資料を集めている内に色々な事
例・調査データーを目にすると、知らず知らずのうち
にとても危険な行為をしていることに気が付きまし
た。
熱中症とは高温多湿の環境で、体内の水分塩分（ナ

トリュウムなど）のバランスが崩れたり、体内の調整
機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。
適切な処置を怠り手遅れになると、現代の最先端の

医療でも手の施しがなく死に至る大変恐ろしい疾病で
す。
熱中症のイメ－ジとして
温泉玉子を知ってますか？
または作った事は有りますか？
温泉街で見かけたことは有ると思いますが、50℃～

60℃くらいのお湯に20分～30分つけておくと出来上
がりです。
これは玉子の成分であるタンパク質が40℃から変性
がはじまるからです。
脳の成分を知ってますか？
脳の成分もタンパク質です。
一定時間脳の温度が上がってしまうと脳が温泉玉子
化してしまいます。
これが、熱中症の重篤化した状態です。
熱中症にかかっても点滴をすれば大丈夫だと思って

ませんか？
そのような考えている人は、温泉玉子を生卵に戻し
て下さい。
出来ますか？
出来ませんよね。
失われた細胞（変質した細胞）は元には戻どらない

のです。
熱中症には早めの適切な処置がとても重要です。
手遅れになると大変なことになります。
また直射日光が当たる場所等で、負荷の高い作業を
されている人は、多い時には１時間に１ℓの汗をかく
と言われています。
だから、失った水分と塩分を同じだけ体に戻してあ

げなければならないのですが、１回の飲料で体内に吸
収されるのは、量にしてヤクルト１本（80ｍℓ）から
２本（160ｍℓ）と言われています。
１ℓ飲んでも、500ｍℓ飲んでも同じです。
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＊安全関係の工夫

作業中の事故、災害時に於いて人命第一で迅速に対
応するため、新規入場者教育時、個人の承諾を得て
連絡先や血液型等の個人情報をQRコード化し、ヘル
メットに貼り付けた。これにより事故等で被害にあっ
た場合、スマホを使用しその場で迅速に情報確認が出
来る。確認時間のロス低減を図った。

その際、創意工夫を行う上では次の３つが重要にな
ると指導しています。１つ目は、考えをめぐらせ『新
しい方法・手段』を見つける事。例をあげれば、昔は
業者に見積り依頼をするにしても、資料を郵送したり
電話やFAXを利用したりして行っていましたが、時代
の変化に伴い、ｅメール等を利用する事で、手軽に大
容量の資料を送れるようになりました。この方法・手
段のやり方の変化はまさしく創意工夫と考えます。２
つ目は、『誰も考えつかなかったことを考えだす事』。
日々疑いも無く仕事をこなすことは、ある意味指示待
ちスタイルとなっており、マニュアル通りに仕事をこ
なせば良いとする考えでは、発想力が身につかなくな
ると思います。知恵を絞り革新的な方法・手段を施す
ことはリスクを伴うが反面もっとも大切な事と考えま
す。３つ目は、『試行錯誤すること』。文字通り、とに
かく試してみたり行動してみたりした結果、交錯した
り誤ったりしながらもそれらを土台にして再び試して
いき、より良い結果を導き出せるようにするために考
える事。以上の３つが創意工夫の意味と考えていま
す。
現場管理は、日々工事の内容が変化する工種や数日
間は同じ内容を繰り返す工種もあることから、小さい
発想から生まれる大きな変化が得られると確信してい
ます。
【現場での小さな発想工夫を下記に示す】

＊工事連絡書の工夫

障害者が学ぶ職業訓練学校の改修工事は、工事音に
対する時間制限がある現場だったため、学校関係者と
密に打合せを行う必要性があったため工事連絡書を作
成して協議に臨んだ。連絡書の内容は、教室ごとの時
間割を記載し音を出して良い教室、ダメな教室または
音に敏感な生徒の有無項目を設け、学校側と毎日密に
打合せを行った結果、作業時間のロス低減に繋げるこ
とができた。
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＊職長会での昼食会

現場コミュニケーションの一環として、月１回各職
長と昼食会を実施した。普段工事打合せでは出ないユ
ニークな話や、他社の工事現場で工夫されていた良い
施工事例等、いろいろ参考となる話が聞く事ができた。
また、職長間の連絡調整もスムーズになり作業間のロ
ス低減も図れ工程の短縮につながった。
『常に創意工夫の発想を持て』
上記の様に、下請け業者の協力を得ながら小さな工
夫を行い効率良く現場を運営できるように、日々若手
職員と知恵を絞りながら職場環境改善に努めていま
す。また若手職員に指導する際は、創意工夫を考える
場合、次の事項に注意する事を教えています。
①　�現在の現場作業状況をしっかり把握しておくこ
と。

　�　イメージ通り進めていくためにも自分を含む周
囲の状況把握を徹底すること。
②　良いところ悪いところを書き出す。
　�　何事においてもまず問題点となるであろう事柄
の良いところと悪いところを正確かつ客観的に
知っておかないと、これから始める行動がぼやけ
てしまう。要は正しい目標作りをするための情報
収集を行う事。
③　試したことに対する評価を行う事。
　�　目標設定に対して何割ぐらい達成出来たのか、
職員も作業員に対しても、途中経過を報告する事
で皆のモチベーションを上げる効果が生まれる。
以上①～③について創意工夫を考える場合に注意
する事項として教えています。『創意工夫＝進歩』に
ゴールはありません。時間の経過とともに建設業界を
とりまく環境も刻一刻と変化してきています。今後も
若手職員にはこだわりを持って出来る小さな工夫をす
る事の楽しさを伝えて行きます。その積み重ねが大き
な変化となり残業時間の低減につながり、４週８休の
実現につながっていくものと思われます。
今後も建設業界で働く一人として日々努力し速やか
に実現したいと考えます。

＊施工の工夫

床や壁にドリルを使用し作業するときに、金属探知
機能を有するメタルセンサー付ドラムコードを使用す
る事で、躯体内部に埋め込みされている電気配管や水
道管などに損傷を与える事が無く、手戻り工事の発生
を防止できた。（ドリル刃先が金属に接触し、瞬時に
ドラムブレーカーが落ちる）

配管系統が確認出来ない場合は金属探知機を使
用。躯体壁の配管（電配管・水道管）ルートを
確認し、破損、損傷の防止に努めた。
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【優秀賞】

「ベテラン勢よ、ここはしっかり四股を踏め」
熱海建設株式会社　　白鳥　憲俊

元号が令和に変わって初の大相撲となった夏場所。
横綱大関陣が総崩れの中、幕内優勝を勝ち取ったのは
前頭八枚目、25歳の朝乃山だった。三役経験の無い
平幕力士の優勝は58年ぶりの快挙だ。ケガで無念の
途中休場となった貴景勝や、小さい体を活かして土俵
をかき回した炎鵬らと共に、相撲界のこれからを担う
若い力士達が大きな注目を浴びた場所となった。
勝負の世界こそ違うが、中堅・ベテラン勢の総崩れ
…。建設業界では決してあってはならない話である。
私もこの業界に入って22年目、十分ベテランとよば
れる域に入ったが、忙しさを理由にしてつい楽な道を
選び、失敗するケースがいまだにある。この春に竣工
した現場でも、こんな失敗があった。
その現場は施工箇所が複数点在していたため、一人
での管理には限界があった。そこで後輩社員にそのう
ちの一つを任せる事になったのだが、私はここぞとば
かり書類に集中し、現場に出ることを疎かにしてし
まった。そんなある日、現場を見回った監督職員から
一本の電話。もう少し安全施設の強化に取り組んで欲
しい、との指摘だった。後輩も精一杯やってくれてい
たのだが、つい現場を進める事を優先してしまってい
たようだ。私が現場に出向いて確認していれば、いや
せめて、その後輩に私がしっかりアドバイスをしてい
れば、防ぐことができたミスだった。
楽をしようとして失敗してしまう経験、案外我々の
ようなベテラン勢に多いのではないだろうか。何回も
やっているんだから確認しなくても大丈夫、説明しな
くてもわかるだろう、という感覚。これは長年の経験
から身についてしまった油断と慢心、これに他ならな
い。業界では担い手の確保に向けて様々な取り組み、
アピールを手掛けているところだが、我々ベテラン勢
はここらで一旦立ち止まって考える事が必要かもしれ
ない。己の力量を直視し、腰を据えて物事にぶつかる。
そう、新入社員の頃、誰もが皆不安で、一つ一つ確か
めながら仕事を進めていたものだ。ベテランであるか
らこそ今まさに、その姿勢が求められている。
とある解説者が語った相撲の勝負で勝つためのコ
ツ。それは「真正面から」「全力で」「前に出る」ただ
これだけである。楽をしようとして引き技に出ると、
たちまち押し込まれ、勝敗が決してしまうという。だ
から勝負の基本はとにかく、恐れず前にぶつかってい
くことなんだそうだ。まさに、今の自分が見習うべき
姿勢ではないかと思った。
忙しい時こそしっかりと時間をかけて準備を行い、
正面から物事に取り組む。そう、相撲で言うところの

「四股を踏む」に似ている。力強く足を振り上げ、ド
スンと地面を踏みしめる姿は、現場の安全に手抜かり
は無いか何度も確認するのと一緒だ。そして立ち会い
と共に正面から全力でぶつかっていく姿勢。それは職
場の同僚、職人さんや発注者も含め、現場に携わる人
達としっかりとコミュニケーションを取り、時には意
見をぶつけ合って現場を進めていくその姿に他ならな
い。
相撲界では若手の台頭が目まぐるしい。建設業界に
も今、新しい波がどんどん押し寄せて来ている。生産
性向上を掲げたICTは今年度さらに工種を拡大し、そ
の取り組みを加速。また、３次元モデルを設計から
維持段階まで共有することで、業務の効率化を図る
「BIM/CIM�」の導入も始まった。そして現場では、
外国人労働者や女性技術者が続々と参入。もはや軍配
が返って待った無しの状態だ。我々ベテラン勢はその
波に負けないよう、しっかり四股を踏み、現場に携わ
る全ての人々が安心して働くことができる環境づくり
に正面から挑んでいかなければならない。

【優秀賞】

お母さん、建設現場で働く
若生工業株式会社　　佐々木　亜希

現在、建設現場で働く女性は全体の１割程度しかい
ません。そしてその中でも「お母さん＝母親」の就業
率は低い水準になると思います。私はその低い水準の
一人です。大工をしていた父親の影響で工業高校の建
築科を卒業しました。当時は男子のみが入学可能だっ
た実業科も私が入学する数年前から女子の入学が可能
となった時代でもありました。３年間、建築の基礎を
学び、卒業と同時に地元の設計事務所に就職しました。
高校から学んだ知識を活かせる仕事でもあり、やりが
いのある仕事ではありましたが、日々繰り返されるオ
フィスワークにわずかな違和感と、図面に画かれてい
る物件がいかにして出来ているのだろうという興味も
しだいにわいてきました。
年月が経ち結婚をし、二人の子供を授かりました。
子育てをしながら設計事務所で働く悪戦苦闘の毎日で
した。そんな中でも以前抱いた「建物が造られる現
場」への興味は失せる事無く心の中に芽吹き続け「い
つか建築現場で仕事を・・・」と考えるようになりま
した。そして、下の子が小学校を卒業する数か月前に
若生工業株式会社へ入社しました。「石巻市役所蛇田
支所等複合施設建設工事」に配属された私の前に立ち
はだかったのは、全長50ｍの既製杭を打ち込む杭打
ち機でした。現場に抱いていた興味心が一瞬で恐怖感
に変わりました。必然的に「重機に轢かれたら・・・」
「既製杭の下敷きになったら・・・」といった最悪の
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事態が頭をよぎりました。しかし現場では単管バリ
ケードによる立入禁止措置の実施、始業前に行う危険
予知活動やリスクアセスメントによる危険リスクの低
減対策など各所で目の当たりにする「安全第一」への
取り組みでした。現在は、作業工程も進み建屋の構築
が展開されています。日々、進捗する工事の中に芽え
る危険の芽。５段重ねられた枠組み足場での作業、人
の手では絶対運べない重量物を軽々と吊り込む大型ク
レーン、常に危険と隣り合わせの中、構築物が出来上
がっていきます。自分が抱いた現場への興味心とはか
け離れた光景ではありましたが、関係者全員が自らの
命を守る為に安全活動を疎かにしていない現実がここ
にはありました。そして何より「一作業一片付け」が
徹底されており女性である私の目からみても驚くほど
場内全体が片付けられ衛生面においても清潔感が行き
届いていることでした。また、家庭では母親でもある
私は学校行事や地域行事などで有給休暇を取得する必
要があるのですが、社内での「休暇の扱い」がこれま
で勤めた会社に比べとても柔軟に対応でき有意義な休
暇を取得することが出来ています。これまで建設業
でささやかれていた「３K（きつい・きたない・きけ
ん）」という概念は過去のことであると実感していま
す。
最近は家庭においても、家族を見送る際にこれまで
は「行ってらっしゃい！気をつけてね！」という言葉
が、今では「行ってらっしゃい！出口では必ず停止し
て左右を確認してから出るんだよ。」「自転車乗る前に
必ず点検するんだよ。」と日常会話にも安全注意事項
が含まれるようになりました。息子には「いちいち言
われなくてもわかっているよ！」と言い返されます
が、親として必要な会話であることを仕事を通じて感
じているのでこれからも続けていくつもりです。そん
な息子に休日、私の働く現場を見せてあげました。「お
母さん・・・こんな高い所に登って怖くないの？」と
聞かれ、「安全帯も使用しているし、このジャングル
ジムみたいな足場もしっかり点検してあるから平気だ
よ。」と胸を張って言えることが出来ました。息子は
照れ笑いを浮かべ「お母さん、かっこいいね！」と言っ
てくれました。爽快な気分になりました。
これからの建設業は性別の枠を超えてさらなる飛躍
を遂げていくべきと私は考えます。そのためにも、今
現場にいる私たちこそがこれからの女性技術者の仕事
がしやすい風通しの良い職場環境を作っていけるよう
に努力していきたいと思います。

【優秀賞】

「安全」ということば
熱海建設株式会社　　熱海　功一

「安全」ということばを調べてみると、「危険がなく
安心なこと。傷病などの生命にかかわる心配、物の盗
難・破損などの心配のないこと。」・「安らかで危険の
ないこと。平穏無事」・「物事が損傷したり、危害を受
けたりするおそれのないこと。」「許容できないリスク
がないこと。」と説明している。
また、文献をそのまま引用するが、「日本人は安全
と水は無料で手に入ると思い込んでいる。安全は自然
と守られているもの、または誰かが守ってくれるもの
という意識である。」等いろいろな意味を持っている。
いずれにしても「安全」とは形がなく見えないもので
ある。しかしながら「不安全」であれば物の破損、身
体のケガ、最悪に至っては死亡災害というひとつの形
に現れる。つまり「不安全」が生み出す形が現れなけ
れば「安全」ということなのである。ケガがないから
「安全」だ。物を壊さないから「安全」だ。とも受け
止められる。
しかし結果が「安全だ。」または「安全だった。」と
いうことでも文頭の説明の意味とは全く意識が異なっ
てくるのだ。どちらかといえば後者は引用された文献
の方の意識である。つまり同じ「安全だ。」または「安
全だった。」でも、ある程度危険を予測して未然に対
策を講じた形と、何も起きなかったからの違いなので
ある。
先に「安全」とは形がなく見えないものであると述
べたが、この意識の違いで形があるものとないものに
ここで分かれるのである。この形というものが、対策
を講じた形というものなのである。ひとつの危険要素
に対して数種の対策項目が掲げられ、それを作業する
人達が共通に認識するため「文書」とした形になる。
危険要素を摘み取らなければ対策も施せないので、形
はないのである。
つまり形の見えない「安全」に形を付ければいいの
である。「文書」という形と「共通の認識」という形
である。この「共通の認識」とは文頭の説明に従うた
めの認識のことなのである。「文書」はその記録だけ
なのである。
しかし、この「共通の認識」はとても難しいもので
ある。認識の基準がひとりひとり違うからである。誰
がその基準をつくり、それを正しいものとして守るべ
きかである。現場の責任者がつくり、それが正しくみ
んなはそれに従わなくてはならないということであれ
ば、その意識は引用文献のとおり容易に人まかせで全
て受け身のものになってしまうのである。
一方的な危険の芽の摘取り及び対策の講じ方では、
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なたどうしますか』と質問すると、『そんなことあり
得ない』『そんな馬鹿な』と回答する人がいますが、
あり得るのです。だから事故が起きるんです。
入社したすぐにある職長から、クレーンとクレーン
で吊った物は落ちると思えと教えられました。ワイ
ヤーロープも点検し安全なワイヤーロープを使用し、
玉掛もしっかりしている。地切も行い確実に吊作業を
おこなったのに吊荷が落ちるとは、とその時思いまし
た。クレーンも鉄板の上にアウトリガーを設置してい
るので倒れるとは思えないと思いました。
しかし実際吊荷は落ちるのです。強風で吊荷が荷ブ
レを起こし落下したのも体験しました。吊荷が足場に
接触し荷が崩れたのも体験しました。職長はもし吊荷
が落ちても影響のない場所に必ず退避してから作業し
ろと教えてくれたのです。
将来吊荷が落下しそうなら、ボタンひとつで網が出
てきて吊荷を受取る装置ができるかもしれません。マ
ンガ的かもしれませんができると思います。もしかす
ると無人。
今後、建設業で使用する重機、機械はますます発展
すると思います。もしかすると無人で施工できるかも
しれません。無人の機械だけで道路やビルを作ること
が可能になるでしょう。それでも事故は起きるので
しょうか。
重機の発展に伴い危険要素も変わると思います。プ
ログラミングエラーで重機の誤操作などが増えると思
います。
しかし危険要素が変わってもそれにすぐに対応でき
る機械設備環境の開発もお願いします。いつの世も事
故ゼロを目標にしているからです。現在も将来も安全
を第一に優先して施工するからです。

【優秀賞】

建設業における安全とは
菅甚建設株式会社　　細川　周悟

「今日も１日、ご安全に！」
そんな言葉を前にして、危険予知活動を終えて作業
に向かっていく私たち。
私は、この建設業に従事して３年目になり、「ご安
全に！」という言葉も聞きなれたと感じる機会が増え
てきている。
私が入社１年目でまだ右も左も分からなかった時に
初めてやった作業が除草を主とする維持業務で、任さ
れた作業が刈り放しにした雑草を道路などに散乱しな
いように一旦集め、邪魔にならない場所に仮置きする
作業だった。
やはり、最初の内は人間誰しもが初めて行うことに
は慎重になり、危険行動をしてはいけないと感じる事

考え方が偏りまた、押付け的な方法では不満を持つ方
もでてくると思われよう。これでは正しくなく、「共
通の認識」でもないのである。
代表的な「文書」として作成される「作業手順書」
を例として考えても、作業に従事する誰もが「共通の
認識」を持ち、守ることを目的としている。例えばこ
の「作業手順書」を誰かが一方的に作成してこれを守
れよ、読んだらサインしろよと言われてもみんながみ
んな意味を理解して守るだろうか？事故は起きないだ
ろうか？しかもサイン欄には周知という言葉が設けて
ある。これではなすがままの受け身体制である。納得
しないひともいるはずであろう。
「危険の芽の摘み取り」、「対策を講じる」ことはみ
んなが一丸となっておこなうことではじめて「共通の
認識」が生まれるものである。ひとりひとりの意見を
取り入れることでまた、自主性も生まれるものでもあ
る。「解りやすい・守りやすい作業手順書」として形
が変わるのである。結果、サイン欄には「周知」とい
う言葉も「理解・確認者」に変わるかもしれない。
引用文献の「日本人は安全と水は無料で手に入ると
思い込んでいる。安全は自然と守られているもの、ま
たは誰かが守ってくれるものという意識である。」を、
「安全は投資してまでも優先するもの。安全は意識的
に守っていくもの。ひとりひとりが守っていくものと
いう意識である。」へ変えていきたいものである。

【優秀賞】

『建設業の未来』
株式会社本田組　　佐藤　一浩

先日ICT建機のマシーンコントロール重機を講習で
見学してきました。
一昔前に建設業に飛び込んだ我々には『すごい驚い
た』の一言でした。
コンピュータ制御された重機は、絶対に設計基面を
掘削せず必要であれば重機を停止する機能も持ち合わ
せているらしい。
以前はいちいちレベルを覗き込み『上げ』『下げ』
と大声でオペレータに指示しながら掘削していたのが
馬鹿らしく思えてきました。
そんな未来的重機を観ながらふと思いました。『こ
の重機故障はしないのか、故障が原因で誤操作しない
のかなあ、安全なの』
最先端技術の重機です。多分故障の際の対策は完璧
だと思いますが、もし急に暴走したら、もし急に旋回
が止まらなかったとしたら、オペレータ及び周囲の作
業員はどうすればいいのかと想像したのです。
今、安全教育の中で危険予知運動というのがありま
す。絵を見ながら『このダンプが急に走り出したらあ
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た。簡単に言うと、300件のヒヤリとする事柄の上に
は29件の軽微な事故があり、その上に1件の重大な事
故があるということだった。講師は、「建設業の仕事
においては、小さな過失（ヒヤリ）が重大な事故を起
こしかねない。だからこそ、小さな危険、過失に我々
が気付き、早急に対処しなければならない。」と述べ
た。安全第一という文字を色々な作業場で見かける事
が私はある。しかしそれでも事故は無くなることはな
い。日本が高度経済成長を遂げた時は、安全というも
のをおろそかにしてきた一面がある。と教科書の一文
に書いてあるのを目にしたことがあるが、今の作業場
には見るからに危険だと思える物は無い、それどころ
か安全に作業できる環境が整っている。安全第一とい
う言葉を掲げ作業をしていても事故は起きてしまう、
安全な環境が整っているのに事故が起きるのは、やは
り、「慣れる」ということで危険を忘れてしまうから
ではないだろうか？
最近の私の出来事で、少々不安な道具を使い作業を
している方がいた。私は駆け寄り、「その道具では無
くて、この道具を使った方が安全で、早く出来ます
よ！」と言うと「俺はこの道具でいい。」とは言いつ
つも使ってくれた。次の日になると、その作業員の方
が私の貸した道具と同じ新品を持っていたので声を掛
けると「意外と使いやすくてつい買っちゃったんだ
よ。」と笑顔で話してくれた。果たして、危ないまま
の道具を使っていて事故が起きていたかは分からない
が、作業所が安全に1歩近づいたようで嬉しかった。
「労働災害は未然に防止出来る。」６時間教育で講師
の方が最後に話した一文を胸に今日も危険予知活動を
行い、この言葉で活動を締める。「今日も一日、ご安
全に！！」

