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県別 工　　事　　名 請　負　業　者　名 代理人氏名 会社所在地

青森河川国道事務所 笹原大橋床版工他工事 穂積建設工業　株式会社 　柳沢　樹
青森県
八戸市

津軽ダム工事事務所 津軽ダム川原平上流地区（１工区）工事 株式会社　佐藤惣建設 　小野　勇
青森県
弘前市

青森県東青地域県民局
地域整備部

青森浪岡線　交付金（道路改築）　工事 株式会社　鹿内組 　福士　真人
青森県
青森市

青森県上北地域県民局
地域整備部

三沢十和田線　交通安全施設整備　工事 田中建設　株式会社 　竹ヶ原　大輔
青森県

十和田市

青森県上北地域県民局
地域整備部

国道２７９号　道路改良　工事 丸井重機建設　株式会社 　漆舘　義孝
青森県

十和田市

東日本高速
道路（株）

東日本高速道路株式会社
東北支社八戸管理事務所

八戸自動車道　軽米料金所改修工事 株式会社　恵工業 　山口　勝弘
岩手県
盛岡市

岩手河川国道事務所 八幡平山系西根牧野沢地区砂防堰堤工事 株式会社　中村建設 　佐藤　顕太郎
岩手県岩手郡

雫石町

岩手河川国道事務所 栗駒山系槻木平堰堤工事 株式会社　佐々木組 　小野寺　洋
岩手県
一関市

三陸国道事務所 太田名部南地区舗装工事 株式会社　ＮＩＰＰＯ東北支店 　児玉　進治
宮城県
仙台市

南三陸国道事務所 浪板地区道路改良工事 株式会社　佐々木組 　高橋　禎彦
岩手県
一関市

北上川ダム統合管理事務所 御所ダム流木災害緊急復旧工事 岩井建設　株式会社 　今松　鋭
岩手県岩手郡

雫石町

釜石港湾事務所 久慈港湾口地区防波堤本体工事（その２） 宮城建設　株式会社 　梶谷　憲樹
岩手県
久慈市

釜石港湾事務所 久慈港湾口地区防波堤消波外工事 山口建設　株式会社 　大下　隆史
岩手県
久慈市

岩手県県南広域振興局
土木部

市道尿前槻木平線若柳地区
道路改良（その２）工事

新栄建設　株式会社 　白濱　鋼太
岩手県
奥州市

岩手県沿岸広域振興局土
木部大船渡土木センター

大船渡港山口地区港湾災害復旧
（２３災79,80,81,82号）工事

株式会社　佐賀組 　小松　秀樹
岩手県

大船渡市

岩手県盛岡広域振興局
土木部

一般県道志和石鳥谷線ほか土舘地区ほか
道路舗装復旧工事

岡崎建設　株式会社 　鱒沢　竜也
岩手県紫波郡

紫波町

岩手県県北広域振興局
土木部

主要地方道岩泉平井賀普代線黒崎地区法面
防災工事

株式会社　みちのくリアライズ 　倉内　照幸
岩手県
盛岡市

岩手県盛岡広域振興局
土木部

県営松園北アパート（１号棟）外壁等改修工事 中亀建設　株式会社 　小志戸前　章一
岩手県
盛岡市

東日本高速
道路（株）

東日本高速道路株式会社
東北支社北上管理事務所

東北自動車道　一関トンネル照明用
分電盤更新工事

新高電気　株式会社 　小田中　淳裕
岩手県
花巻市

仙台河川国道事務所 名取川旧袋原堰取水樋管撤去工事 株式会社　新庄・鈴木・柴田組 　二坂　栄一
山形県
新庄市

仙台河川国道事務所 富谷交差点改良工事 株式会社　ＮＩＰＰＯ東北支店 　鈴木　美紀夫
宮城県
仙台市

仙台河川国道事務所 山元海岸浸食対策工事 野村建設　株式会社 　鈴木　達男
宮城県亘理郡

山元町

仙台河川国道事務所 高松橋上部工工事 株式会社　東京鐵骨橋梁仙台営業所 　瀬尾　一史
宮城県
仙台市

北上川下流河川事務所 迫川川原小屋地区砂防堰堤工事 丸か建設　株式会社 　紺野　好弘
宮城県加美郡

加美町

北上川下流河川事務所 北上川下流上大須その１地区築堤工事 株式会社　只野組 　千葉　良喜
宮城県
登米市

塩釜港湾・空港整備事務
所

仙台塩釜港石巻港区雲雀野地区
防波堤（南）消波外工事

若生工業　株式会社 　武山　智恵子
宮城県
石巻市

宮城県石巻港湾事務所 横浦防波堤外災害復旧工事 株式会社　丸本組 　小野寺　英明
宮城県
石巻市

宮城県東部下水道事務所
石巻東部浄化センター２系水処理
電気設備復旧工事

株式会社　東芝　東北支社 　大黒谷　久
宮城県
仙台市

宮城県大河原土木事務所 金山舗装補修工事 東亜道路工業　株式会社宮城営業所 　筬島　雅弘
宮城県
仙台市

宮城県東部土木事務所 大曲地区海岸外災害復旧工事
(株)只野建設・(株)福田組
復旧・復興建設工事共同企業体

　小林　弘行
宮城県
仙台市

仙台市建設局道路部南道
路建設課

(市)原町広岡（その2）線道路災害復旧工事 後藤工業 株式会社 　倉上　正幸
宮城県
仙台市

仙台市宮城野区建設部道
路課

原町本通線外1線 道路改修工事 奥山工業  株式会社 　中居　行浩
宮城県
仙台市

仙台市都市整備局公共建
築部営繕課

仙台市南吉成児童館移転改築工事 株式会社　佐元工務店 ★伊藤　克也
宮城県
仙台市

仙台市都市整備局公共建
築部設備課

(仮称)仙台市荒井東復興公営住宅
新築機械設備工事

株式会社　金華工業商会 　大江　英輝
宮城県
仙台市

仙台市都市整備局公共建
築部設備課

仙台市立新田小学校　増改築
電気設備工事(強電)

株式会社 ユアテック宮城支社 　門傳　典彦
宮城県
仙台市

仙台市交通