【優秀賞】

現場監督としての役目
株式会社鹿内組　　佐藤　孝之

昨年、青森市の２橋と平内町の２橋の跨線橋補修工
事を担当しました。
工事内容は、主に伸縮装置の交換や舗装打替でした
が、交通量の多い国道である為、施工は、夜間の片側
交互通行規制により行う計画でした。
夜間の国道交通規制というだけで、現場職員には十分

な重圧でしたが、この工事の中の１橋には落札時から交通
規制を含む安全確保上で難問を抱えるものがありました。
その工種とは床版の部分打替えです。4m2程度の打
替が何故難問なのか。それには次の２つの現場条件が
大きな問題でした。

が多いと思う。
もちろん私もその作業でそう感じていて、自分なり
に作業に関する危険のポイントを見つけつつ、危険予
知活動に参加していたのだが、１ヵ月、２ヵ月…と時
間が経つにつれて「この作業のこういうところは危険
だな。」とは思わなくなってしまった。
そんな中、４本の突起がついたフォークを使用しな
がら刈り終えた雑草を集め、仮置き場に運搬する作業
を行っていた私は、一通り雑草を集め終わり、作業に
一段落が着いたので休憩しようと思い、フォークの取
手に自分の手を置き、追いかかろうとすると足に痛み
が走った。私は気づかないうちにフォークの先端を足
に乗せていたようで、すぐに一緒に作業をしていた作
業員の方が駆け寄り「大丈夫？怪我はしてないか？」
と声をかけてもらい、幸い痛みが走った瞬間に、私は
フォークからすぐに手を離していて痛みは無くなっ
ていたので、「大丈夫です。心配おかけしてすみませ
ん。」と言葉を返した。すると作業員の方は「慣れて
きたからって、慢心しちゃダメだ、常に気を引き締め
て作業しなさい。」と私に言葉を掛けて作業に戻って
いった。その後も怪我等は無かったものの、ヒヤリと
する場面は何度かありつつも作業を行っていった。
その数か月後、建設業労働災害防止協会の講師の方
を招いて建設に従事する方の６時間教育に私も参加
し、講師の方が安全に作業することについて非常に興
味深い話をしていた。
私がよく覚えているのは、作業に対し「慣れる」と
いうこと、ハインリッヒの法則、だった。
作業に対し慣れる、ということについて、「仕事面
では、非常に良いことである。」と講師の方は言って
いた。それは誰が考えても当然の話で、仕事で利益を
あげるためには作業の効率を上げる、短期間で終わら
せる、無駄なことをしない、これらの事なら簡単に想
像できるし、尚且つ、仕事に慣れるということは、今
上げた三つの事柄に全て有利に働くことは明確であ
る。
だが、それに続いて講師は、「ですが、慣れる事は
安全面においては、あまり良いことでは無いです。」
と話した。なぜなら、慣れることによって、この作業
は「危険」である、ということを忘れてしまう、との
ことだった。危険とは普段の生活などにも、身近に潜
むものであり、私たちは常に小さな危険と隣り合わせ
なのだが、近くにいればいるだけ、「こうすれば危な
くないだろう。」と気を付けて作業していた事が慣れ
てしまうことによって、「こうやっても危なくない。」
に変わっていく、だからこそ、仕事に慣れても初心を
忘れずに作業を行ってほしい、という内容だった。実
際に慣れてきた時に事故は起こりやすいからこそ、一
歩立ち止まって考える必要性があると感じた。それに
続いて講師はハインリッヒの法則というものを説明し
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「き電停止」施工日の承諾後、足場設置区間の最終
列車通過後から始発列車走行前までの約２時間半の中
で、工事管理者、停電責任者、線閉責任者など鉄道保
安要員６人を配置し、高圧線の防護管設置作業が行わ
れました。

高圧線の防護が完了すると次に、2m以上の離隔が
取れない部分の足場の組立を行いました。非電導性の
材料の使用を鉄道事業者から指示されていた為、単管
の代わりにFRP製パイプを県外から取り寄せ、歩み板
もすべて木製のものを使用、日中の電車の合間を利用
し、鉄道保安要員の指示に従い施工しました。

課題１)
床版下は、線路の為、取壊しの殻の落下防止はもち
ろん、全作業において鉄道事業者との協識に基づく保
安体制の確保と列車防護に配慮した施工が必要となっ
たためです。

課題２)
床版打替場所が車道に位置し、取壊し、鉄筋型枠、
コンクリート打設の工程を一晩で施工するのは困難で
あり、当初計画されていた即日規制解除の工程が組め
ませんでした。
上記条件下の中で、発注者、鉄道事業者と何度も協
議を行いました。

対応１)
飛散物落下防止設備を組み立てる為に、足場が必要
でしたが線路上には、トロリー線（２万ボルト）と信
号高圧線（６千ボルト）があり、高圧線の防護が不可
欠でした。作業は規格に沿った防護管の使用、市内に
数社しかない鉄道内の電気工事資格を持つ業者による
施工、設置区間内の電気を止める「き電停止」が必須
条件でした。工事資格を持つ業者は全社とも鉄道事業
者から年間を通して点検・整備等を請け負っており非
常に忙しく、本工事の施工希望日は伝えるものの、資
格業者の指定日に従うしかないのが、実情でした。
「き電停止」予定は施工月の３ヶ月前に予定日の申
請が必要で、施工月の前の月に施工承諾日が決定する
為、承諾待ちの期間中に高圧線と2m以上の離隔が十
分にある部分の施工を行いました。
最初の施工は、日中の電車の合間を利用して次のと
おり行いました。鉄道内への出入り、作業の開始や終
了は、その都度必ず鉄道保安要員（工事管理者、列車
見張員）の指示に従い、線路上に通電性のものを落と
すと大変な事故につながる為、線路敷内の資材運搬路
は通電しない材料で養生しました。

資材運搬路の養生

「き電停止」での防護管設置状況

鉄道保安要員配置での足場組立

施工箇所近景（床版打替）
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対応２)
発注者との協議により、24時間終日片側交互通行
規制で14日間施工を行うことになり、国道の電光掲
示板には、当現場の規制予告が流れ、私達職員も関係
官公庁（町役場、警察、消防等）、近隣住宅、山口小
学校、平内西中学校へ工事の概要、交通規制期間の説
明をし、工事への理解と協力をお願いに伺いました。

本来の目的である飛散物落下防止設備を組立し、は
つり工事などの施工中も殻の搬出作業や仮囲いの点検
が必要となる為、鉄道保安要員を配置し施工を行いま
した。

終日片側通行規制の予告

FRP製パイプの搬入

非電導部材での組立

飛散物落下防止設備の組立

足場の組立完了

床版取壊し完了
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施工場所の橋梁付近には、小、中学校の通学路の他、
側道入口が全部で６カ所あり、交通誘導員が交代要因
も含め７名必要であり、24時間規制の為、３交代分
の21人を集める為に青森県内の警備会社全社へ皆で
電話をかけ、複数の会社の混成とはなりましたが、ど
うにか人員を確保できました。

他２橋も同時進行で進んでいたため、繁忙期には１
日30人の交通誘導員を当現場に配置しており、他社

規制状況-八戸側規制状況-青森側

を含め多くの工事現場に休止などの影響が生じたらし
く大変ご迷惑をおかけしたと思います。
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大いに悩みました。「重大災害ゼロ」も非常に重要で
すが、すぐさま「ゼロであれば他はいいのか」という
問答になってしまうのです。そのような時、震災復興
には従事する人毎に強い思いがあることを知りまし
た。震災直後の原発に自ら手を上げて乗り込んだ社
員、津波で流された自宅跡地の目の前で仕事に打ち込
む職長。何より私自身も関西に家族３人を残して遥か
福島まで来ています。日常からは掛け離れた特異な状
況なのです。自分も含めそういった人達に、「あの仕
事に携われてよかった」と感じてもらいたい、あると
きからそう考え始めました。
３．思いを伝える
赴任後数週間して、現場にいた鍛冶工から話しかけ
られました。図面がよく分からなかったようなのです
が、私は彼の話す訛りの強い南部弁を全く聞き取れ
ず、慌てて職長に助けを求めるという苦い思いをしま
した。またその職長も、工期が厳しいのに放射線を恐
れて応援の増員が来ない、せっかく来ても生活環境が
悪いので皆帰りたがる、といった技術的ではない課題
に悩まされていました。
私は一念発起し、毎日職人さん達からの要望・ク
レームを聞くことにしました。そしてどういう結論に
なろうとも、次の日の朝礼の際にできる限り返答をし
てみようと。これをいざ始めてみると、鉄筋が足らな
い、足場が使いづらい、休憩所が狭い、と思った以上
に出てきます。宿舎や病院が遠く不便といった、生活
面の悩みもいろいろ聞かされました。
今振り返ると非常に向こう見ずな難題を自らによく
課したな、と思います。もちろんすべてにきちんとし
た回答を出せたわけではありませんが、中には返事が
あるだけで喜んでくれる職人もいました。そして次第
に、特に困ってもいないのに話しかけてくれる職人も
現れました。上述の職長もなかなか他人に気を許さな
い点で有名だったようですが、時折私がうつした関西
弁を使いこなすほど私のことを受け入れてくれるに至
りました。
こうなってくると、建設業という仕事は本当に楽し
いです。苦しい環境と厳しい工期であっても、復興と
いう目的にも助けられ皆が団結し活き活きと働いてい
ます。安全上の注意事項を伝達しても、皆が率先して
それ以上のことを実践してくれるようになったので
す。
思えば過去の現場でも無事故無災害を達成したこと
はありました。ただその上の更なるステージは安全衛
生の「衛生」だと気づきました。災害ゼロという数字
だけで満足するのではなく、活気あふれ健全で働きが
いのある現場という中身にもこだわりたい。その後平
成30年２月に統括安全衛生責任者を拝命しましたが、
私の一貫したテーマになりました。

最後に本工事において、私が一番重点をおいたのは、
規制時における一般車両との交通事故です。その為、
毎日規制開始前に交通誘導員と全作業従事者を作業員
休憩所に集め、当日の規制場所及び規制の開始、撤去
順序をホワイトボードに記入説明し、各誘導員の配置
場所、作業従事者毎の搭乗車両、駐車場所、作業指示
を行い、内容を理解したか何人かに問いかけ、その日、
規制に携わる全員が自分の仕事を理解するまで徹底し
て教育をしました。
規制作業中は、必ず誘導員の指示に従う事をルール
とし、２回以上守れなかった作業員は退場としました。
私達は随時、電光掲示板や照明、点滅灯などを点検し、
電気が切れることのないよう注意を怠らないように
し、現場事務所には８台の無線機と16台のバッテリー
を準備し、無線トラブルが起きてもすぐに対応できる
ようにしていました。
青森では過去に例のない国道の24時間終日片側交
互通行規制と他２橋の夜間片側交互通行規制の同時進
行でしたが各配置技術者も交替で同様の安全管理を行
い、全工区無事故無災害で現場を終えることができま
した。
今回の工事で規制作業に関わらず、どんな作業でも、
作業従事者全員が一丸となって今回はどんな作業をす
るのか？自分は何をするのか？危検な作業は何に気を
つければ良いのか？それを作業従事者全員に周知し、
安全で働きやすい環境で作業を進める事が現場監督と
しての役目であると改めて痛感しました。
最大30人程度の現場監督なので言える話だと思い
ますが、朝礼、KYは実施するだけ、サインするだけ
の形だけのものになっている傾向が見受けられる為、
私はこれからも朝礼時、一人一人がきちんと作業内容
を理解しているか、顔を見ながら確認を忘れずに、安
全でいいものを作り続けたいと思っています。

【優秀賞】

責任者として考える職場環境の在り方
鹿島建設株式会社東北支店　　疋田　哲也

１．はじめに
私は平成26年７月より福島県浜通りにおいていわ
ゆる現場監督という立場で環境省発注の復興事業に従
事しています。震災以降この地域では放射線被ばく、
労務資機材の逼迫、慢性的な通勤渋滞や宿泊施設の不
足といった非常に多くの、現場から見て外的な課題を
抱えており、対処すべきはいわゆる労働災害のような
内的な問題だけではないという課題には赴任して間も
なく気づかされました。
２．目標とは
このような状況でまずは「何を目標とするか」には
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４．最後に
執筆依頼に前後して帰任が内定したので、いい機会
だと福島での５年間を振り返りながら筆を執りまし
た。福島復興へは道半ばではありますが、在任中無災
害はもちろん、笑顔溢れる職場環境を作ることができ
たのですから、統括安全衛生責任者の職務を全うした
と胸を張って帰任の路に就くこととしました。

【優秀賞】

総合花巻病院移転新築工事に
おける事故防止対策について

公益財団法人　総合花巻病院移転新築工事
戸田・藤正建設特定建設工事共同企業体

　　関　宏和

１．本工事の概要
本工事は、今年で96周年（1923年創立）を迎える
公益財団法人総合花巻病院と看護学校２つの建物を移
転する工事であり、病院棟と学校棟を繋ぐ歩道橋の工
事がある。また、厚生病院の跡地での移転新築事業で
あるため、市民から注目を集めている。ESP事業を含
め様々な別途工事があり、施主･設計･別途会社と綿密
な作業間調整・打合せが必要となる。
２．労働災害･事故の防止における課題 
本工事の特色は、地下水位が高く掘削部の法面が崩
壊し水没する可能性があり基礎躯体工事に影響があっ
た。また、多雪地域であり冬季に鉄骨建方･外装工事
を施工しなければならず、水や雪等の影響から発生す
る災害を撲滅するため、施工方法を変更し工期短縮
（作業期間の削減）を図った。
【写真右：大雨による影響】
掘削時、事前にポンプを設
置し床付面が現れていたが
想定外の雨量により冠水し
た。そこで
課題１：�「フロントローディ

ングによる施工方
法改善」

課題２：「安全啓蒙によるヒューマンエラー防止」
以上の２つの課題を達成するために、本工事で取り
組んだ対策を紹介する。
３．課題に対する対策
3.1 課題１ 　 「フロントローディングによる施工方法

改善」の対策
従来の施工方法に見られた危険要因のある作業を見
直し、職人さんが安全に施工できる工法を検討した。
また、早期に設計監理者に提案することで、構造変更
が認められ実現した取り組み具体例（写真）を以下に
記載する。
①　�基礎PCa・鋼製型枠の採用
�　従来の施工方法は、基礎躯体周囲に簡易山留を先
行設置し配筋･型枠作業を行っていた。法面付近で
の作業が発生し、地下水位も高く掘削部の法面が崩
壊し水没する可能性が高いため、水替え作業の手間
も増大する。また、フーチングコンを打設し周囲を
埋戻ししてからレベルコン・基礎躯体を施工する
等、工程数が多かった。【写真-1】
そのため、基礎PCaを採用し、更に鋼製型枠を採用
することで、掘削しながらの基礎PCa設置・埋戻しが
可能となり、ピット底の床段差も解消され、安全性・
生産性が大幅に向上し、工期を25日間短縮すること
が出来た。【写真-2・3】

【写真-1上】従来の施工方法（他作業所）
【写真-2下】基礎PCaの採用（他作業所）

【写真-3】基礎PCaと鋼製型枠の採用（本作業所）
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②　地中梁成の縮小による動線の水平移動化
�　設計監理者に地中梁成の縮小（構造変更）を提案
した。それにより、配筋・型枠作業時から梁下の水
平移動が可能となり、全面足場から通路足場に変更
（昇降階段・足場面積を縮小）することが出来た。
また、垂直移動と型枠・コンクリート・人通孔を削
減し、材料を運搬するスペース（横移動）を確保し
た。【写真-4】

③　スラブ断熱の仕様変更・プラスチック型枠の採用
�　発泡ウレタン吹付であった床断熱材をスタイロ
フォーム（ピットワーク）に変更することで、型枠
解体手間を削減した。また、プラスチック型枠（基
礎梁部）と併用することで、ピット内部の照度確保
を実現し安全性を確保した。【写真-5】

④　�仮ボルト不要工法とスーパーハイテンションボル
ト（SHTB）の採用
�　弊社特許である仮ボルト不要工法を採用すること
で、仮ボルト作業（高所作業）を削減した。【写真
-6】また、ハイテンションボルト（HTB）をスーパー
ハイテンションボルト（SHTB）に変更することで、
ボルト数とスプライスプレート量の削減によって労
務と工期が削減し、鉄骨建方中の安全性・生産性を
向上させた。【写真-7】

⑤　バックホゥセンサー（ICT技術の活用）
�　万が一、重機に人が近づいた場合は、オペレーター
（運転手）に警報を発する人感知装置センサー（自
動停止装置）をバックホゥに取付けた。【写真-8】
（※写真は、花巻労働基準監督署がセンサー実演を
確認している状況）

【写真-4】

【写真-6】

【写真-7】

【写真-8】

【写真-5】
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②　�安全啓蒙「見える化場内看板②」工事無災害達成
看板
�　各工事の節目に「無災害達成看板」を設置し、自
身が担当する工事で災害を起こさないという安全意
識を持たせることが出来た。また、職人さんの写真
を使うことでモチベーション向上を図り、チームで
一つの建物を構築している意識を持たせることが出
来た。【写真-12】

③　安全啓蒙「見える化場内看板③」インパクト看板
�　現場のメインゲートに作業所長の等身大看板（イ
ンパクト大）を設置した。いつも見られている意識
を持たせ、安全行動に対する意識の向上を図った。
また、安全に力を入れている現場であることを意識
させることが出来た。【写真-13】

�　クレーン後部に特大でインパクトのあるオペレー
ターをモデルにした旋回範囲立入禁止看板を設置し
た。看板の見逃しを防止し、オペレーターの安全意
識向上にも寄与した。【写真-14】

⑥　パラペットPCaの採用と仮設手摺支柱の先行設置
�　複雑な形状のパラペットをシンプル化し、かつ、
PCa化することで型枠・配筋の現場加工・施工手
間・工期短縮及び冬季工事のリスク軽減を図った。
【写真-9】

�　パラペットPCa設置前に仮設手摺支柱を先行取付
けし、揚重・設置を行なった。その後の手摺取合い
部や床配筋作業開始時には、端部手摺が整備され、
安全に作業を行なうことが出来た。【写真-10】

3.2 課題２　 「安全啓蒙によるヒューマンエラー防止」
の対策

「安全啓蒙看板の設置」、「体験型勉強会」等、見え
る化への取り組みを実施し、ヒューマンエラーの防止
に取り組んだ。
以下にその具体例（写真）を記載する。
①　安全啓蒙「見える化場内看板①」職長安全宣言
�　宮沢賢治（花巻市）の銀河鉄道をモチーフにした
各職長の安全宣言看板を掲示した。全職人さんへ安
全に対する啓蒙を図り、安全宣言を有言実行できる
環境を構築することが出来た。【写真-11】

【写真-11】

【写真-12】

【写真-13】

【写真-9】

【写真-10】
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④　�「ピット内作業の見える化」・「クレーン作業計画
の見える化」
�　ピット内作業がある協力会社は、建物出入口部
に設置している作業一覧表に「会社名」・「作業時
間」・「ピット内作業員」等を表記し、作業エリアを
明確にした。（※作業のない日は、作業員表示を裏
面（赤色）にする。）【写真-15】
�　クレーン作業ルール看板を各クレーン毎に設置
し、作業内容を明確（周知）にした。ヘルメットカ
バーをクレーン毎に色分けて、玉掛者とオペレー
ターの意思疎通を強化した。【写真-16】

⑤　災害事例VR体験
�　職人さんにVR（バーチャルリアリティー）を使
用して、実際に発生した死亡災害の事例を体験して
もらった。自身の作業に類似する災害を体験するこ
とで、安全に対する意識の向上を図った。
　【写真-17】

⑥　体験講習（勉強）会の取り組み
�　職長会協力のもと、実際に職人さんに使用機械・
工具等を体験する勉強会を定期的にテーマを決めて
開催し、安全に対する意識向上を図った。
【写真-18】

⑦　社員・職長会合同パトロールと懇親会の実施
�　毎週火曜日に社員・職長会合同パトロールを実施
している（⇒安全・品質に対する不具合を早期に解
決するため）。また、月に１度、合同パトロール結
果の反省会及び、職種毎に意見交換会を開催し、社
員と職人の意思疎通を深めている。【写真-19】

【写真-14】

【写真-17】

【写真-15】

【写真-16】

【写真-18】



─ 32─

⑧　安全大会（安全表彰授与式）
�　月初めに先月の安全功労者に安全表彰を行ってい
る。外国人就労者（ベトナム出身）が表彰された際
は、表彰状にベトナム語を併記するなどの配慮を
行った。また、安全大会終了後に、士気を高めるべ
く全職人さんの集合写真を撮影し、集合写真入りタ
オルを配布している。【写真-20】

４．今後に向けて
当工事は、2019年10月末の竣工に向けて最盛期を
迎えている。無事故無災害で竣工を目指し、上記取組
み（安全設備の充実及び安全性の高い施工方法）を確
実に継続していく。また、「みんなに愛される病院」
を施主に無事引き渡せるよう、社員と職人が一丸とな
り力を合わせていく。

【写真-19】

【写真-20】
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にて３基（P2,�P3,�P4）構築するものである。施工上
の問題点として複数の支障物が安全に影響を与えるこ
とが計画段階で懸念されていた。本稿では3Dスキャ
ナーを利用した支障物の“見える化”により行った安
全対策、及び作業員の安全教育の実施について報告す
る。

写真①【現場全景】

図①【施工箇所平面図】

【優秀賞】

ICTを活用した支障物の
“見える化”による安全対策管理

大豊建設株式会社 東北支店　　豊福　徹也

１．はじめに
本工事は女川町の万石浦湾内に仮桟橋を設置し、

（仮称）浦宿橋の橋脚をニューマチックケーソン工法

２．安全施工上の課題
施工計画の段階において安全施工上の課題として以
下の３点が検討された。
①�　P3橋脚の作業構台上空に東北電力の高圧電線が
あり、送電電圧により離隔距離：4ｍを確保する必
要がある。これにより大型クレーンの高圧電線接触
事故防止対策が必要である。

②�　P4橋脚の作業構台近くに座礁船があり、作業構
台の施工に影響しないか離隔などの確認が必要であ
る。
③�　東日本大震災による地形の変化や地盤沈下が現場
周辺で見られていた為、施工時点での位置関係を正
確に把握する必要がある。
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４．対策の結果
高圧線と仮桟橋の3D画像を作成したことにより、
現状を把握し、様々な安全対策を講じることが出来た。
4.1　作業員、オペレーターの認識能力の向上
3D画像にすることでクレーン本体とブーム先端位
置、高圧線位置などを関係者全員が容易に把握するこ
とが出来た。また3D画像を元に仮桟橋上の高圧線位
置を白線で明示することで、施工時にオペレーターや
監視員の注意喚起を促し、安全に作業を行うことが出
来た。（写真③、④）

３．課題解決の対策
本工事において高圧電線や座礁船などが２次元図面
で示されているが、これから施工する仮桟橋や作業構
台との干渉する箇所が理解しにくい。そこで計画の段
階で支障物を3Dスキャナーで数値化し、仮桟橋の座
標データから起こした3D画像と組み合わせることで
３次元的に可視化する検討を行なった。
最初に3Dレーザースキャナーで送電線、座礁船等
を観測し、点群データを作成、この点群データを元に
３次元点群モデルを作成した。

３次元点群モデルから支障物の平面位置、標高等を
確認し、支障物が地盤沈下の影響が無いことを確認出
来た。次に仮桟橋との位置関係を測るため、桟橋座標
データを合成し3D画像を作成した。

写真③【白線による高圧電線の明示】

写真④【近接作業の安全教育】

写真②【座礁船状況】

図②【座礁船の３次元点群モデル】

図③【仮桟橋及び作業構台、高圧線の3D画像】

図④【高圧線及び仮桟橋断面図】
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ても、複数の2D図面から位置関係を読み取る能力が
なくても、専門知識がなくても、誰にでも理解できる
（見える）」ことは誤認やトラブルを回避し、安全且つ
効率の良い施工を可能にすると考える。

【優秀賞】

現場の安全施策
三井住友建設株式会社東北支店　　関下　和真

現在私は、三陸沿岸道路の復興工事に従事していま
す。
工事内容としては、橋脚６基、橋台６基、函渠４基、
本線土工掘削工56万m3、盛土工52万m3、トンネル延長
361mと多岐にわたっており、工事延長は約2.5kmと
なっています。
現在は、橋台部の補強土壁、トンネル掘削、切盛土
工、橋脚・橋台工を施工しており、各所で高所作業や
重機と人の混在作業、資機材の楊重作業、一般公道を
使用した土砂運搬作業が実施されています。また現地
の状況としては、地理的に海の近くということもあり
風が強い日が多くあります。
災害発生を未然に防ぐために、当現場で取り組んで
いる安全施策は当社の土木部門の安全施策として定め
た土木部門のルールの厳守と、5S（整理・整頓・清
掃・清潔・誠実）の徹底、WEBカメラの設置です。
当社の土木部門の安全施策として定めた土木部門の
ルールは、過去３年間に発生した125件の災害を分析
し、死亡災害に直結する要因として９項目を抽出し
ルール化したものです。この９項目が「現場中止、作
業員退場」の条件となることを明確化し、現場の安全
管理の基本ルールとしています。このルールを現場に
掲示し、朝礼時に唱和することで、職員や協力業者に
ルールの認識と意識付けを行っています。

4.2 　3Dバリア設置による人為的ミスの防止
作業員、オペレーターの支障物に対する認識は向
上したが、人為的ミスによる災害も考えられた。3D
画像を元に大型クレーンに3Dバリアを設置しブーム
トップの位置をリアルタイムで監視、設定された警戒
範囲に入ると警報が鳴るなどして大型クレーン使用時
も安全に作業を行なった。（図⑤、写真⑤）

4.3　重機作業計画書などの作成
3D画像を元に様々なシミュレーションを行うこと
が出来、クレーン位置や旋回方向、ブーム角度などを
作業員、オペレーターへ詳細に指示することが出来、
安全に施工が出来た。
５．まとめ
本工事は全工期無災害で竣工し、建設事業無災害表
彰を受けた。「3Dレーザースキャナーを利用した支障
物の“見える化”」は関係者間でのコミュニケーショ
ンの向上、認識ミスの防止、合意形成の促進などに大
いに役立てられたと思われる。「現場で立ち会えなく

図⑤【3Dバリアのリアルタイムモニター】

写真⑤【３Dバリアと警報装置】

写真１　安全掲示物



─ 36─

上記のルールや施策は、新規入場時の教育の際に周
知を行い、安全教育の際に定期的に再教育を行ってい
ます。日々の現場巡視や朝礼時に実施状況を確認し、
現場に横断幕やルールの看板を明示することで現場全
体に意識付け水平展開を行っています。
私が特にこの現場で安全に対して取り組んでいるこ
とは、5Sの徹底です。当初は、業者ごとに安全施策
に対する取り組みに温度差がありました。私は、この
状況を変えるために、毎日の現場巡回の際に現場の整
理整頓状況を写真に撮り、作業前のKY時に写真を配
布し良い事例、悪い事例の水平展開をするようにしま
した。写真を配布した当初は、悪い事例として配布し
た業者の職長が怒り出すこともありました。しかし、
この取り組みを何度か続けるうちに、一度指摘した悪
い事例が繰り返すことはなくなり、良い事例から他の
業者も学び工夫をして現場の危険個所をなくす努力を
行うようになりました。写真を配布することで、図面
とは違い一目見るだけでわかるので、各業者の職長だ
けでなく、おのおのの作業員まで安全に対する意識の
向上を促すことができました。
今後は現場も最盛期を迎えるので、職員・協力会
社・作業員が一体となって対話や指導を繰り返し、
5Sの徹底により作業しやすい環境を形成し、基本ルー
ルの厳守と日々の現場巡回により、危険の芽を事前に
摘み取る安全管理体制を構築し、事故なく竣工を迎え
られるように工事を進めていきたいと思います。

【優秀賞】

高い安全意識を目指して
仙建工業株式会社　　鴻巣　知史

私が26年前に新入社員で、はじめて建設現場で働
くようになった頃では、安全関係に費用と時間を費や
すよりも工事をいかに早く、手戻り無く進められるか
と言ったことの意識の方が強く、あまり安全について
細かく指導を受けなかった記憶があります。当時、現
場では「怪我と弁当は自分持ち」と言い聞かされ、文
字通り「自分の身は自分で守れ」と意識付けられまし
た。作業をしている皆の意識がその様な感じでしたの
で、当然の如く事故や怪我人が続出するのではと思っ
ていたのですが、不思議と事故や怪我人を出すことが
無かったのです。ラッキーでした。運に恵まれていま
した。しかし、６年前に私の現場に配属になった新入
社員が、作業員が行っている作業を本人も実践して覚
えようとして、作業に手を出し左手中指をつぶしてし
まうと言う事故が発生しました。本人に意識があり、
自分で歩けるのを確認したので、救急車を呼ばずに病
院に連れて行き診察を受けさせると同時に警察に電話
をして、事象の報告と現場見分をして頂き、事件性の

5Sの徹底は、現場での安全作業を行うにあたり、
働きやすい作業環境を形成することが目的です。5S
を確保することで、現場で整理・整頓ができていると
必要な資機材がすぐに見つかり、作業におけるスペー
スが確保され、危険な箇所が減ることで、効率的な作
業を行うことができ、災害の減少につながります。
また、現場にWEBカメラを設置し作業所内の事務
所及び支店で現場の状況を監視します。多くの人の目
で作業状況を監視することで、不安全行動や危険の芽
を事前に察知し、事故を未然に防ぐことができます。
現場で作業する作業員が気を緩めることなく緊張感を
もって業務に取り組むことで、基本ルールの厳守、危
険予知意識の向上を促すことができます。

写真２　土木部門のルール

写真3　WEBカメラと安全意識高揚のための看板

写真4　WEBカメラ拡大
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有無を確認して頂きました。病院での診察結果では、
指の骨折をしているものの、約２ヶ月間の治療で殆ど
元通りに完治するとのことだったので安堵しました。
怪我の状態により若い彼のこれからの人生において、
指が無くなったり、障害が残ったりしたら、とても不
便な生活を送るようになったらと考えると非常に良
かったと同時に痛い思いをさせてしまい申し訳なかっ
た。と反省しました。この事故を基に安全に対し、強
い意識を持つようになりました。現場で作業を行う全
作業員に、「朝に家族の許を出発した姿のまま、作業
を終えて自宅に戻るように」と言葉に出し、言い続け
ています。
工事の安全について事故・怪我等を発生させないた
めには、先に述べた「怪我と弁当は自分持ち」と言う
ような個のレベルでの考え方だけでは、事故は防げま
せん。現場で働く全員が安全に対する強い意識を持つ
ことと、それを風化させないで継続させるにはどのよ
うにすればよいか、組織として考えなければならない
と思います。安全に対する強い意識を継続して持たせ
るには、実体験をさせることが一番ではありますが、
実際に怪我を負わせることは出来ないので、最近はや
りのVR等を活用して擬似的に危険を体験して、危険
意識の高揚を図ることや実際にあった過去の事故の映
像や写真を見ることにより、生々しい怪我の状態を
リアルに感じさせ、安全とは、身の危険を守るため
にはどうすれば良いかを考えることを継続的に行っ
ていくことが大切だと思います。近未来、建設業は
I-Constructionのような機械化施工が主流になり労
働者の人数を大幅に減らせることやAI技術の進歩で
無人による機械化施工が可能になるかもしれません
が、それでも現場で働く者がいるのであれば危険は必
ず付きまとってきます。危険を排除するために、組織
として高い安全意識を継続していけるように努力して
いきたいと思います。

【優秀賞】

現場におけるKY活動と
安全教育・訓練の工夫について

大成建設株式会社東北支店　　伊藤　歩

１．はじめに
私にとって施工計画をたてるうえで、一番頭を悩ま
すのが「安全管理」についてでありました。
特に「安全教育・訓練」は、工事の内容を十分に理
解し把握しておかないと、ピントが外れた内容になり
がちである。
マニュアルどおりの事を記載したところで、実行で
きなければ「絵に描いた餅」であり、現実味に欠ける。

現場に即した計画を立てることが、重要なポイントに
なる。
その具体的な内容は下記のとおりである。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容の周知徹底
(3)工事安全施工技術指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他、安全・訓練等として必要な事項
一見分かったような、分からないような内容である
が、(1)～(6)まで出来る訳もなく、頭をひねりつつ、
計画を立てるのだが、どうしても(1)(2)(5)に偏る傾
向があるようです。
すなわち、「ビデオをみせて」「工事内容を周知徹底
させ」「災害事例などの資料配布」で終わり、という
パターンが定着しているように思われます。
分かりやすく言うと、「安全教育・訓練の資料提出
のため実施している」と言うのが本音では・・・。
従来の安全教育・訓練は、上述のように作業員を部
屋に集めて資料に基づき授業形式で行うことが多く、
作業員にとっては退屈な時間であり、効果がないので
はと常々考えていました。
そこで、いっそのこと座学はやめて屋外で実際に危
険な状況を想定し、実験をしたらどうかと考え、後述
の様な方法で実施したところ、想定外の衝撃の大きさ
に、皆「こんなにすごいのか」と唖然！実験終了後、
作業員に感想を聞くと、「こんな安全訓練なら、次も
またやって下さい。」と好評でした。
しかしながら、実際に発生したら大変なことなので、
これを日々のKY活動に如何に反映させていくかが重
要なことであり、あくまでもその補助的な方法である
ことを、付け加えます。座学も基本的な知識を身につ
ける上で重要であり、必要なことであることは言うま
でもありません。
２．現場における問題点
一般的に工事現場の安全管理活動は、表-1の様な内
容になっています。

実施項目 場所 参加予定者 内容 頻度

朝礼 現場 現場作業従事者 当日の作業の手順
及びラジオ体操 毎日

KY活動 現場 現場作業従事者 当日の危険予知及び安全
作業に関する事項 毎日

始業前点検 現場 現場作業従事者 当日の使用機械、
機材の点検 毎日

安全巡視 現場 安全巡視員 危険行動や現場内及び周辺
の安全確保の確認、指摘 毎日

安全訓練 現場 現場作業従事者
今後の作業で予想される危
険防止訓練及び今までの安
全活動に対する反省と評価

毎月

災害防止協議会 現場 事業主及び職長 毎月の安全活動に対する
反省、評価 毎月

表-1　工事現場の安全管理活動
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でマンネリ化しており、作業員は退屈な時間を過ごす
ことになっているのが現状です。（座学でいくら良い
安全講話をやっても、内容の半分も理解していないと
思う）また、資料を作るのにも多大な時間を要します。
そこで、貴重な時間を有意義に使うために工夫したの
が以下に紹介する方法です。
1）　バックホウと人が接触するとどうなるか？
※�とかく人間は、何かに（作業）集中すると、周囲
の確認がおろそかに成りがちである。（周りがみ
えなくなる。）バックホウはキャビンがついてお
りブーム側はかなり視界が悪い。
0.3m3バックホウをゆっくり回転させ、人に見立て
たポリ缶に接触させてその衝撃の度合いを実験してみ
ました。ゆっくり回転させ、接触させたにもかかわら
ず、ポリ管は約3m跳ばされた。ポリ管が軽いせいも
あるが、作業員の感想は「あれだけゆっくり回転した
のにこんなに飛ばされるとは思っても見なかった」と
一様に驚きを隠せなかった。
これが、急旋回して作業員と接触したらどうなる
か？考えただけでぞっとします。
そこで、先ほどのKY活動の分析結果を見てみます。
・�バックホウと接触する→周囲を確認して作業する
→�周囲の確認よし。それが実験後に実施したKY
活動では、次のように変わりました。

・�バックホウと接触する→バックホウ作業中は作業
範囲内に立入らない（区画の実施）→立入る時は
合図をする。（５者無線使用）→合図の確認よし
このように、作業員にはっきりと意識の変化が見ら
れました。
４．おわりに
安全管理は、地道にやらないとその効果は期待出来
ない。また、おろそかにすると会社の存続さえ危ぶま
れる。いくらお金をかけても、現場で実際に作業する
人達の意識の改革がなければ事故は防げない。KY活
動、安全教育・訓練は、作業員の安全意識を高揚させ
る、絶好の機会であるという考えからこのような単純
だが、効果的な方法を思いついた。皆さんも毎日の
KY活動をさらに充実させ、安全教育訓練においても
発想の変換をすることで、「無事故・無災害」でなく
「危険ゼロ」で現場を完成させることが出来ると思い
ます。
この厳しい時代を勝ち抜くためにも、労働災害をゼ
ロにすることが、決して大げさでなく我々施工管理技
士に与えられた使命であると考えます。

また、毎日の安全施工サイクルは下記の流れが標準
的です。

私が注目した点は毎日行う「KY活動」でした。リ
スクアセスメントKYが主流となっていますが、その
内容はというと、旧態然としていて漠然としており、
あまり進歩が見られない。
そこで、毎日のKY活動表を分析し結果をまとめて
みたところ、次のようなことに気がついた。
以下はその結果です（表-2）。何とも抽象的で具体
性に欠けていると思いませんか？

これでいいのだろうか？と思い悩みましたが、実際
に重機と接触したこともないし、上から物が落ちてき
て怪我した事もないし（あったら大変）。周囲を確認
すればバックホウと接触しないのか？
熱中症にかかったらどうやって初期手当てをするの
か？・・・・・・・・・
「そうか！それじゃー具体的な方法を見せてやれば、
事故の怖さ・衝撃が理解出来るだろう」との単純な発
想から、安全教育・訓練で、実際の事故の実験をして
みようと思いつきました。
以下はその具体的な実験の事例です。KY活動でよ
く出てくるパターンです。
A）�　バックホウと接触する→周囲を確認して作業
する→周囲の確認よし

それではバックホウと人が接触するとどうなるか、
以下の機械と器材を用いて実験しました。
使用機械：0.3m3バックホウ、ポリ缶

３．工夫・改善点と適用結果
前述のとおり、「安全教育・訓練」は「やらないと
いけないので」「提出に必要な写真を・・」等の理由

ラジオ体操→朝礼→KY活動→始業前点検→作業
（安全巡視）→工程打合せ→作業（安全巡視）→跡
片付

危険のポイント その対策 ワンポイント

足場から転落する 足場に注意して作業
する 足元よし

ハンマーで手をたたく 手元に注意して作業
する 手元よし

バックホウと接触する 周囲を確認して作業
する 周囲の確認よし

型枠が外れて落ちる 玉掛けを確実に行う 玉掛けよし

バケットにぶつかる 合図を確認して作業
する 合図よし

足場から物が落ちる 上下を確認して作業
する 上下の確認よし

熱中症にかかる 水分を十分に補給し
休憩をとる 水分補給よし

表-２　KY活動表の分析結果



─ 39─

４．現場での対策
私の現場では、環境要因、身体要因、行動要因に対
し、協力業者職長会と合同で対策を行いました。
具体的な熱中症対策の取り組みを以下のように行っ
ております。
①　�扇風機・ミストファン・スポットクーラーの配置
　�　環境要因の改善として行った。屋外ではミスト
ファンが重宝した。霧が気化することで体から熱
を奪うため、短時間で冷涼感を感じられる。屋外
作業のクーリングスポットとして使用した。同様
に屋内作業では、スポットクーラーを使用した。

②　‘まず飲もう’運動
　�　朝礼・昼礼後のKY活動終了時、作業開始前（汗
をかく前）にポカリスエットを飲むことを周知徹
底している。職長会が中心となり準備から実施ま
でを精力的に行っている。結果、全作業員が水分
補給を定時的に行うことを実施できており、身体
要因の対策として非常に有効な活動と感じている。

【優秀賞】

熱中症ゼロに向けての対策と課題
大成建設株式会社東北支店　　工藤　永治郎

１．はじめに
近年、テレビやネット等で熱中症への注意を呼び掛
けているのを目にする機会が増えた。背景には、温暖
化による気温上昇等が挙げられ、熱中症対策方法に対
する世間の関心が高まっている気運を感じている。
私の配属されている工事現場では、協力業者職長会
と協力し熱中症対策活動を行っている。昨年は熱中症
発生者0であり、その効果を確認出来た。本論文では、
建設現場での熱中症対策活動実績について紹介をす
る。
２．熱中症とは
『熱中症』は、暑い環境や体温が下がりにくい環境
で起こる体の異常の事を言う。人の身体は発汗や皮膚
から熱を逃がすことで体温の上昇を抑えている。体温
の調節機能が働かず、体温が異常に上昇すると、発汗
を伴い体内の水分と塩分（ナトリウムなど）のバラン
スが崩れ、体の調整機能が正常に働かなくなることで、
熱中症は引き起こされる。
主な要因としては下記内容が挙げられる
1.環境要因（高温多湿、風通しが悪い等）
2.身体要因（子供、高齢者、体調不良等）
3.行動要因（水分補給・休憩不足、炎天下での行動）

３．熱中症発生原因
建設業の作業環境（環境要因）の特色として、
▶︎外部炎天下
▶︎空調等の設備機能が完備されてない
以上の様に、工種により屋根が無く炎天下で行う作
業、密閉空間で風通しの無い環境での作業等、一つの
現場内でも様々な作業環境が存在する。
また、作業員個人（身体要因）に目を向けると、
▶︎作業員の高齢化
▶︎前日の過度のアルコール摂取
▶︎睡眠不足等による体調不良
▶︎当日の朝食をとらない
以上の要因が熱中症発症の一因と考えられます。高
齢者は体温調節機能が低下しやすくなります。また、
暑さやのどの渇きを感じにくくなるなど、体が出して
いるSOS信号に気づきにくくなります。
次いで、現場作業員の作業習慣（行動要因）に注目
すると、
▶︎炎天下や空調設備の無い空間での作業を行う
▶︎工事によってはこまめな休憩が取りにくい
以上が建設作業員の作業状況として挙げられます。
工種によっては、作業環境の改善が難しく厳しい環境
下での作業を伴います。

（左：スポットクーラー、中央：ミストファン、右：扇風機）

（給水スポット：朝礼台前に設置）
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④　クーリングルームの設置
　�　いつでも体温調節ができる部屋を用意した。常
にエアコンを稼働させ涼しい環境を用意してい
る。設置熱中症の症状が出始めた人の緊急用休憩
所として活用している。

③　安全教育と熱中症関連の掲示による注意喚起
　�　安全教育を行い作業員が実践できる対策の紹介
を行い、熱中症関連のポスターを各作業員が目に
つきやすい位置に掲示することで、全作業員が熱
中症に対する知識を得ることが出来る。

（クーリングルーム内　エアコンと扇風機設置）

（熱中飴、冷却材を常備置いている）

（給水風景：作業開始前に各自給水実施）

（安全教育実施状況）

（熱中症関連啓蒙ポスター：朝礼台前に掲示）

（クーリングルーム設置）
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でもらえたら，事故や不注意が減り無事に現場を成し
遂げる手伝いがほんの少しできるのではと思ってい�
ます。
私は、現場での事故を起こさない一つのコミュニ
ケーションツールとして、挨拶や声がけを強く推奨し
たいと思います。なぜなら他人を思いやり、よく見て、
助け合い、声をかける。この一連の行動が事故を減ら
し、無くす事に繋がっていると思うからです。仕事は
一人でするものではないし、自分だけでなく次に作業
する人がいるはずです。お互いの作業を確認し知るこ
とは、不注意やヒューマンエラーを確実に無くします。
お互いの作業の内容を共有していれば、自ずと視野が
広くなり仕事の効率も上がると思います。私は挨拶や
声がけの輪がちょっとでも広がり、より明るく働きや
すい会社となり、上記に掲げたように『無事故、無災
害、安全第一で工事を成し遂げる』現場が増えていく
ことを切に願います。最後に皆さんご存知かと思いま
すが、「行ってらっしゃい」の言葉には、「行って帰っ
てこい、無事に帰ってこい」という意味があるそうで
す。子供の頃、祖父にこの言葉の意味を教わり、毎日
学校や会社に行き、帰ってくることは当たり前ではな
いのだよと言われ、言葉の意味、言葉に込められた思
い、その力は凄いなと感動したことを思い出します。
またこの事を思い出したきっかけも東日本大震災で�
した。
私はこれからも「行ってらっしゃい」「お帰りなさ
い」の挨拶と声がけで、現場が無事故で終われるよう、
家族のもとに帰れるよう、心を込めてこの言葉を使っ
ていこうと思います。

【優秀賞】

「女性パトロールを通して感じたこと」
株式会社ガイアート東北支店　　佐久間　由美

「女性パトロール」に参加すること、はじめはとて
も嫌でした。しかし、今では積極的に参加したいと考
えるようになりました。
舗装会社に入社して、今年で２年目になります。普
段は支店勤務で事務をしているため、現場についても
安全についても正直あまり考えたことはありませんで
した。そんな中、女性パトロールに参加することにな
り、月１回現場を見させていただくようになりました。
女性パトロールでは、チェックシートを用いて、支店
の事務員の他に、営業所の事務員さん、協力会社の社
員の方々と一緒に現場事務所、作業場所、トイレや喫
煙所など隅々まで点検を行います。参加した当初は、
現場経験のない私に意見できることがあるだろうか？
指摘したことで気を悪くさせないだろうか？と戸惑い
もありました。しかし、回数を重ねていくうちに、そ

５．まとめ
熱中症対策の実施例を紹介させて頂いた。現場で熱
中症を引き起こす要因に対して対策を行ったが、熱中
症対策で難しいのは原因が一つに限定されないこと
だ。３つの要因が互いに影響しあいながら、作業員に
熱中症を引き起こさせる。対策を多方面で行うことが
肝要と感じる。特に有効と感じるのは、②‘まず飲も
う’運動の実施です。職長会と協力することで、対策
活動の大きな推進力になることや、全作業員をたくさ
んの目でフォローし、水分補給を全作業員に促すこと
が出来るため、確実な対策が実施できると感じた。

【優秀賞】

「行ってらっしゃい」
株式会社佐藤渡辺　　齊藤　里美

『無事故、無災害、安全第一で工事を成し遂げる』
これの目標を成し遂げる為、天気や工程など様々な
条件の中、現場を遂行するみんなを見ていると本当に
頭の下がる思いです。
私がこの会社の事務職に就いて20年以上たちいつ
も思うことは、会社のみんなが当たり前のように現場
をこなし無事に帰って来る事は決して当たり前ではな
いという事です。どんなに安全を意識し、日々努力し
ても、時に、もの凄い確率とタイミングで悲惨な事故
や災害が起きたりします。ひとたび事故が起きてしま
えば、事故報告、安全確保の再確認、工程の組み直し
と、現場のみんなは忙しくなるばかりで、私がサポー
トできることはほとんどありません。それを痛感した
のは，東日本大震災の時です。燃料、物資、食事、睡眠、
何もかも手に入らない過酷な状況の中、道なき道を進
み復旧作業をするみんなの姿は、集中力、気力、体力
的にも限界を超えていたことは、私から見ても一目で
わかるほどボロボロの状態でした。私も毎日会社には
来ていましたが、みんなの手助けになるようなことは
やはり何もありませんでした。
こんな私に何かできることはないか考えました。事
故が起きない様、現場を巡視し、現場で作業をする訳
にもいかない。そこで私は自分が今までずっと実践し
てきた挨拶や声がけを率先してやろうと思いつきまし
た。何より言葉というコミュニケーションツールは最
強だと思ったからです。体調が悪そうな時、現場がう
まくいかずイライラしいる時などでも声をかけ、無理
しない様伝えたり、出かける際には「行ってらっしゃ
い」を、帰ってくれば「お帰りなさい」と声を掛けま
す。普通は会社でのあいさつは「お疲れ様です」なの
で、だいぶ独特だとは思います。ですがそんな他愛も
ない会話や挨拶で、イライラした気持ちや、焦る気持
ちを少しでも無くし、ひと呼吸おいて仕事に取り組ん
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葉に違和感を持ったことを覚えている。しかし、今で
は日々使用する挨拶に“安全”という言葉が含まれて
いることを実感するのと同時に、安全意識を改めさせ
られている。
安全とはなんだろう。安全を説明するには、必ず危
険という言葉が思い浮かぶ。危険でないこと。これが
多くの人が考える安全の定義ではないだろうか。「ご
安全に」という挨拶は、「危険でないように」と置き
換えることができる。それは私たちの周りには、危険
になり得る状況がたくさんあるということで、そう
いった危険因子を“危険でないように”して下さいと
いうことなのである。
２．心に残った「挨拶」と「安全意識」
私の今でも記憶に残る朝礼での出来事を紹介した
い。毎日の朝礼とは、建設現場において欠かせないも
のである。その日の作業の確認は勿論、それにともな
う危険を周知し、危険でないように作業するためであ
るその朝礼で、入社して間もない頃、初めて担当した
工事で、当時の所長が、次のような話をされた。「今
日も皆さんきちんとおうちに帰りましょう」、「おうち
に帰ってあったかい風呂に入るもよし、お酒を楽しむ
のもよし、家族と過ごすのもよし」、「皆さんそれぞれ
の過ごし方があると思いますが、きちんとおうちに帰
りましょう」と話された。私は、「ご安全」にという
言葉を教わった時と同じような感覚を覚えた。毎日家
に帰ることが当たり前だと思っていたが、現実はその
通りではない。毎年、事故で怪我をしたり亡くなった
りする人がいる。そういった人たちは、朝、家を出る
ときには、当たり前のように家に帰ってくるのだと
思っていたに違いない。その時の所長の言葉は、私の
安全についての考えを変えさせるものだった。
所長の言葉を聞くまでは、私は危険が伴うと予想さ
れる作業について、安全策を考えてそれを実行するこ
と、それが安全にすることだと考えていた。決められ
たルールを守れば安全であるとも感じていた。しか
し、そうでは無いと今は思う。安全にする、安全を守
るということは、人の人生を守ることである。一人一
人の顔を見て、改めて一人一人の人生を危険にさらさ
ないように、全力で守らなくてはいけないものが安全
なのだ。
３．おわりに～私自身の「挨拶と安全意識」
この仕事を始めてから、私生活でも変わったことが
ある。家族や友人と過ごしている時、帰っていく人た
ちや出かけていく人たちに、「気をつけてね」と言う
ようになった。これは、私が入社してから経験した
“気付き”を、周囲の人にも促したいからである。普
段の生活では、危険を感じることはあまり無い。しか
し、確実に危険は身の周りに存在しているのだ。危険
であることを認識することが安全への第一歩であると
考えている。したがって、この一言で周囲の人が危険

の悩みは徐々に薄れていきました。
私にできること、それは工事の技術をメインとした
ハードなものではなく、安全意識の向上や職場環境の
改善などもっとソフトなことなのではないかと思う
ようになったからです。実際に女性パトロールでは、
「ちょっと痩せたんじゃないの？ちゃんとご飯食べて
いるの？作業着のサイズが合ってないよ、体に合った
動きやすい物を着なさい！」等々、一見お節介とも思
えるような会話が飛び交うこともあります。しかし、
そんな会話のおかげで、一人一人が健康管理に気を遣
うきっかけとなったり、身だしなみを整えるいい機会
となっていることに気づかされました。また、地震時
に津波が襲ってくる危険があるため、避難マップを作
成し掲示していた現場、女性でも気持ちがよく使いや
すいトイレをということから、芳香剤の設置や土足禁
止のルールを設けていた現場もありました。パトロー
ルを終えて意見を交換すると、改善事項・工夫が上が
り、工事技術を知らない私でも現場のためにできるこ
とがたくさんあることを毎回実感します。
先日、竣工間近の現場をパトロールさせていただき
ました。その時に、着工から竣工まで携わった女性事
務員さんの「ここは家族に見せたくなる現場だった」
という言葉が心に残っています。半年ほどでしたがパ
トロールに行くたびに、安全に関する注意喚起のポス
ターが増え、季節ごとに熱中症対策の飴、風邪予防の
空気清浄器、マスク、消毒液を用意したりと、作業従
事者を思いやる工夫が至る所にされているのがわかり
ました。その影響もあってか、事務所全体がイキイキ
としていたように思います。直接災害防止には結びつ
かないことでも、１つ１つの積み重ねが、間接的に安
全で良い職場の雰囲気を作り上げていることを学びま
した。
「現場を知らないから何もできない」という甘えは
捨てて、「現場のために何ができるのか知恵を絞り出
そう」と意識が変わりました。今後は、柔らかな女性
目線と少しのお節介で、現場の人が安全で健康で笑顔
で仕事ができるよう、私自身も何ができるのか考え行
動していきたいです。

【優秀賞】

「挨拶からはじめる安全意識」
株式会社NIPPO　　片岡　洋輝

１．安全と「挨拶」との出会い
私が建設業界に就職して丸２年が経った。入社して
最初に意識させられたのは、仕事における安全管理に
ついてだ。入社式の日、当社の挨拶は「おはようござ
います」でも、「お疲れ様です」でもなく、「ご安全
に」であると教わった。初めは、聞きなれないその言
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言った考えを持っていることと同じだ。定期点検を
怠ったワイヤーロープを使用し重荷を吊り上げ、途中
でロープが断線し人が下敷きになる。保護具を着用せ
ず破砕作業し目を傷める。などといった事例と似てい
る。これも全て己の限界を超えての行動や能力の過信
による怪我や事故ということである。能力の限界を超
えての作業はいずれ大惨事をさけて通ることが出来な
いのだ。だから自分ひとりで対応出来ない事態になる
前に、自己を知り事故に備える必要がある。
私自身、この仕事を始めて1年が経った。重機にも
最初は注意していたが時間がたつにつれ、徐々に注意
がマンネリ化し意識が薄れ作業半径に立ち入り危うく
轢かれそうになった経験がある。これ以来最も恐れる
事故は作業員と重機の接触事故である。重機オペレー
タで1秒ルールを徹底して行っているのはどのくらい
いるだろうか。重機の作業半径内で作業しない作業員
はいるだろうか。どちらも徹底している人は見たこと
が無い。正直自分も出来ていない。元より決められた
時間で僅かな規制範囲の中で重機の作業半径に入らな
い事は難しい。そこで重要なのが重機オペレータによ
る一秒ルールと考える。重機と作業員の接触事故で作
業員が重機に当りにいく事は無いが重機が誤って作業
員に接触してしまうことはある。重機オペレータが周
囲を目視で確認し誘導員の指示に従えば近くの作業員
との事故は大いに避けられるのではないだろうか。作
業時間が限られている事はどこも同じ。自分の一秒を
怠けて誰かの一生を奪うよりかは、ずっと良いと考え
れば明日から現場でも実施できることだろう。こう
いった経験から事故の原因は自分自身にある事を理解
し、現場を知る前に自分を知る事が大事だと気づくこ
とができた。これからは手に負えないリスクを背負う
前に経験から学んだことを基に事前にリスクを考えた
対策を実施して行こうと思う。もう少しを追求し、一
生を失う前に。

【優秀賞】

「安全を願う活動」
株式会社ガイアート東北支店　　佐藤　千寿

九十七歳の祖母は、感謝と願いを込め朝日に向かい
拍手を打ち、一日を始めます。朝、早く起きることが
ときではない私のことをよく「宵っ張り」と咎めます。
私は、生まれた時から建設業がごく身近にあり、「安
全」という二文字も見る機会が多かったと思います
が、社会人として道路会社に入社してから、祖母の生
活の中にある数々の「安全活動」に気づかされます。
我が家では、「朝のお茶は二杯飲みなさい」という
決まりごとがあります。その日初めてお茶を口にする
際、一杯ではなく二杯飲むということで、それは「バ

を意識し、安全でいようと考えてもらえればと思う。
挨拶一つ、言葉一つで人の意識は変えられるのだと思
う。一人一人が安全であるように、一人一人の人生を
守るために、これからも安全意識を高く持って、安全
管理を行なっていくことを、改めて決意したいと思う。
ご安全に。
� 以上

【優秀賞】

「もう少しが命取り」
世紀東急工業株式会社東北支店　　高橋　楽惟

自分は最近気づいた事がある。それは工事現場にお
いて、もう少しいけると思い込んで少々無理をして現
場の作業を行う事に伴うリスクだ。建設現場におい
て、事故や怪我のリスクを考えず安全に業務を進める
事は出来ない。だが事前に危険を予測し、もしもの時
に備えるといった安全確保は十分に可能である。建設
現場は、日常的に怪我や事故といった危険が隣り合わ
せだ。よく聞く事故は重機や吊荷に人が挟まれる。安
全帯を付けずに高所から転落。と、言ったことだ。共
通して言える原因は自己の能力の過信や自分は大丈夫
などの思い込みだと思う。そして何より「もう少し大
丈夫」と思って潜む危険に気が付かず無理をして作業
をする事だ。工事の流れは大体同じでも現場の状況は
勿論のこと作業員の心身のコンディションは毎回違う
という事を私たち監督は理解しなければいけない。私
の経験の話だが、高校時代、骨折以外は怪我では無い。
時間が経てば治るといった考えをもっていた。結果的
に早く処置しておけば一週間で済んだ怪我も３ヶ月も
かかる大きなものになってから病院へいった。１週間
練習を休むリスクを避けての行動だったが、結果的に
怪我をかばってミスが増え周囲へ迷惑をかけ、２軍、
３軍も降格した。今でも当時の怪我の箇所が痛むこと
がある。

この経験を現場に置き換えて考えるならば、死者が
でる可能性があるが結果的に出なければ大丈夫。と、
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健常者と違い、何か起きると咄嗟の行動ができない
ので遠回りをしていました。「安全」に配慮した作業
環境としていても、どこか「危険」と隣り合わせと感
じ近くを通ることを避けていました。
社内では、災害事故が起こると情報の水平展開がさ
れていますが、現場での作業経験がない私が見ると、
どうしてそのような事故が起きたのか、なぜそのよう
な行動をとったのか、イメージするのが非常に難しい
のですが、「危険」な状態や行動が現場には、必ずあ
るということが感覚的に理解できました。
私は趣味で車いすバスケットボールをやっていま
す。所属しているチームは、私と同じようにハン
ディーキャップを背負った人達で構成されています。
メンバーには土木や建築関係の仕事で現場作業に従事
していた経験がある人がいます。その一人の話で、道
路のライン引きの点検のため機械に登り一人で作業を
していた時のこと、少し時間がたち機械の点検作業を
しているのに気付かず別の人が機械のスイッチを入れ
機械が動きだし、足を挟まれ切断という災害事故に
あったそうです。また別の一人は、建築関係の仕事で、
その日は高所での作業でした。作業床や親綱はきちん
と張っており、少し荷物を上げるだけだからと、安全
帯をしていませんでした。すると所定の場所に荷物を
運んでいる最中に風に煽られ、転落してしまい脊髄損
傷の災害事故にあったそうです。
自分自身が「安全」だと思っていても、周囲から脅
かされる「危険」や自分自身の不注意が引き金になる
「危険」があります。自分の経験から、工事現場を避
けて歩くのは、避けることが「安全」だからです。教
育の場で、「安全」という言葉を良く使いますが、そ
れは作業している人にとっての「安全」ですか？一般
市民にとっての「安全」ですか？私は、不安を取り除
くことが「安全」だと思います。
ハンディーキャップを持っている自分が工事現場の

「安全」について考えてみると、周りの人としっかり
コミュニケーションをとり、自分がいる事を知らせ、
一人作業をさせない。慣れた作業ほど「危険」に対す
る意識が薄れてしまいます。事故速報等で散見する作
業前指示の欠如、マンネリ化を無くすためにも今一度
初心に返り一人ひとりが「安全」意識を高めていくこ
とが大切だと思います。
終わりに、この論文を通して「安全」とは何かと強
く考えるようになりました。メンバーの経験や自分の
実体験をもとに現場等において常に「安全」を意識し
た行動に努め作業していくとともに、「安全」とは自
分たちで作っていくものだと考え行動していくべきだ
と思います。その為にもコミュニケーションを円滑に
し、快適な職場環境づくりを自ら率先して取り組んで
いこうと思います。

タバタと慌しくなりがちな朝ですが、お茶を二杯飲め
るような余裕をもってその日を始めよう」という気持
ちからくる習慣なのだそうです。祖父と結婚し、家業
として長年建設業に携わってきたので、工事が順調に
進むことや、安全を願っての縁担ぎのようなものを、
ひとつひとつ守り、安全というものがどういうことな
のかを日々問い続けながら「今日もご安全に」と毎日
願い「いってらっしゃい」と送り出し、「ただいま」
の声を待っていたのだと思います。私の父の代になっ
ても全従業員、その家族、そして工事に関わるすべて
の人たちの安全を願わずにはいられないのでしょう、
引退してずいぶん経ちますが、今もなお安全活動を怠
ることはありませんし、そのすべてを母に伝承してい
ます。同居していた頃は、こういった決まりごとが多
すぎて正直、煩わしく感じていた部分もあります。し
かしながら、「安全に一日を終える」そしてそれを毎
日積み重ねることがどんなに大切で、どれほど努力が
必要なのかを知り始めると、直接的ではないけれども
この祖母の安全活動を私も積極的に取り入れようと思
うようになりました。
「女性現場安全パトロール」として、実際に工事現
場に出る機会をいただくようになり、直接的に行われ
ている「安全活動」を目の当たりにし、驚くばかりで
した。例えば「体感的」に危険を予測し、作業を始め
る前に危険やヒヤリハットの芽を摘む、それはひとり
の目では気づかないこともその作業に携わる方をはじ
め、先輩や上司の経験からの視点と混ざり合い、より
その場面を包摂する「安全」が観えるのだと感じまし
た。幼い頃から見ていた「安全」にすっかり慣れきっ
てしまっていたことを痛感した瞬間でした。
危険を排除し、安全に作業するために昨今では、様々
な方法や多面的な活動が考案され、ハードソフト両面
が日々進化しています。それもまた多くの人たちが
「安全」について考え、本気で願っているからなので
はないでしょうか。自分にとっての、現場にとっての、
みんなにとっての、思う人を拡げていくことも安全活
動のひとつです。
そして、昔から変わらないこと。それは「誰かがあ
なたの安全を願っています」。

【優秀賞】

私が目指す「安全」とは
株式会社NIPPO東北支店　　近藤　裕一

私は身体に生まれつきハンディーキャップをもって
います。仕事は事務所での内業が中心で工事現場に出
て作業することはありません。道路工事の規制や建築
工事で足場を組んでいる現場を休日に目にすることが
あります。
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着されつつある。
建設業の担い手不足で、二十代や三十代の若い人材
の育成、定着が叫ばれているが、危険を洗い出し対策
を施し、リスクを低減させる目的から言えば、誰でも
良いというわけではない。
危険に対する意識が低い、先輩の言うことを聞かな
い者は、特に時間をかけて教育する必要があると思う。
改善が見込めない場合は、排除も考えなければいけ
ないと思う。
あと数年で、熟練工が引退するといわれている中で、
人を育てるのは時間と労力を費やすものであり、決し
て容易なことではない。
更に、その熟練工の先輩方が、教育することを躊躇
しているのである。
十三年前、私が初めて建設業に携わった頃は、危険
な行為は先輩に注意され、時には怒鳴られ反省して、
身に着けていったものである。
この方法が通用しない現状を打開するためには、
第三者機関による実践的な安全教育訓練の実施、i��
Constructionの導入で、担い手不足の解消と、重機
との隣接作業を減らし、『見える化』を意識した安全
施設の、さらなる検討が必要であると思う。
危険なことは体感して覚え、危険な場所からは人を排
除し、警告音や視覚に入りやすい明示をする、といった
方法で労働災害をゼロに近づけることができるだろう。
今後、新たな建設業のかたちが形成されていくと思う。

【優秀賞】

次への経験
株式会社平野組　　千葉　直樹

私は、去年初めて現場代理人を担当しました。その
際の目標として、当たり前のことではありますが、無
事故無災害での完工を必ず達成したいと考えていまし
た。現場の工事概要は、現場打ちのボックスカルバー
ト工で、工種は多くない現場でした。そのため、特に
力を入れなければと思っていた箇所が高所作業の足場
とクレーン作業でした。しかし実際に工事が始まる
と、自分の安全への考え方はまだまだ未熟なものだっ
たと思い知らされました。それは、はっとしてしまう
ような、危うく事故になりかねない出来事が、予想し
ていないタイミングに起こるということを、いくつか
経験したからです。
まず一つ目は、ボックスカルバートの床掘削の際に
起きました。掘削時、転石の数が多く大きい石も出て
きたので、運搬するためにブレーカーによる破砕作業
をしていました。丸い転石でピックを当てる角度が難
しく、細かく飛び散るようにしか破砕できていません
でした。そして、その飛び散った破片でバックホウ

【優秀賞】

今後の建設業の担い手と事故防止について
後藤工業株式会社　　大友　洋人

近年、建設業における労働災害の発生状況は、減少
傾向にあると言える。
しかしながら、死亡者数は平成二十一年から、ほぼ
横ばいである。
年々、安全に対する対策、教育が進歩している中で、
死亡者数が減らない背景には、建設業は死亡事故につ
ながるリスクが高く、その対策が不十分なせいだと思
われる。
数年前に私が担当した現場で、労働災害を経験した。
その内容は、路盤工を施工中に手元作業員がバック
ホウに轢かれ、足首を骨折する事故だった。
バックホウが重量2ｔで小型だった事と、周囲に他
の作業員がいたので、轢かれた事に、すぐ気付く事が
でき、不幸中の幸いで骨折だけで命に別状はなかった。
救急車の手配、病院での症状の確認、労働基準監督
署・発注者への事故報告、警察署からの事情聴取と、
寝る間も無いほど対応に追われ、二度と経験したくな
いと思った。
翌日現場では、災害防止協議会を開催し、事故の発
生原因と再発防止について話し合った。
①誘導員が配置されていなかった。
②オペレーターが後方確認を怠った。
③人払いが徹底されていなかった。
④事故にあった作業員の経験が浅かった。
など、多くの意見が出された。
その中で、一人の年配の作業員が、「あいつ、普段
から全く言うこと聞かないんだよな。あの時も、危ね
えからバックホウの近くに寄るなって言ってたんだ」
との一言で、全員が黙り、納得した様子だった。
事故にあった作業員は、二十代前半で、建設業に携
わって、まだ日が浅く、元気と勢いはあるが、注意す
るとふてくされ、よく世間で言われる『最近の若者』
だった。
私は注意した年配の作業員に、もっと強く言ってく
れたら良かったのにと問うと、『あんまり強く言うと
辞めっから言えねえんだ』と返答があった。
注意しても響かない。強く言えば辞める。
このような状況に、周りの作業員も困り果て、普段
からあまりコミュニケーションを取れずにいた様子
だった。
私は、これが大きな原因であると確信した。
怪我をした作業員は、一か月ほどで仕事に復帰した
が、その後も反省した様子もなく、周囲と打ち解ける
ことなく、しばらくすると辞めてしまった。
建設現場では、ここ数年でリスクアセスメントが定
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肝に銘じていきます。工事で掲げたスローガン「安全
は全てにおいて最優先！」は、これからの業務におい
て私自身の人生のスローガンとして、常に初心を忘れ
ず、無事故無災害を達成する建設者として邁進して参
りたいと考えております。

【優秀賞】

『意識』して「安全管理」を
東亜建設工業株式会社　　平坂　雅人

建設現場には大多数の作業員や職員が、工事完成と
いう大きな目標に向かって、各々の職務に励んでいる。
困難にぶつかっても、皆で議論を重ね、解決策を見出
し、活路を見出している。どのような現場でも、日々
労力を費やし、完成に向けて工事が進み、出来上がっ
ていく様を見るのは、大きな喜びになる。
しかしながら、建設現場は危険と隣り合わせでもあ
る。厚生労働省が発表している統計においても、全産
業における建設業の労働災害発生の割合は、毎年高い。
当社の安全管理に対する基本方針は『安全をすべてに
優先させる』と謳われており、施工管理を行う上で、
安全管理を念頭に進めていくことは基本中の基本とい
える。
それでも時として、その『安全第一』が蔑ろにされ
ることも実際にある。例えば、『進捗』『歩掛り』『成
果』等を優先させる時ほど、その分、『安全管理』が
軽視される傾向にあると感じる。また、現場が繁忙に
なり過ぎると、安全通路・安全設備の整備や資材の整
理・整頓といった基本的な管理が後回しになる。実際
の災害事例を紐解くと、その起因はヒューマンエラー
によるものが多くを占めている。つまり、どちらも、
「安全」に対する『意識』が低くなっている状態であ
る。
無事故・無災害で工事を完了させるには、現場で働
く一人ひとりが安全意識を強く持つことが重要である
と思うし、また、その意識を向上させる余地は大いに
あると思う。では、その意識を向上させるためにはど
うすべきか。実際に、私が現場で取り組んでいること
の一例を以下に述べる。
（１）　簡単な模擬訓練を行う
　�　クレーンを用いた吊荷揚重時の安全動作の基
本として「３・３・３運動」（3ｍ退避・地切
30cm・３秒停止）がある。安全動作の基本であ
るが、作業員からは軽視されていて、きちんと行
われていないことが課題であった。そこで、朝礼
後に毎回、「３・３・３運動」の模擬訓練を作業
員に行ってもらった。最初はぎこちなく行ってい
た訓練であるが、毎日繰り返し行うなかで、自然
と「３・３・３運動」の基本動作が染みつき、実

の側面のガラスが割れてしまったのです。作業当時、
バックホウの正面のガラスには破損防止として金網を
取り付けていました。しかし、アーム側の側面が割れ
てしまうことは想像できておらず、側面にまで金網を
取り付けていなかったことが原因です。幸いオペレー
ターには、けがはありませんでしたが、もし、当たっ
た破片がより大きなものだったら大事故に繋がってい
たかもしれません。今回の経験は今後の工事に活かせ
る経験でしたので、ヒヤリハットのポイントを朝礼時
や作業中、巡視時に周知していきたいと思います。
二つ目は作業中の危険ではなく、天候や気温の影響
によるものでした。この工事は河川内の工事だったの
で、非出水期の施工でした。そのため、工期は冬季期
間となり降雪と凍結による危険が懸念されました。
まず、降雪による危険についてです。この現場の施
工区域の面積は狭く、工事用道路がどうしても勾配の
きつい道路となってしまいました。そのため降雪時、
車両走行の際に滑りやすくなる心配がありました。積
雪時には必ず工事用道路の整備を行っていましたが、
それだけで安心してはいけませんでした。午前の作業
が終わり、昼休憩のために作業員が休憩所に向かう途
上、登坂部でスリップし、路肩から転落しそうになっ
たのです。作業中の危険には気を付けていたものの、
休憩という気の緩みからか、一瞬の出来事でした。黄
黒ロープによる路肩表示をしていたので、そのロープ
のおかげで転落を防ぐことができましたが、転落寸前
すれすれでした。一瞬の気の緩みが大きな災害を招く
ということを改めて考えさせられました。
次に、凍結による危険についてです。現場内の足場
の階段は凍結し滑りやすくなっており、私自身も転倒
してしまいました。気温が低い日は降雪が融けだすこ
とが無く凍結現象が無かったのですが、一方、日中に
日が差し気温が高い日は積もった雪が融けだし、それ
が水となり夜になると凍結してしまうことがしばしば
ありました。私は、融けた雪は水になり消え去るだろ
うと簡単に考えていましたが、今振り返ると、その考
えは甘く、もしかしたら転倒だけでなく大きな事故に
繋がっていたかもしれません。気温や降雪などは天気
予報である程度予想することができますが、それに頼
りきりになるのではなく、常日頃からこまめな除雪や、
滑り止めラインの設置など、措置を講じるべきでした。
我々管理業務を行う者は、現場で作業してくださる
作業者が存分に能力を発揮できるよう、危険を排除し、
より良い作業環境を整えることが義務であると考えて
います。そして、その義務を達成することで、満足の
いくものが作られていくのだと思います。今回担当し
た現場では、怪我人等は発生しなかったものの、無事
故無災害での完工とは何なのかと考えさせられまし
た。危険な思いをさせてしまった作業者のためにも、
今回の経験を無駄にすることなく、今後の課題として
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際の揚重作業でもその動作が見受けられるように
なった。日々の意識の積重ねが反映された結果で
あると思う。

（２）　ヒヤリハットを活用する
　�　ヒヤリハットは、一歩間違えれば事故・災害に
繋がっていた事例が多い。同じ場面に遭遇した場
合、ヒヤリハットを活かし、事前対策を講じるこ
とで事故・災害になる可能性はぐっと下がると考
えており、朝礼時の安全指導の中で、ヒヤリハッ
トおよび講じる対策を具体的に伝えるよう心掛け
ている。それにより、起こり得る事象のイメージ
がしやすくなり、作業員の安全意識は高まると思
う。

（３）　5Sを維持する
　�　安全管理において、基本となる5S（整理・整
頓・清潔・清掃・しつけ）であるが、日々形を変
える建設現場においてこれを維持することは重要
である。もし、安全通路が整備されず、立入禁止
措置が明確ではない現場では、近道行為が当り前
となり、重機死角に容易に立入るなど、災害が発
生しやすい状態となる。安全通路は人がすれ違っ
て通れるよう1m程度を基本としてまっすぐに…
等、一人ひとりが習慣化する気持ちを持てば、「安
全」に対する高い『意識』は保たれると思う。
　�　上記の例は、ごく普通の心掛けで当り前のこと
かもしれない。ただ、「安全管理」に王道はない
と思っている。仲間に対して「安全」を願う気持
ちは、共に働く皆が必ず持っており、「安全」に
対する意識・心掛けを持続させることが、現場の
ゼロ災達成に繋がっていくと信じている。



─ 48─

大丈夫に根拠を求める 株式会社平野組 小森林　健太
「現場の安全について」 後藤工業株式会社 小 野　 裕 二
安全意識のさらなる向上 渋谷建設株式会社 平 間 　 匠
「安全」　 株式会社丸本組 丹 野　 郁 子
あいさつは心をひらく魔法のことば 丸か建設株式会社 工 藤　 春 美
その「安全」本当に大丈夫ですか？ 株式会社猪又組 村 上　 啓 一
不安全行動常習犯 春山建設株式会社 仲 村　 竜 一
【リスクの特定と「見える化・省力化」による安全対策】 寿建設株式会社 安 彦　 大 樹
「足場を省略し安全性向上」 山形建設株式会社 奥 山　 貴 裕
２つの安全体験をとおしてわたしが安全意識を高めたこと 株式会社橋本店 森 　 琢 斗
建設業に携わるということ 奥田建設株式会社 佐 藤 　 純
安全指示 株式会社武山興業 佐々木　慎司
地域との調和こそ安全につながる 株式会社松浦組 大 槻　 和 也
高齢作業員や下請業者から学ぶ 丸か建設株式会社 伊 藤 　 大
作業標準の重要性 奥田建設株式会社 奥 玉　 信 也
「会話で成り立つ安全管理」 株式会社竹中土木東北支店 柳 川　 貴 司
無災害を実現するための現場所長の役割と育成について 鹿島建設株式会社東北支店 工 藤　 匡 貴
私の苦しみが無駄にならないように・・・ 株式会社奥村組東北支店 三 浦　 良 平
危険意識の植え付け 仙建工業株式会社 菅 原　 康 太
安全第一ということを再確認する 株式会社竹中土木東北支店 森 　 洋 輔
補強土壁工（アデムウォール）における先行手摺の設置・手順の見える化について 東急建設株式会社東北支店 大 谷　 知 輝
安全意識の向上について 株式会社熊谷組東北支店 加 藤　 智 美
「笑顔で帰ろう」 清水建設株式会社東北支店 柴 　 靖 夫
安全ということについて 鹿島建設株式会社東北支店 水島　友美子
大規模堤防工事の安全対策について 戸田建設株式会社東北支店 一之瀬　敦史
現場技術者と安全管理 日本国土開発株式会社東北支店 田 中　 正 和
安全に対する理解と認識 大成ロテック株式会社 平 向 　 光
「前へ・・・ポジティブシンキング」 鹿島道路株式会社東北支店 奥 谷　 典 嗣
コミュニケ－ションから得られる安全 株式会社佐藤渡辺 小野　真由美
安全に必要なコミュニケーション 通信道路株式会社 岩 間　 雅 彦
“安全管理について想う” 日建工業株式会社 堀内　英比古
リスクと安全 日本道路株式会社 堀 川　 宏 喜
「新しい視点」 鹿島道路株式会社東北支店 吉 田　 萌 夏
通勤からみる安全の考え方 大林道路株式会社東北支店 笠水上　幸一
安全というテ－マ 株式会社佐藤渡辺 江 本　 智 栄

【佳作】
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明るい職場を目指して 大林道路株式会社東北支店 桑 原 　 誠
「気持ちの入ったKY活動」 世紀東急工業株式会社 佐々木　重徳
安全と危険は常に隣り合わせ 後藤工業株式会社 平 間　 路 浩
危険に関して臆病でいること 株式会社安部日鋼工業 安 藤　 優 汰
冬期型災害防止を目指して JFEエンジニアリング株式会社 古茂田　靖夫
これからの安全管理について イビデングリーンテック株式会社 工 藤 　 俊
安全項目３本の矢 ライト工業株式会社 千 葉　 一 就
現場は人と人で出来ている イビデングリーンテック株式会社 小 野　 勝 弘
安全は最大の成果 山田塗装株式会社 村 山　 誠 一
安全のスイッチ 株式会社不動テトラ東北支店 山 本　 好 兼
労働災害を発生させないために 東亜建設工業株式会社 柏 木　 亮 太
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現場監督としての役目 ㈱鹿内組 佐藤　孝之
安全について ㈱工藤組 町屋　弘康
現場の安全管理 田中建設工業㈱ 桂山　侃也
安全訓練について 田中建設工業㈱ 三浦　涼平
「ICT技術が安全管理にもたらすソリューション」 ㈱柏崎組 川口　瑠威
「現場管理をするうえで」 穂積建設工業㈱ 坂本　　真
「安全について」 穂積建設工業㈱ 久保　俊瑛
「コミュニケーションによる事故防止」 穂積建設工業㈱ 田澤身友希
「安全な現場をつくるためには」 穂積建設工業㈱ 高橋　知世
伝える言葉の大切さ ㈱平野組 伊藤　晃一
安全管理について ㈱平野組 勝浦　直人
大丈夫に根拠を求める ㈱平野組 小森林健太
外国人労働者への安全配慮 熱海建設㈱ 安住　　誠
「安全」ということば 熱海建設㈱ 熱海　功一
『新人の視点』 熱海建設㈱ 安藤　　蓮
「労働災害を減らすためには」 熱海建設㈱ 高坂　和希
「ベテラン勢よ、ここはしっかり四股を踏め」 熱海建設㈱ 白鳥　憲俊
『塩飴と緊急カードを入れた熱中症対策携帯
ケースの配布による現場熱中症対策の実施』 熱海建設㈱ 渡邊　善之
自分の体験談を通して心掛けていること ㈱阿部土建 亀山　　敦
工事現場でのコミュニケーションによる安全意識の向上 ㈱阿部土建 櫻井　　豊
非定常作業のヒューマンエラー ㈱猪又組 猪又　恵美
安全指示とコミュニケーション ㈱猪又組 及川　滋保
健康管理と職場の安全 ㈱猪又組 及川　　進
安全のきずな ㈱猪又組 大山　高毅
日常の安全について ㈱猪又組 島　　園子
その「安全」本当に大丈夫ですか？ ㈱猪又組 村上　啓一
コミュニケーションから安全へ ㈱小野良組 阿部　裕樹
より良い現場環境を作る為に ㈱小野良組 尾張　邦明
経験からの安全 ㈱小野良組 加藤　宏治
安全について ㈱小野良組 加藤　理恵
居やすい現場と居づらい現場 ㈱小野良組 菅野　勇也
初めてのレディ－ス安全パトロール ㈱小野良組 熊谷貴久恵
「健康で平凡な幸せをめざして」 ㈱小野良組 佐々木宣行
「安全は健康から」 ㈱小野良組 千葉　厚志
「安全の定義」 ㈱小野良組 西村　諒介
安全に作業を進めるために ㈱小野良組 三浦　恭輔
「One�for�all,�All�for�one」 ㈱小野良組 三浦　成康
現場での「ヒューマンエラー」対策 後藤工業㈱ 伊藤　正人

安全に関する体験・提案文応募者
「現場の安全について」 後藤工業㈱ 小野　裕二
現道規制に伴う、一般ドライバーへの安全対策について 後藤工業㈱ 小松　利通
怖さを知ること。 後藤工業㈱ 鈴木　　圭
「工事施工間の安全対策について」 後藤工業㈱ 高橋　吉彦
ヒューマンエラーで安全対策 後藤工業㈱ 山川　浩司
安全に作業するためには ㈱佐藤工務店 相澤　　蓮
後悔しない・させないために ㈱佐藤工務店 佐藤　弘康
私が考える安全 ㈱佐藤工務店 田口　凌大
「維持工事における安全対策」 ㈱佐藤工務店 田生　直樹
再確認。そして前へ 菅甚建設㈱ 川口　慶也
建設業における安全とは 菅甚建設㈱ 細川　周悟
安全について思うこと ㈱瀬崎組 生出　和幸
事故の意味 ㈱瀬崎組 田村　知久
維持工事における安全管理 ㈱瀬崎組 山内　裕哉
雨水管切替工事の安全管理対策 高野建設㈱ 伊藤　　陸
安全に作業するには 高野建設㈱ 尾形　純平
安全指示 ㈱武山興業 佐々木慎司
当たり前を守る仕事 ㈱武山興業 佐々木ちあき
安全大会を通して ㈱武山興業 佐藤　亜美
「安全と危険」 ㈱武山興業 須田　敦司
「あなたの一番大切な仕事は毎日無事に家に帰ってくる事です」 日建工業㈱ 相澤　翔太
ヒューマンエラーの対策 日建工業㈱ 阿部　　稔
ヒューマンエラーの防ぎ方 日建工業㈱ 後藤　陽二
「安全意識」 日建工業㈱ 齋藤　　賢
「安全管理とは」 日建工業㈱ 斉藤　直幸
安全第一 日建工業㈱ 佐々原　淳
『STOP！熱中症　現場での安全対策』 日建工業㈱ 鈴木　英充
夜間工事における安全管理の配慮について 日建工業㈱ 芳賀　茂久
「ヒューマンエラー」について 日建工業㈱ 本田　克俊
安全作業 日建工業㈱ 門田　巧悦
建設現場における高年齢労働者について 日建工業㈱ 渡邊　　守
スタートとおわり 野口建設㈱ 狩野　信勝
熱中症 野口建設㈱ 後藤　博之
これからの安全作業について 野口建設㈱ 齊藤　嵐樹
意識改革 野口建設㈱ 菅原　昭人
安全訓練に気付きを 野口建設㈱ 菅原　大和
みんなで作る安全 野口建設㈱ 三浦　　健
事故のない現場にする為に ㈱橋本店 相沢　航平
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安全について ㈱橋本店 我妻　聖也
建設現場の安全管理について ㈱橋本店 赤間　　翔
安全作業で頑張りましょう ㈱橋本店 阿部　誠二
熱中症災害における安全対策 ㈱橋本店 阿部　　光
危険に対して挑む安全管理について ㈱橋本店 大川　悠哉
安全管理 ㈱橋本店 大場　　智
安全に関する論文 ㈱橋本店 岡部　峻和
安全について思うこと ㈱橋本店 長部　　城
「暑い夏場の作業を安全に乗り切るために」 ㈱橋本店 尾本　　央
【建設業に望む安全提案】 ㈱橋本店 加藤　　敦
安全管理について ㈱橋本店 菊地　佑磨
「安全に終わりはない」 ㈱橋本店 熊野　伸一
「五十円自動販売機で救える命」 ㈱橋本店 齊藤　　稜
「二つの問題に対する策」 ㈱橋本店 佐藤　　豪
建築現場の安全について ㈱橋本店 佐藤　修平
カラーコーンの使い分けについて ㈱橋本店 佐藤　諒河
安全を作り出すための工夫 ㈱橋本店 柴田　公英
『安全教育・訓練実施における重要性と課題』 ㈱橋本店 菅原　　淳
資材搬入トラック運転手にもルールの徹底を！ ㈱橋本店 菅原　俊哉
不安全行動と不安全な状態をなくすためには！ ㈱橋本店 鈴木　育英
トラフィカビリティの確保の重要性 ㈱橋本店 高橋　貴也
職長の重要性 ㈱橋本店 高橋　裕之
「安全について」 ㈱橋本店 高橋　佑生
「安全とは・・・」 ㈱橋本店 田中　　孝
「新時代の安全対策」 ㈱橋本店 富田　壮史
危険リスクを下げる方法について ㈱橋本店 星　　京子
上下作業について ㈱橋本店 村林　　豊
２つの安全体験をとおしてわたしが安全意識を
高めたこと ㈱橋本店 森　　琢斗
『私が安全のために考えることと取り組み』 ㈱橋本店 安田　　陸
無事故・無災害のための対策 ㈱橋本店 山田　智也
日々の安全管理 ㈱橋本店 吉川　謙一
『建設業の未来』 ㈱本田組 佐藤　一浩
地域との調和こそ安全につながる ㈱松浦組 大槻　和也
建設業との出会い ㈱松浦組 小野　文夫
元気にあいさつ今日もご安全に ㈱松浦組 小野寺勇三
熱中症にならないために ㈱松浦組 折笠　大輔
『笑顔』の継続 ㈱松浦組 笠松　和彦
安全への取り組み ㈱松浦組 菊地　正三
私の安全管理 ㈱松浦組 菊地　達也
「熱中症」未然に防ぐ為に ㈱松浦組 齋藤　拓哉
安全とは ㈱松浦組 佐久間順也

労働災害防止について ㈱松浦組 佐久間慎也
安全活動への全員参加 ㈱松浦組 佐藤　浩二
ゼロ災害で現場の竣工を迎えるために ㈱松浦組 澤田　恵一
シックスセンス磨いてますか？ ㈱松浦組 鈴木　智喜
私が経験した公衆災害について ㈱松浦組 鈴木　信義
工事現場のヒューマンエラーとその対策について ㈱松浦組 高野　　響
ヒューマンエラーを防ぐために ㈱松浦組 髙橋　一弘
安全に対する意識高揚 ㈱松浦組 平間　博之
事故の重み ㈱松浦組 三浦　　博
三本の矢の如く ㈱松浦組 目黒　　克
現場内の危険度 ㈱松浦組 渡辺　正巳
山間部作業の安全対策 丸か建設㈱ 青沼裕一郎
安全教育の重要性と内容について 丸か建設㈱ 伊藤　　海
高齢作業員や下請業者から学ぶ 丸か建設㈱ 伊藤　　大
安全意識 丸か建設㈱ 加藤　和志
安全の意識の重要さ 丸か建設㈱ 加藤　優希
嫌われる勇気 丸か建設㈱ 鎌田　祥友
あいさつは心をひらく魔法のことば 丸か建設㈱ 工藤　春美
『創意工夫と好奇心』 丸か建設㈱ 髙野　広明
無事故・無災害 丸か建設㈱ 高橋　　悟
無事故は努力から 丸か建設㈱ 高橋　正人
円滑なコミュニケーションとより良い作業環境 丸か建設㈱ 早坂　広明
『一人一人の安全意識を高める』 丸か建設㈱ 矢野　　旭
安全について ㈱丸本組 阿部　弘仁
【安全管理の重要性】 ㈱丸本組 阿部　優太
安全と信頼 ㈱丸本組 阿部　幸恵
安全に関しての意識と管理 ㈱丸本組 櫻井　　豊
備えあれば ㈱丸本組 佐藤　大峰
「安心して働ける会社」 ㈱丸本組 菅原　宏子
「決まった場所」 ㈱丸本組 高橋　哲矢
「安全」 ㈱丸本組 丹野　郁子
「命をあずかる。」 ㈱丸本組 門間　浩美
安全はすべてに優先する ㈱丸本組 八木橋真吾
「小さな気付きから始まるコミュニケーション」 ㈱村田工務所 岡本　雅子
「工事現場の危険除去について」 ㈱村田工務所 黒田　　幸
長い工期における安全管理 若生工業㈱ 伊藤　久泰
見える化の促進 若生工業㈱ 後藤　雅裕
お母さん、建設現場で働く 若生工業㈱ 佐々木亜希
イメージすることの大切さ 若生工業㈱ 佐藤　　崇
リスクアセスメント 若生工業㈱ 白岩　康範
床開口部からの転落防止対策 若生工業㈱ 細川　芳則
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健康は安全の源 熱海建設㈱ 渡辺　英寿
インフラ強靭化による安全確保 熱海建設㈱ 平形　　徹
「アンガーマネジメント」で明るく快適な職場へ 熱海建設㈱ 木村　智之
わたしの考える安全対策 熱海建設㈱ 阿部　秀治
安全意識の変化 熱海建設㈱ 横田　協二
架空線切断防止対策 熱海建設㈱ 岸川　季史
私の考える労働災害防止について 熱海建設㈱ 岩井　　一
安全を一から考える 熱海建設㈱ 工藤　佑真
「思い込み事故」の排除 熱海建設㈱ 太田　　康
具体的な安全指導・指示の重要性 熱海建設㈱ 猪野　輝夫
安全は廻りから教えられる 熱海建設㈱ 及川　広紀
現場の安全 熱海建設㈱ 洲崎　靖彦
工事に対してのイメージの変化 奥田建設㈱ 阿部満里奈
一人一人の意識と声がけで 奥田建設㈱ 安保　　知
作業標準の重要性 奥田建設㈱ 奥玉　信也
災害はあいさつで無くせる 奥田建設㈱ 高橋　尚寿
現場作業員の安全について 奥田建設㈱ 黒澤　　凌
幅広く見る安全管理 奥田建設㈱ 今野　　旭
事故・災害を防ぐ為に 奥田建設㈱ 今野　　淳
働く環境と安全 奥田建設㈱ 佐々木允徳
建設業における防災意識について 奥田建設㈱ 佐藤嘉久呂
私に出来る事 奥田建設㈱ 佐藤　光彦
建設業に携わるということ 奥田建設㈱ 佐藤　　純
労働災害防止のための工夫 奥田建設㈱ 佐藤　大輔
私の思う今後の建設業の課題 奥田建設㈱ 三國　　哲
安全への第一歩 奥田建設㈱ 山口　　洋
熱中症を無くすために 奥田建設㈱ 若林　直稀
夏場において安全対策 奥田建設㈱ 手代木　康
大事なこと 奥田建設㈱ 小野寺久美子
現場で行った+αの安全管理 奥田建設㈱ 石井　陽平
点検表・安全装置の活用と安全作業 奥田建設㈱ 石原　照男
現場で実施した安全管理について 奥田建設㈱ 石川　　聖
事前調査の重要性について 奥田建設㈱ 石母田拓哉
盛土工事における創意工夫 奥田建設㈱ 大友　　領
建設現場の安全 奥田建設㈱ 納田　貴央
コミュニケーションの大切さ 奥田建設㈱ 鈴木　恭平
わたしが学んだ安全について 奥田建設㈱ 髙橋　雄磨
維持補修工事に関わる安全管理について 後藤工業㈱ 富樫　文雄
“ちょっとした”気使い 後藤工業㈱ 武藤　秀浩
工事の安全に関する体験や提案 後藤工業㈱ 高橋　誠司
熱中症の発生ゼロを目指して 後藤工業㈱ 阿部　一善

現場でのヒューマンエラー 後藤工業㈱ 及川　聡士
建設機械による危険性 後藤工業㈱ 内澤　　慈
熱中症対策とその方法 仙建工業㈱ 小鳥谷大成
鉄道人＝安全と向き合う 仙建工業㈱ 長田　渉希
研修と現場の違い 仙建工業㈱ 木村　駿吾
新入社員視点からの安全 仙建工業㈱ 伊藤　直晃
椅子押し込みヨシ！ 仙建工業㈱ 塩田龍太郎
新入社員の安全に対する考え 仙建工業㈱ 吉田　大輔
事故防止について思うこと 仙建工業㈱ 川村　大士
駅工事での安全 仙建工業㈱ 上川原　諒
無事故・無災害から危険ゼロを目指すために 仙建工業㈱ 松坂　貴仁
安全をすべてに優先させる 仙建工業㈱ 舩山　　貴
材料運搬における安全管理について 仙建工業㈱ 伊藤　　玄
労働災害の撲滅に向けて 仙建工業㈱ 武田　江也
鉄道工事従事者の安全と施設利用者の
安全対策について 仙建工業㈱ 北城　裕章
新幹線上こ線橋耐震補強工事の安全管理
について 仙建工業㈱ 遠藤　亨浩
安全をすべてに優先する取組について 仙建工業㈱ 苅場　悠佑
線路内で重機作業を行うリスク 仙建工業㈱ 小林　明人
職場に安全を確保するための取り組み 仙建工業㈱ 伊藤　洋之
鉄道営業線下における鉄道撤去工事に
おける安全対策について 仙建工業㈱ 木原　誉洋
重要なのは人と人との繋がり 日建工業㈱ 千葉　慎也
安全について、考える 日建工業㈱ 安藤　さみ
安全意識の向上 日建工業㈱ 千葉　　学
安全巡回で思うこと 日建工業㈱ 國塚　準一
再度熱中症について考えてみた 日建工業㈱ 上野　　宏
交通安全について 日建工業㈱ 山邉雄一郎
職場のヒューマンエラー 日建工業㈱ 大宮　秀春
液状化現象に思う 日建工業㈱ 増子　　忠
毎日の安全行動について 日建工業㈱ 橋本　　宰
労働災害防止について 日建工業㈱ 泉谷　哲慶
私の安全 日建工業㈱ 川名　敏明
健康あっての仕事です 陽光建設㈱ 矢尾板憲正
KYK活動とヒヤリハットの重要性 陽光建設㈱ 遠藤　宏紀
ハンドルは全てを握る 陽光建設㈱ 成田　賢英
安全に妥協はない 陽光建設㈱ 伊東　英晃
現場内でやる安全活動 陽光建設㈱ 五十嵐翔平
事前練習 陽光建設㈱ 今野　芳彦
建設業の三方良し 陽光建設㈱ 尾崎　幸弘
少しの変化 陽光建設㈱ 三上　直樹
交通安全と工事現場の安全 陽光建設㈱ 阿保　貴光
盾と矛 陽光建設㈱ 齋藤　良喜
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日々の安全管理の大切さ 陽光建設㈱ 夏堀　泰尭
現場の事故は何故起きる 陽光建設㈱ 船木　　豊
自分の身は自分で守る 陽光建設㈱ 猪股　雅行
安全への意識改革 ㈱斎藤工務店 佐藤寛治郎
3D安全教育 春山建設㈱ 齋坂　栄治
不安全行動常習犯 春山建設㈱ 仲村　竜一
少数のエラーヒューマン 野口建設㈱ 高橋　拓哉
健康管理と安全行動 ㈱佐々木建設 阿部　光男
死亡事故削減 ㈱佐々木建設 及川　一希
建設業視点の高齢化社会における安全 ㈱佐々木建設 及川　清喜
安全意識とバランス ㈱佐々木建設 高橋　明弘
安全対策は整理整頓から ㈱佐々木建設 佐々木秀和
安全管理について ㈱佐々木建設 佐々木和浩
安全とは家族を守ること ㈱佐々木建設 小野寺　光
危機管理能力の向上 ㈱佐々木建設 神田　直樹
一人一人の安全に対する意識向上 ㈱佐々木建設 菅原　直樹
安全について ㈱武山興業 阿部光太郎
ある災害から学んだもの ㈱武山興業 及川　敏治
安全について考える ㈱武山興業 近江　純也
現場でのコミュニケーション ㈱武山興業 髙橋　　孝
現場の安全対策 ㈱丸本組 阿部　　渉
安全に関する個人的見解について ㈱丸本組 遠藤　哲万
けんせつ小町への転身 ㈱丸本組 加藤　宏江
休日を取るための組織体制 ㈱丸本組 後藤　駿介
危険予知の重要性 ㈱丸本組 佐藤　勇翔
「道路パトロール」って ㈱丸本組 三浦喜恵子
安全は誰のために ㈱丸本組 雫石　翔太
積み重ねていくこと ㈱丸本組 小川　道子
安全について ㈱丸本組 星　　歌織
今がチャンス！ ㈱丸本組 大友　重人
若手目線の安全管理 ㈱丸本組 木村　　樹
新たな時代に新3Kでリスク軽減 ㈱丸本組 木村　淳士
安全意識とは ㈱丸本組 鈴木　絢大
みんなで考える安全 ㈱丸本組 鈴木　吉寛
工事現場の安全対策について ㈱丸本組 髙橋　駿太
危険な作業への自覚と警鐘 中田建設㈱ 小林　　登
労働者の減少と労働災害 中田建設㈱ 小林　崚正
安全管理から現場をつくる 中田建設㈱ 菅原　裕喜
私の思う安全 中田建設㈱ 伊藤　翔平
体験に基づいた安全のあり方 伊藤建設工業㈱ 金　　長利
安全とは 羽陽建設㈱ 遠藤　康太

「足場を省略し安全性向上」 山形建設㈱ 奥山　貴裕
『災害復旧工事での安全衛生管理』 ㈱丸高 綱淵　浩生
リスクアセスメントを活用した安全管理について ㈱丸高 田中　　学
協同で目指すゴール 羽陽建設㈱ 鈴木　秋智
慣れないことの大切さ 沼田建設㈱ 佐々木達也
安全意識のさらなる向上 渋谷建設㈱ 平間　　匠
安全について感じたこと 羽陽建設㈱ 漆山　健太
家族の安全 羽陽建設㈱ 斎藤　恋太
災害を減らすために 羽陽建設㈱ 水沼　将吾
安全対策に基本は整理整頓 那須建設㈱ 迎田　和人
【リスクの特定と「見える化・省力化」
による安全対策】 寿建設㈱ 安彦　大樹
「安全意識の低下」 寿建設㈱ 安齋　孝紀
「一般車の道を守る・・・維持工事」寿建設㈱ 髙橋　茂幸
『災害防止活動と意識の向上』 佐藤工業㈱ 佐藤　光希
『安全管理を行う人になる』 佐藤工業㈱ 室笠　　勝
「平成から令和へ�安全管理(安全指導)における私見」 藤田建設工業㈱ 片野　　修
建設業における労働災害の現状
―墜落転落災害はなくなるか― 三友電設㈱ 伊藤　洋之
内側からできる事 旭電設工業㈱ 寺島　暁美
事故を限りなく「ゼロ」にするために 青木あすなろ建設㈱

東北支店 稲生　直也
安全管理について 青木あすなろ建設㈱

東北支店 高橋　佑依
安全について考えたこと 青木あすなろ建設㈱

東北支店 小川　桃子
最も危険に近いのは誰か 青木あすなろ建設㈱

東北支店 小田切菜摘
安全に対する意識の変化 青木あすなろ建設㈱

東北支店 生方　恒介
同種災害について 青木あすなろ建設㈱

東北支店 長谷川哲哉
安全とは 青木あすなろ建設㈱

東北支店 藤田　悠希
現場の安全管理について 青木あすなろ建設㈱

東北支店 福島　健太
建築現場における安全管理について
―5S活動の「しつけ」を考える―

㈱安藤・間
東北支店 山﨑　直之

現場の安全意識について ㈱安藤・間
東北支店 坂井　柾友

トンネル切羽の危険予知と対策 ㈱安藤・間
東北支店 田中　洋平

「“慣れ”ることでもたらす危険について」㈱安藤・間
東北支店 伊藤みなみ

トンネル貫通時における安全対策について ㈱安藤・間
東北支店 中村　康祐

トンネル工事における安全ルールについて ㈱安藤・間
東北支店 齊藤　良平

建設現場における新規入場者への対応に
ついての検討

㈱安藤・間
東北支店 飯島　　玲

大事なのは作業員とのコミュニケーション ㈱安藤・間
東北支店 西　裕太郎

作業効率の怖さ ㈱安藤・間
東北支店 齋藤　祐磨

無事故無災害の難しさ ㈱安藤・間
東北支店 出村　幸大

「現場における災害防止のための取り組み」 ㈱安藤・間
東北支店 剱田　航平

「労働災害が起きたら」 鹿島建設㈱
東北支店 沢井　優太

『当事者意識～明日は我が身？という
気持ち～を持つために』

鹿島建設㈱
東北支店 森岡　祥彬

マイノリティの安全 鹿島建設㈱
東北支店 奥澤　美咲

『妥協なし。』 鹿島建設㈱
東北支店 山本　光一
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『危険を排除』 鹿島建設㈱
東北支店 宮本　　涼

責任者として考える職場環境の在り方 鹿島建設㈱
東北支店 疋田　哲也

安全ということについて 鹿島建設㈱
東北支店 水島友美子

無災害を実現するための現場所長の役割
と育成について

鹿島建設㈱
東北支店 工藤　匡貴

世阿弥が私たちに伝える心 鹿島建設㈱
東北支店 間野　　勉

工事現場での安全に関する論文 鹿島建設㈱
東北支店 藤井　裕太

『入社２年目の安全』 鹿島建設㈱
東北支店 小澤　萌子

安全はいいものづくり 鹿島建設㈱
東北支店 福山未菜子

当たり前ということ 鹿島建設㈱
東北支店 茂呂浩太郎

自分の命は自分で守る 鹿島建設㈱
東北支店 上谷　龍平

安全とお金 鹿島建設㈱
東北支店 小寺　啓介

国道103号　青ぶな山トンネル避難坑工
事における安全管理

㈱熊谷組
東北支店 八木橋　綾

営業近接工事における橋脚構築の安全管理 ㈱熊谷組
東北支店 台　　陽祐

私が安全について思う事 ㈱熊谷組
東北支店 佐藤　春輔

安全＝危険予知と空気づくり ㈱熊谷組
東北支店 久富　　篤

地下埋設物に対する安全管理 ㈱熊谷組
東北支店 柿本　優希

「みる」の変換 ㈱熊谷組
東北支店 髙田　浩史

安全意識の向上について ㈱熊谷組
東北支店 加藤　智美

無災害記録を積み重ねていくことの重み ㈱鴻池組
東北支店 吉川　伸二

私の事故紹介 ㈱鴻池組
東北支店 庄子　　勉

5Sは安全（仕事）の基本 ㈱鴻池組
東北支店 柏原　利彦

「若かりし頃、事故に遭遇して」 ㈱鴻池組
東北支店 松原　博幸

『私が思う安全対策』 ㈱鴻池組
東北支店 佐藤　　正

『意識し、意識させる交通安全』 ㈱鴻池組
東北支店 守屋浩太郎

仲間意識から生まれる一体感を大切に ㈱鴻池組
東北支店 小松　正明

『安全に対する心構え』 五洋建設㈱
東北支店 今西晋太郎

公衆災害の防止対策を通じて 五洋建設㈱
東北支店 森　　啓之

「安全第一？」 五洋建設㈱
東北支店 松本　史人

安全教育訓練実施の工夫について 五洋建設㈱
東北支店 合原　吉博

「防潮堤施工における津波来襲を想定
した安全管理について」

五洋建設㈱
東北支店 高　　将真

建設工事現場における化学物質の取
り扱いについて。

五洋建設㈱
東北支店 阿部　祐幸

予定外作業における災害防止 大豊建設㈱
東北支店 後藤　貴幸

「笑顔で帰ろう」 清水建設㈱
東北支店 柴　　靖夫

誇れる震災復興へ 清水建設㈱
東北支店 佐藤　博子

女性パトロールの実施について 清水建設㈱
東北支店 新沼　真貴

命を守る安全管理 清水建設㈱
東北支店 森山　　忍

作業所全員の安全意識を高めるためには 清水建設㈱
東北支店 鬼頭　達矢

私の考える安全のこと 清水建設㈱
東北支店 小笠原一浩

作業員全員が自分の身を守るために重要なこと 清水建設㈱
東北支店 吉村　佳祐

安全意識向上のための経験と理想 清水建設㈱
東北支店 村上慎太郎

効率的な朝礼のあり方について 清水建設㈱
東北支店 中島　康之

安全に作業するために元請がするべきこと 清水建設㈱
東北支店 伊藤　泰基

『安全』な現場づくり 清水建設㈱
東北支店 門屋　一久

運動から見る現場の熱中症対策 清水建設㈱
東北支店 佐々木厚資

中学校における居ながら改修工事での安全管理 仙建工業㈱ 成田　　光
「新入社員としての決意」 仙建工業㈱ 杉澤　泰晟
建設用重機械の配置計画による事故防止 仙建工業㈱ 鎌田　　智
夏場の安全管理について ㈱オーエスティー

（仙建工業㈱） 鈴木　瑛奈
『安全第一をもう一度考える』 仙建工業㈱ 山本　則雄
「安全に関する論文」 ㈱オーエスティー

（仙建工業㈱） 齋藤　　圭
当たり前な安全 ㈱オーエスティー

（仙建工業㈱） 本郷　未来
職場の安全の取り組み ㈱オーエスティー

（仙建工業㈱） 影山　美喜
高い安全意識を目指して 仙建工業㈱ 鴻巣　知史
危険意識の植え付け 仙建工業㈱ 菅原　康太
鉄道建築工事の安全管理について 仙建工業㈱ 秋保　康宏

安全の取組み 仙建工業㈱
児山　栄樹
渡辺　正弘
渡邊　浩明

回転体への巻き込まれによる災害の防止対策 大成建設㈱
東北支店 三澤　博允

『現場の安全』について 大成建設㈱
東北支店 土橋　　学

「災害撲滅～小さなミスすら無くすために～」 大成建設㈱
東北支店 浅井　　丞

「相手の視点による自分の行動の確認」 大成建設㈱
東北支店 河原　謙太

確認テストによる安全意識の向上について 大成建設㈱
東北支店 岳尾　浩一

活きた作業手順書づくり 大成建設㈱
東北支店 堀口　　翔

山岳トンネルにおける各所安全対策 大成建設㈱
東北支店 橋本　祥吾

重機死角の見える化 大成建設㈱
東北支店 金木洵太朗

「矢板の変位をリアルタイムに把握して、
作業員を守る！」

大成建設㈱
東北支店 加藤　智道

「フランジ型タンク解体工事における被
ばく低減の取組み」

大成建設㈱
東北支店 熊木　康朗

視点で変わる安全管理 大成建設㈱
東北支店 正岡　　翔

３つの目で見る私の安全意識 大成建設㈱
東北支店 富井　賀子

「安全作業手順について」 大成建設㈱
東北支店 村上　達生

災害防止　建設現場での熱中症対策 大成建設㈱
東北支店 松﨑　正彦

『ヒューマンエラーによる災害を無くす為に』 大成建設㈱
東北支店 佐藤　弘康

解体工事における問題点と対策 大成建設㈱
東北支店 日野原史生

ダブレット端末を活用した安全管理～情報の
即時共有と視覚的にわかりやすい安全指示～

大成建設㈱
東北支店 北村　知寛

現場におけるKY活動と安全教育・訓練
の工夫について

大成建設㈱
東北支店 伊藤　　歩

『視覚にうったえる安全』 大成建設㈱
東北支店 栗原　　拓

危険の見え方 大成建設㈱
東北支店 古屋　雅樹

現場における安全 大成建設㈱
東北支店 狹山　健太

建設現場での自分の在り方 大成建設㈱
東北支店 中村　之信

現場の安全対策の効果やヒューマンエ
ラーの防ぎ方を考える

大成建設㈱
東北支店 梅内　　中

やらされる「安全」と作り出す「安全」大成建設㈱
東北支店 深谷　　華

見える化徹底した安全管理 大成建設㈱
東北支店 小塚　将悟
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今後の安全管理の取組について 大成建設㈱
東北支店 前垣　行輝

『周知会』を日々活用しよう。 大成建設㈱
東北支店 高橋　一貴

本物の安全管理 大成建設㈱
東北支店 長澤　剛哉

ICTを活かした安全管理 大成建設㈱
東北支店 田上　宏明

仕事のプロは安全もプロ 大成建設㈱
東北支店 松本　尊之

【熱中症ゼロに向けての対策と課題】大成建設㈱
東北支店 工藤永治郎

ICTを活用した支障物の“見える化”
による安全対策管理

大豊建設㈱
東北支店 豊福　徹也

人間っていいな！！！ ㈱竹中土木
東北支店 相澤　　誠

現場事務の観点で現場を見る ㈱竹中土木
東北支店 四井　拓冶

作業手順書周知の重要性について ㈱竹中土木
東北支店 加藤　誠也

労働災害を防ぐために必要なこと ㈱竹中土木
東北支店 窪田　昂平

安全第一ということを再確認する ㈱竹中土木
東北支店 森　　洋輔

安全のために ㈱竹中土木
東北支店 寺内　達哉

安全は基本的なことから ㈱竹中土木
東北支店 工藤　泰希

「今の自分にできること」 ㈱竹中土木
東北支店 村上　雄大

危険予知活動 ㈱竹中土木
東北支店 門倉　弘延

安全について ㈱竹中土木
東北支店 名内　丈展

「建設業を安全な職業にするために」㈱竹中土木
東北支店 平道　駿平

より安全な現場環境をつくるには ㈱竹中土木
東北支店 田家　侑弥

ヒューマンエラーと継続作業時の危険
予知について

㈱竹中土木
東北支店 平山　偉之

安全について考えたこと ㈱竹中土木
東北支店 藤本健太郎

ヒューマンエラーとその対策について ㈱竹中土木
東北支店 鈴木　慎吾

「会話で成り立つ安全管理」 ㈱竹中土木
東北支店 柳川　貴司

「鉄道営業線近接工事における安全対策」 鉄建建設㈱
東北支店 木村　　徹

『イメージの共有・伝達が生む安全』鉄建建設㈱
東北支店 中島　慎悟

『大規模減築改修工事の安全管理について』 鉄建建設㈱
東北支店 高階　智也

解体工事における安全管理について 鉄建建設㈱
東北支店 谷口　弘樹

BRT営業線近接、専用道内工事における
安全管理について

鉄建建設㈱
東北支店 関　　政則

「トンネル施工に伴う安全管理と安全
意識の向上について」

鉄建建設㈱
東北支店 久原　　誠

道路上空での既設構造物撤去と新設 鉄建建設㈱
東北支店 大石　純矢

安全対策について 鉄建建設㈱
東北支店 吉田　　峻

日本から海外への安全の架け橋 鉄建建設㈱
東北支店 インジン�ライン

「安全における意識の変化と繰り返し」 鉄建建設㈱
東北支店 中嶋　啓太

ICT機器を利用した安全管理活動について 戸田建設㈱
東北支店 吉田　　洋

施工条件に即した安全管理・意識向上対
策＆健康管理対策について

戸田建設㈱
東北支店 菅原　忍昭

導水路建設工事における安全対策について 戸田建設㈱
東北支店 日向　利行

大規模堤防工事の安全対策について 戸田建設㈱
東北支店 一之瀬敦史

危険ゼロを目指した『見える』安全活動
について

戸田建設㈱
東北支店 大山　亮一

ごみ焼却施設解体工事における災害防止
対策について

戸田建設㈱
東北支店 新谷　光弘

二次会社から見た清掃工場改修工事の安全管理 戸田建設㈱
東北支店 横田　文夫

狭隘地工事における事故防止対策について 戸田建設㈱
東北支店 宍戸　正美

内装改修工事における事故防止対策について 戸田建設㈱
東北支店 上林　安行

『安全の見える化』 戸田建設㈱
東北支店 尾花　晃一

総合花巻病院移転新築工事における事故
防止対策について

公益財団法人
総合花巻病院移転
新築工事戸田・藤
正建設特定建設工
事共同企業体

関　　宏和

カラーコーンの活用性 東急建設㈱
東北支店 横澤　弘章

安全に対する意識の共有 東急建設㈱
東北支店 嵯峨　裕太

『危ない』という気持ち 東急建設㈱
東北支店 近藤　智也

マンネリ感を与えない現場づくりを 東急建設㈱
東北支店 山田　和輝

立坑掘削・土留め時の安全管理 東急建設㈱
東北支店 対馬　宏洋

補強土壁工（アデムウォール）における先
行手摺の設置・手順の見える化について

東急建設㈱
東北支店 大谷　知輝

掲示物の重要性 東急建設㈱
東北支店 田村　知諒

夜間作業と規制 東急建設㈱
東北支店 谷口　泰我

マンネリ化防止対策 東急建設㈱
東北支店 引地　陽太

初めての現場で学んだ想像力とコミュニ
ケーションの大切さ

東急建設㈱
東北支店 橋本　雅弘

安全には相手がいる 東急建設㈱
東北支店 野添　稔貴

視点 飛島建設㈱
東北支店 野田　努夢

私の安全に関する論文 飛島建設㈱
東北支店 小笠原唯寛

天候と安全 飛島建設㈱
東北支店 才野　友輝

安全への意識 飛島建設㈱
東北支店 佐藤　　廉

内勤職員としての安全管理 飛島建設㈱
東北支店 上野　大河

「経験と安全」 飛島建設㈱
東北支店 菅原　晃生

ヒヤリ体験に対する対策と提案 飛島建設㈱
東北支店 大沼　裕輔

重大災害ゼロを目指して 飛島建設㈱
東北支店 西　　政洋

現場で感じたこと 飛島建設㈱
東北支店 工藤　令雄

「現場における安全対策事例紹介」 西松建設㈱
北日本支社 佐伯　侑亮

既設道路　拡幅工事における第三者災
害・インフラ損傷防止対策について

西松建設㈱
北日本支社 川村　聡太

『安全教育で目指すべき目標について』 西松建設㈱
北日本支社 瀬尾　智也

外国人労働者の安全管理 西松建設㈱
北日本支社 高橋　祐貴

「現場の安全管理について」 西松建設㈱
北日本支社 金子　稜太

安全対策とは 西松建設㈱
北日本支社 我妻　恭平

墜落災害を経験して 西松建設㈱
北日本支社 岩本　佳典

「安全意識の見える化」の構築 西松建設㈱
北日本支社 我妻　恭平

国道106号　川井地区トンネル工事にお
ける安全衛生管理

西松建設㈱
北日本支社 牧　　祥司

見えない危険の見える化 西松建設㈱
北日本支社 船木　隆史

仮囲いの外での安全とコミュニケーション 西松建設㈱
北日本支社 脇坂　一希

10年後の建設業に求められる安全文化 西松建設㈱
北日本支社 藤本　　一

安全対策について 西松建設㈱
北日本支社 武者　伸幸

「作業現場における安全確保について」 西松建設㈱
北日本支社 仲松　宇大

墜落・転落災害について 西松建設㈱
北日本支社 大城　佑介

「現地体感KY」による安全教育 西松建設㈱
北日本支社 大久保洋輝

大規模土工におけるブルドーザ押土の安全管理 日本国土開発㈱
東北支店 羽賀研太朗
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現場での事故低減を目指して 日本国土開発㈱
東北支店 小島　直登

現場技術者と安全管理 日本国土開発㈱
東北支店 田中　正和

怪我をすることによって 日本国土開発㈱
東北支店 桑名　拓郎

堤防工事で実施した熱中症の対策について 日本国土開発㈱
東北支店 ＮＧＵＹＥＮ　ＨＯＮＧ　ＤＡＩ

安全な現場 日本国土開発㈱
東北支店 伊藤　悠樹

安全意識について 日本国土開発㈱
東北支店 遠藤　健太

復興事業と熱中症への対策 日本国土開発㈱
東北支店 長沼　駿介

工事における安全管理と意識の共有 日本国土開発㈱
東北支店 内山　卓也

建設現場における安全なドローン飛行 日本国土開発㈱
東北支店 木野村　健

「革命」 ピーエス三菱㈱
東北支店 下山　慧修

安全意識を持つこと ㈱フジタ
東北支店 磯部　堅登

声掛け運動が災害防止につながる ㈱フジタ
東北支店 増田　幸枝

推進工事における安定的な施工管理 ㈱フジタ
東北支店 李　　鴻儒

開口部をなくせ！ ㈱フジタ
東北支店 庄子はるか

無事故・無災害　安全環境のために ㈱フジタ
東北支店 中村　幸裕

ヒューマンエラーは慣れたころに・・・ ㈱フジタ
東北支店 大盛　修治

安全作業は健康・会話から ㈱フジタ
東北支店 竹政　大樹

安全の浸透 ㈱フジタ
東北支店 古市　一真

求められる安全通路とは ㈱フジタ
東北支店 趙　　城佑

２つの危険 ㈱フジタ
東北支店 弓岡　圭太

現地で見て肌で感じる 三井住友建設㈱
東北支店 殿岡　稿大

現場の安全施策 三井住友建設㈱
東北支店 関下　和真

「無事故の現場をつくるために大切にし
ていること」

三井住友建設㈱
東北支店 村上　　亮

「完全な安全のためには」 三井住友建設㈱
東北支店 齋藤　浩志

安全について 三井住友建設㈱
東北支店 武井　真守

安全意識の向上について 三井住友建設㈱
東北支店 廣船　啓介

安全管理活動 三井住友建設㈱
東北支店 佐藤　文平

安全に関する論文 三井住友建設㈱
東北支店 藤岡　幸聖

安全第一のためには・・・ 三井住友建設㈱
東北支店 涌井　　優

建設現場の災害防止と働きやすい職場環
境について

三井住友建設㈱
東北支店 本田　　竣

熱中症の防止について ㈱森本組
東北支店 伊藤　　隼

情報共有による災害防止対策 ㈱森本組
東北支店 中野　聡昭

『安全用具の安全と重要性』 ㈱森本組
東北支店 國本　和磨

安全に関する提案と体験 ㈱森本組
東北支店 小鶴　豊隆

不安全行動について ㈱森本組
東北支店 伊藤　　魁

現場の安全活動について ㈱森本組
東北支店 遠藤　憲夫

現場での安全の取り組み ㈱森本組
東北支店 眞壁　晴男

工事における安全対策について ㈱森本組
東北支店 綾野　風生

声掛け、コミュニケーションの必要性 ㈱奥村組
東北支店 高橋　和哉

安全意識を改革するには ㈱奥村組
東北支店 薩摩　桂佑

コミュニケーションから生まれる安全意識 ㈱奥村組
東北支店 竹本　孝行

整然とした見栄えの良い現場が育てる安全意識 ㈱奥村組
東北支店 石崎　和也

自身と家族を守る責任を持て ㈱奥村組
東北支店 大石　光晴

私の苦しみが無駄にならないように・・・ ㈱奥村組
東北支店 三浦　良平

明るい職場を目指して 大林道路㈱
東北支店 桑原　　誠

みんなで作る安全意識 大林道路㈱
東北支店 木下　政男

安全への意識改革 大林道路㈱
東北支店 山崎　　滉

ヒューマンエラーを防ぐひと仕事 大林道路㈱
東北支店 皆川　　修

一秒間の安全推進方法�～朝の出会いに挨拶を～ 大林道路㈱
東北支店 佐藤　吉春

安全意識統一の必要性 大林道路㈱
東北支店 赤秀　康佑

ヒューマンエラーの防止 大林道路㈱
東北支店 浜浦　寿和

昨年、考えさせられた出来事 大林道路㈱
東北支店 平岡　直人

ヒヤリハットを減らすために 大林道路㈱
東北支店 有馬　博志

アスファルトプラントにおける安全対策事例 大林道路㈱
東北支店 橋本　佳尚

現場の安全について 大林道路㈱
東北支店 塚本　恭平

建設現場の安全について 大林道路㈱
東北支店 大辻　正人

建設現場の安全について 大林道路㈱
東北支店 田口　雄司

労働災害を防ぐ手がかり 大林道路㈱
東北支店 竹田　一紀

無事に帰宅できるように 大林道路㈱
東北支店 北嶋宏一郎

ハイブリット 大林道路㈱
東北支店 小澤　和広

通勤からみる安全の考え方 大林道路㈱
東北支店 笠水上幸一

私の安全 大林道路㈱
東北支店 市川　佳成

アスファルト混合所での安全対策 大林道路㈱
東北支店 野中　大珠

安全に対する意識 ㈱ガイアート
東北支店 竹村　世良

ヒヤリ・ハットの予防について ㈱ガイアート
東北支店 山田　将史

変化していく安全対策 ㈱ガイアート
東北支店 庄田　優斗

日本のダイバーシティ化と見える化表示の必要性 ㈱ガイアート
東北支店 前山　拓也

女性パトロールを通して感じたこと ㈱ガイアート
東北支店 佐久間由美

事務所内も安全に ㈱ガイアート
東北支店 木村　卓司

段取り＝安全 ㈱ガイアート
東北支店 太田　皓之

ICTを利用した安全対策にいまこそチャレンジ ㈱ガイアート
東北支店 大宮　晶紀

ヒューマンエラーについて ㈱ガイアート
東北支店 鶴林　勝彦

体感KYの大切さ ㈱ガイアート
東北支店 福原　妃美

日々の安全について ㈱ガイアート
東北支店 平田　晃希

安全について考えてみた ㈱ガイアート
東北支店 片倉　悠斗

合材工場の安全管理 ㈱ガイアート
東北支店 福村　健也

安全とは ㈱ガイアート
東北支店 佐藤　雄一

安全を願う活動 ㈱ガイアート
東北支店 佐藤　千寿

※　安全について ㈱ガイアート
東北支店 加藤　天海

「現場における朝礼時の安全活動の取り組みについて」 鹿島道路㈱東北支店 高橋　宗平
「ある国道拡幅工事での出来事」 鹿島道路㈱

東北支店 本田　浩典
「新しい視点」 鹿島道路㈱

東北支店 吉田　萌夏
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「前へ・・・ポジティブシンキング」鹿島道路㈱
東北支店 奥谷　典嗣

「交通事故」 鹿島道路㈱
東北支店 菅原　将史

建設現場の安全について思うこと 鹿島道路㈱
東北支店 比屋根博久

「背中で語る」 鹿島道路㈱
東北支店 藤川　　歩�

信頼しすぎての結果 鹿島道路㈱
東北支店 及川　貴慎

「事故は安全の母」 鹿島道路㈱
東北支店 加賀屋翔太

「自分がすべきこと」 鹿島道路㈱
東北支店 高橋　拓未

安全意識の向上へ 鹿島道路㈱
東北支店 小笠原　剛

「安全意識を強く！」 鹿島道路㈱
東北支店 吉田　　洋

「安全とは危険を知ることとその意識の向上」 鹿島道路㈱
東北支店 野口　周作

「ルールを当たり前にするために」 鹿島道路㈱
東北支店 金子　颯雅

「安全意識の浸透と安全行動」 鹿島道路㈱
東北支店 早坂　英昭

「安全について」 鹿島道路㈱
東北支店 斎藤　　司

「建設現場の安全について」 鹿島道路㈱
東北支店 齋藤祐太郎

「安全を実現するためには」 鹿島道路㈱
東北支店 佐々木正和

「自信」 鹿島道路㈱
東北支店 石川　春希

安全に対する意識の管理について ㈱佐藤渡辺 佐々木　誠
女性安全パトロ－ル 佐々幸建設㈱ 川又　真琴
不安全行動防止のために ㈱弘永舗道 成田　　裕
安全というテ－マ ㈱佐藤渡辺 江本　智栄
安全とコミュニケ－ション ㈱佐藤渡辺 星野　拓郎
行ってらっしゃい ㈱佐藤渡辺 齊藤　里美
気持ちが、シ－トベルトに ㈱佐藤渡辺 福士　良子
コミュニケ－ションから得られる安全 ㈱佐藤渡辺 小野真由美
今日も安全第一で ㈱佐藤渡辺 井上由美子
工事現場での安全について ㈱佐藤渡辺 加藤　拓実
相互に補う安全意識 ㈱佐藤渡辺 増子　稔子
二人作業　ヨシ！ ㈱佐藤渡辺 浅水　新市
猛暑での作業をされている皆様へ 株式会社創誠 橋本　徹久
自責交通事故について ㈱佐藤渡辺 安食　　覚
現場における「安全」の意味 ㈱佐藤渡辺 井佐　好尚
車両事故減少について ㈱佐藤渡辺 小森　瑞輝
現場でのコミュニケ－ション ㈱佐藤渡辺 佐藤　達也
私にとっての熱中症と意識 ㈱佐藤渡辺 後藤　　大
事故を振り返って気づいた事 ㈱佐藤渡辺 水沼　　亮
事故から学んだこと ㈱佐藤渡辺 小島　朋宏
コミュニケ－ションによる安全管理 ㈱佐藤渡辺 森山　悠樹
安全 ㈱佐藤渡辺 石動安都子
高速道路の安全について ㈱佐藤渡辺 石岡　洋介
事故・災害を減らすために ㈱佐藤渡辺 坂井　鷹輝
女性による安全パトロ－ルに参加して ㈱佐藤渡辺 小山　留美

声掛けとコミュニケ－ションの大切さ ㈱佐藤渡辺 小林　博実
連絡車でのバック事故 ㈱佐藤渡辺 久保田將之
保護具の着用方法と安全意識 ㈱佐藤渡辺 嶺岸　拓也
健康管理と安全について ㈱佐藤渡辺 馬場　圭介
私が考える現場の安全 ㈱佐藤渡辺 久永　涼太
危険予知活動（現地KY）について ㈱佐藤渡辺 倉金　晟也
熱中症に気をつけて ㈱佐藤渡辺 齋藤　康子
高田地区舗装工事での安全について ㈱佐藤渡辺 櫻田　壮一
慣れ・思い込み作業の意識改善 世紀東急工業㈱ 伊藤　　満
「携わる人全員で安全管理の『基本』を徹底しよう」 世紀東急工業㈱ 河野　奈緒
「一人一人の危機管理」 世紀東急工業㈱ 関口　　巧
「もう少しが命取り」 世紀東急工業㈱ 高橋　楽惟
「安全・安心な職場環境について考える」 世紀東急工業㈱ 国井　義実
「ルールを守る」 世紀東急工業㈱ 今野　克彦
「舗装工事における安全対策」 世紀東急工業㈱ 鈴木　政也
「高齢ドライバーに係る交通事故防止について」 世紀東急工業㈱ 奈良岡　亮
「現場代理人に求められるもの」 世紀東急工業㈱ 今野　義孝
「気持ちの入ったKY活動」 世紀東急工業㈱ 佐々木重徳
災害から得た安全に対する意識 みちのく工業㈱ 佐藤　幸生
変わり続ける安全意識 世紀東急工業㈱ 石郷岡悠人
安全は、全てを優先する 世紀東急工業㈱ 浅利　　誠
現場及び作業員の安全意識の向上 世紀東急工業㈱ 中尾　英貴
「現場内の安全について私の感じたこと」 世紀東急工業㈱ 長谷山智也
「安全は全てにおいて優先する」 世紀東急工業㈱ 鳴海　愛蘭
「安全について」 世紀東急工業㈱ 落合　　輝
「安全の認識について」 世紀東急工業㈱ 澤口美和子
「自転車」 世紀東急工業㈱ 田中　公雄
「安全について考える」 世紀東急工業㈱ 高橋　　滋
「安全について」 世紀東急工業㈱ 大澤　一真
「事故が起こるとき」 世紀東急工業㈱ 菅原　大勝
「余裕を持って」 世紀東急工業㈱ 佐藤　幸男
安全の大切さ 世紀東急工業㈱ 高橋　史弥
建設業における安全対策について 大成ロテック㈱ 児玉　進一
安全について 大成ロテック㈱ 粟野　洋介
復興関連舗装工事の安全管理について 大成ロテック㈱ 中尾　信之
簡単な安全から 大成ロテック㈱ 猿田　悠斗
室内で起こる熱中症について 大成ロテック㈱ 高山　和香
安全な現場を作るのは職長 大成ロテック㈱ 矢倉聖太郎
一人KY活動について 大成ロテック㈱ 渡部　光規
現場の安全管理について 大成ロテック㈱ 新田　一成
安全は段取り・準備で変わる 大成ロテック㈱ 岩野　　智
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安全への意識について 常盤工業㈱
東北支店 大内　拓巳

「体調管理の大切さ」 日建工業㈱ 木曽　裕子
自分にとって安全とは 日建工業㈱ 片倉　　昭
「現場は危険がいっぱい」 日建工業㈱ 田中　和彦
『安全管理６年生』 日建工業㈱ 佐藤　翔太
「安全に対する意識改革について」 日建工業㈱ 砂谷　　優
“安全へのとりくみ” 日建工業㈱ 柿崎　栄司
「風が吹くと桶屋が儲かる」 日建工業㈱ 上西　　敬
懲りない孫 日建工業㈱ 早坂　浩明
熱中症の恐怖 日建工業㈱ 小野　優也
「私の考える安全」 日建工業㈱ 佐々木克美
“安全管理について想う” 日建工業㈱ 堀内英比古
「挨拶からはじめる安全意識」 ㈱NIPPO 片岡　洋輝
「4S活動と安全について」 ㈱NIPPO 浅野　菜摘
「安全管理の目線について」 ㈱NIPPO 川畑　新吾
事故に対する意識を変える ㈱NIPPO 鈴木美紀夫
「私が目指す安全とは」 ㈱NIPPO 近藤　裕一
「安全作業５つの誓い」 ㈱NIPPO 富里　麻世
『人間は「わずかな骨を惜しむ」生き物』㈱NIPPO 工藤　健一
『＋キガカリ報告」に期待すること』㈱NIPPO 武田　健一
「道路舗装現場における安全の取り組み」 ㈱NIPPO 前田　純一
KY活動の見直し 日本道路㈱ 渡辺　尚貴
建設現場の安全について 日本道路㈱ 西村　　仁
心のパトロール 日本道路㈱ 佐藤　三知
安全と仕事の意義 日本道路㈱ 中野渡　公
安全はコミュニケーション 日本道路㈱ 明通　英和
安全への意識 日本道路㈱ 藤田　凌司
過信と油断 日本道路㈱ 深井　大輔
入社１年目を終えて安全について感じたこと 日本道路㈱ 菅原裕次郎
安全パトロールとコミュニケーション 日本道路㈱ 福田　駿樹
建設現場の安全について 日本道路㈱ 伊藤　勝広
コミュニケーションが大事 日本道路㈱ 関内　妙子
安全意識について 日本道路㈱ 梅津　政則
安全に気をつけて 日本道路㈱ 皆川　俊太
工事現場の安全について 日本道路㈱ 佐藤　勇一
安全は交通事故防止の心構えから 日本道路㈱ 田口　勝巳
リスクと安全 日本道路㈱ 堀川　宏喜
事故が生み出すもの 日本道路㈱ 牧田　　純
熱中症対策 株式会社

秋田サンロード 佐藤与四郎
建設業の安全環境 郡山建設

株式会社 馬場　正和
安全に必要なコミュニケーション 通信道路㈱ 岩間　雅彦

その危険！見逃すな！！ 大成ロテック㈱ 髙橋　優斗
日々気を付けなければいけないこと 大成ロテック㈱ 髙嶋　星也
現場での安全指示について 大成ロテック㈱ 菅原　秀紀
安全について感じた事 大成ロテック㈱ 川染　佑輔
事故は何故　起きるのだろうか？ 大成ロテック㈱ 中村　　一
【伝える】の難しさ 大成ロテック㈱ 畑中　祐輝
始まる前から安全対策 大成ロテック㈱ 稲垣　　満
安全について 大成ロテック㈱ 平間　隆幸
安全について 大成ロテック㈱ 熊谷　正大
一般国道における舗装工事の安全管理と交通管理について 大成ロテック㈱ 野村　哲也
建設現場の安全について 大成ロテック㈱ 岡田　一馬
思いやりと安全 大成ロテック㈱ 上条　大樹
安全に対する理解と認識 大成ロテック㈱ 平向　　光
熱中症対策について 大成ロテック㈱ 金子　りさ
特殊環境下作業での熱中症対策の取り組みについて 大成ロテック㈱ 阿部　貢士
安全管理と、ヒューマンエラーについて 大成ロテック㈱ 兼子　正人
先輩に学んだこと 大成ロテック㈱ 国枝　定雄
高速道路での車両突入事故防止対策について 大成ロテック㈱ 清水　昭光
安全教育訓練実施について 東亜道路工業㈱ 佐々木　正
無理のない作業工程 東亜道路工業㈱ 富樫　幸二
現場の安全について 東亜道路工業㈱ 宮下　　裕
危険の“見える化”から“見せる化”へ 東亜道路工業㈱ 佐野　敏明
経験に基づく危険の見積もり強化による安全管理について 東亜道路工業㈱ 西原　大祐
安全に作業を進めるために 東亜道路工業㈱ 西村　健基
死角の再確認 東亜道路工業㈱ 大類　正和
初心 東亜道路工業㈱ 中川伊三雄
安全のその先へ 東亜道路工業㈱ 竹内　康孝
「危険予知の大切さ」 東亜道路工業㈱ 佐々木昭久
「安全は全ての人の意識から」 東亜道路工業㈱ 中森　正行
「事故はコミュニケーションで未然に防げるのでは…」 東亜道路工業㈱ 林　　大貴
「事故の前兆」 東亜道路工業㈱ 片桐　成敬
「宮古北地区舗装工事の安全管理について」 東亜道路工業㈱ 木村　　伸
笑う角には福来る（ポジティブ思考）東亜道路工業㈱ 植松　優三
チームで取組む安全 東亜道路工業㈱ 加藤　康徳
ヒヤリ・ハットについて 東亜道路工業㈱

福島営業所 恒川　忠広
車輌安全管理について 東亜道路工業㈱

福島営業所 中村　慎司
安全に作業を行うために 東亜道路工業㈱

福島営業所 齋藤　健多
安全対策について 東亜道路工業㈱

福島営業所 古橋　英樹
事故の原因 東亜道路工業㈱

福島営業所 世古　和広
工事現場の安全について 東亜道路工業㈱

福島営業所 遠藤　信行
安全決意宣言 常盤工業㈱

東北支店 盛山　大樹
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安全第一　プラス　α 福田道路㈱
東北支店 夏堀　誠司

コミュニケーションと思いやり ライズペーブ㈱ 田村　吉広
安全に対する意識 ライズペーブ㈱ 下舘　那美
私の思う安全について 福田道路㈱

弘前営業所 舘田　英之
自分の考える安全について 福田道路㈱

弘前営業所 田中　敦雄
コミュニケーションの重要性 福田道路㈱

東北支店 加藤　有真
私が感じた建設現場 福田道路㈱

仙台営業所 宇賀治圭識
現場での安全・災害について 福田道路㈱

酒田営業所 千葉　　航
家族・仲間・仲間の家族の為にも 福田道路㈱

郡山営業所 遠藤　眞可
一般者から見た工事現場について 福田道路㈱

郡山営業所 遠藤　梨香
建設会社の安全について 福田道路㈱

東北支店 横田　　崚
安全について研修で得たこと 福田道路㈱

仙台営業所 近藤　慧汰
今後の建設現場 福田道路㈱

仙台営業所 今井　裕也
女性として「安全」を考える 日建工業

株式会社 平　　真耶
安全意識への忖度 日建工業

株式会社 本平　隼也
考えすぎがちょうどいい 日建工業

株式会社 三浦　上総
日々の睡眠不足リスク！ 日建工業

株式会社 三浦　　睦
高齢者運転 日建工業

株式会社 猪股　直樹
安全運転管理者とは 日建工業

株式会社 今野　幹久
安全への意識 日建工業

株式会社 橋本　　聡
現場での減災について 日建工業

株式会社 長谷川　力
現場では安全に確実に 日建工業

株式会社 高橋　優太
慢性化を防ぐために 日建工業

株式会社 門脇　晃太
朝礼の重要性 日建工業

株式会社 浅沼　　豊
通勤時の事故も労災 日建工業

株式会社 斎藤　英治
国道工事での安全体験 後藤工業

株式会社 青木　則夫
舗装工事における重機・ダンプトラックとの接触事故防止対策 後藤工業

株式会社 江崎　陽友
足場とハーネスと私 後藤工業

株式会社 小山　龍男
安全と危険は常に隣り合わせ 後藤工業

株式会社 平間　路浩
安全確保の進め方 後藤工業

株式会社 本郷　直人
今後の建設業の担い手と事故防止について 後藤工業

株式会社 大友　洋人
当社の安全活動表 株式会社

伊藤組 押切　　尚
オペレーターから施工管理へ 株式会社

伊藤組 高橋　天光
安全に対する意識の持ち方 株式会社

伊藤組 佐々木将哉
高所作業車を使用した夜間工事の安全対策について 株式会社

丸本組 阿部　重一
熱中症にさせない！ 株式会社

丸本組 戸澤　文枝
好循環 株式会社

丸本組 小山　陽介
予習復習 株式会社

三村興業社 下斗米宏之
忘れる脳とAIが補完する安全管理 株式会社

野地組 佐藤　健市
安全について 上北建設

株式会社 鳴海　秀樹
安全に対する意識改革 上北建設

株式会社 内城　和仁

安全対策に必要なもの 上北建設
株式会社 鳥谷部聖也

舗装工事における施工機械の安全対策 上北建設
株式会社 山本　達也

安全管理とは 東日本コンクリート㈱ 鈴木　啓太
危険に関して臆病でいること ㈱安部日鋼工業 安藤　優汰
見ること、聞くこと、言うことの意味 ㈱安部日鋼工業 田頭　　諒
私にとっての安全 ㈱ピーエス三菱 菅原　伸彦
市道を横断する橋梁工事 ㈱ピーエス三菱 篠崎　正治
安全について オリエンタル白石㈱ 山岸　拓人
冬期型災害防止を目指して JFEエンジニアリング

株式会社 古茂田靖夫
コミュニケーションで生まれる信頼 日立造船

株式会社 三浦省太郎
「気をつけるしかない」から一歩踏み出して 株式会社

横河ブリッジ 国貞　良介
鋼橋架設工事における安全対策 日本鉄塔

株式会社 前田　　要
安全管理における工夫について エム・エムブリッジ

株式会社 中田　茂樹
建設現場における自然災害への備え 宮地エンジニアリング

株式会社 角岡　　清
コミュニケーションの大切さ 株式会社

駒井ハルテック 伊達　慶介
安全と信頼と未来 巴コーポレー

ション 上野臺英孝
無事故無災害の達成 株式会社

IHIインフラシステム 潤　　昌明
安全作業のためのポイント 瀧上工業

株式会社 中村　訓大
狭隘な施工ヤードにおける安全な橋梁架設の工夫 日本橋梁

株式会社 高須賀　淳
ハンドルは全てを握る 成田工業㈱ 成田　賢英
自分の身は自分で守る 陽光建設㈱ 猪股　雅行
次への経験 ㈱平野組 千葉　直樹
現場の事故は何故起きる 陽光建設㈱ 船水　　豊
営業職の安全対策 日本植生㈱ 日當　正樹
これからの安全管理について イビデングリー

ンテック㈱ 工藤　　俊
安全あっての早期復興 陽光建設㈱ 西里　康彦
整理整頓 日本植生㈱ 時光　秀彰
市街地が近接した現場での施工管理 陽光建設㈱ 佐藤　博史
身をもって感じた「安全」 ライト工業㈱ 藤原　脩人
熱中症対策から始める安全 日特建設㈱ 鈴木　昭慧
ヒューマンエラー 東興ジオテック㈱ 赤坂　春之
日々の安全管理の大切さ 陽光建設㈱ 夏堀　泰尭
巨大地震を経験して 陽光建設㈱ 大場　基之
事故の発生要因とその継承 日本基礎技術㈱ 大友　　陽
みんなの意見を出し合える環境づくりがより良い安全な現場へ 東興ジオテック㈱ 高山　竜人
変化 陽光建設㈱ 佐々木　健
健康あっての仕事です 陽光建設㈱ 矢尾板憲正
安全について ライト工業㈱ 増子　悟志
盾と矛 陽光建設㈱ 齋藤　良喜
現場での安全管理 日特建設㈱ 深澤　　律
安全対策のためのコミュニケーション 日特建設㈱ 河井光次郎
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製品提案から納入に関して 日本植生㈱ 齋藤　貴生
危険予知活動の重要性について ライト工業㈱ 伊丸岡満仁
備えあれば憂いなし ㈱平野組 岩淵　隆希
交通安全と工事現場の安全 陽光建設㈱ 阿保　貴光
現場は人と人で出来ている イビデングリー

ンテック㈱ 小野　勝弘
長期現場ならではの安全問題 ライト工業㈱ 白鳥　直登
安全項目３本の矢 ライト工業㈱ 千葉　一就
ヒューマンエラーを防ぐためには ライト工業㈱ 江川　遼太
高所作業での物の落下への安全対策 日特建設㈱ 木村　大知
熱中症とコミュニケーション 陽光建設㈱ 鈴木　大輔
朝礼の重要性と役割 ㈱平野組 助川　優也
少しの変化 陽光建設㈱ 三上　直樹
護岸作業での天候に対する安全 日本基礎技術㈱ 山崎　友輔
誰でもあてはまる 陽光建設㈱ 武者　高広
建設業の三方良し 陽光建設㈱ 尾崎　幸弘
現場配属一ヶ月の経験 日特建設㈱ 大須　遥加
安全に関する体験・提案文 日本基礎技術㈱ 今江　健太
新入社員への安全教育に関しての提案 日特建設㈱ 植松　健太
労働災害の低減について 陽光建設㈱ 佐藤　　守
普段の行動は、普段の意識から 日特建設㈱ 新井　　陸
事前練習 陽光建設㈱ 今野　芳彦
法令改正・人材不足から改めて安全について考える イビデングリー

ンテック㈱ 高橋　公和
現場内でやる安全活動 陽光建設㈱ 五十嵐翔平
安全に妥協はない 陽光建設㈱ 伊藤　英晃
砂防堰堤工事で経験した安全対策について ㈱平野組 後藤　由雄
現場内を安全に走行するために 東興ジオテック㈱ 高橋　　光
KYK活動とヒヤリハットの重要性 陽光建設㈱ 遠藤　宏紀
安全は最大の成果 山田塗装㈱ 村山　誠一
現場におけるKY活動と安全教育訓練の工夫 ㈱秋田ディックライト 山下　裕聖
助け合い 大管工業㈱ 秋田谷瑛司郎
安全管理について ㈱三和 武田　聖馬
安全を保つ要素 大管工業㈱ 清藤　智大
ヒューマンエラー 大管工業㈱ 三上　淑人
認知しやすい規制について 岩手道路開発㈱ 小野寺正智
私が考える安全 ㈱秋田ディックライト 伊藤　和磨
現場の事故とPDCAサイクル 協積産業㈱ 穴久保慎吾
私の心掛け 協積産業㈱ 小向　秀一
私の役割 大管工業㈱ 吉㟢　光広
見えているようで見えない危険 協積産業㈱ 菅野　　純
安全のスイッチ ㈱不動テトラ

東北支店 山本　好兼
朝礼前、作業員の体調確認について 五洋建設㈱

東北支店 阿部　　奨

ヒューマンエラーについて あおみ建設㈱
東北支店 石田　海斗

『安全意識』と『指差呼称』 あおみ建設㈱
東北支店 大町　優太

熱中症による死亡災害対策について あおみ建設㈱
東北支店 佃　　凌一

安全に対する気持ち あおみ建設㈱
東北支店 成田　優斗

安全管理について あおみ建設㈱
東北支店 高橋　　啓

現場でのコミュニケーション あおみ建設㈱
東北支店 堀井　　仁

現場の安全管理について あおみ建設㈱
東北支店 寺澤かすみ

労働災害防止に向けた私の取り組み ㈱大本組
東北支店 中利　竜也

東北復興工事における安全対策 五洋建設㈱
東北支店 工藤　哲雄

気仙沼港朝日２区陸閘下部工外災害復旧
工事における安全管理

五洋建設㈱
東北支店 原本　真樹

直杭式桟橋の鋼管杭打設作業における安全管理 五洋建設㈱
東北支店 福田　裕司

現場で行なった安全対策 若築建設㈱
東北支店 谷村　和俊

安全について 穂積建設工業㈱ 久保　俊瑛
安全な現場をつくるためには 穂積建設工業㈱ 高橋　知世
現場管理をするうえで 穂積建設工業㈱ 坂本　　真
コミュニケーションによる事故防止 穂積建設工業㈱ 田澤身友希
熱中症を考える 穂積建設工業㈱ 大清水峻介
工事現場における安全活動について 東亜建設工業㈱ 渡辺　萌子
今私にできること 東亜建設工業㈱ 渡辺　幹央
ヒューマンエラーと向き合う 東亜建設工業㈱ 川本　　聖
現場に必要なコミュニケーション力 東亜建設工業㈱ 飯田　直之
労働災害を発生させないために 東亜建設工業㈱ 柏木　亮太
安全に対する意識 東亜建設工業㈱ 久柴　慶典
安全を管理するとは 東亜建設工業㈱ 堀切　嘉月
“安全管理”とは 東亜建設工業㈱ 堀越　千史
日々リスクを考え続ける安全対策 東亜建設工業㈱ 有竹　剛己
安全意識について 東亜建設工業㈱ 今　　雄希
PDCAサイクルを回し、安全管理を向上させる 東亜建設工業㈱ 岡本　理沙
現場における安全とは 東亜建設工業㈱ 須藤　大輝
建設業を一年経験して 東亜建設工業㈱ 玉井　裕人
労働災害を防止するための心掛け 東亜建設工業㈱ 生井　秀浩
安全の社内規定とは 東亜建設工業㈱ 松本　匡平
安全に対する考え方 東亜建設工業㈱ 田端　辰伍
自分なりの安全管理について 東亜建設工業㈱ 古川　　駿
私の考える「安全」 東亜建設工業㈱ 伊藤　孝暢
現場作業での連絡ミス防止 東亜建設工業㈱ 佐藤　朋之
安全について 東亜建設工業㈱ 小原　圭祐
『意識』して「安全管理」を 東亜建設工業㈱ 平坂　雅人
4S「整理・整頓・清掃・清潔」から生まれた気づき 東亜建設工業㈱ 鈴木　悠也
建設現場の「安全管理」について 東亜建設工業㈱ 藤綱　祐介
合図確認の実施 東亜建設工業㈱ 菊地　敦彦
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我々は、東北地方において実施される様々な公共事業や、東日本大震
災からの復旧・復興事業などを全力で進めています。

このような状況の中、東北地方の建設業における労働災害発生状況は、
近年、負傷者数、死亡者数共に減少傾向にあるものの、昨年も多くの方
が被害にあわれ、尊い命が失われた事故もありました。
労働災害から労働者を守るためには、これまでの事故を教訓とし、ま
た、関係者が一致協力して、職場における危険要因の排除に全力で取り
組まなければなりません。

本大会では、「新たな時代にＰＤＣＡ　みんなで築こうゼロ災職場」
をスローガンとして掲げ、決意を新たに取り組むこととします。

具体的には、次の取り組みを重点的かつ積極的に推進して参ります。
一　　 三大災害・即ち「墜落・転落災害」、「倒壊・崩壊災害」並びに

「はさまれ・巻き込まれ災害」の防止を図る。
一　　安全施工サイクル活動の充実を図る。
一　　健康の保持増進と快適な職場環境の形成を図る。

以上、関係者一丸となって労働災害防止に全力で取り組むことをここ
に誓います。

令和元年１０月２日　　　　　
東北地方工事安全施工推進大会
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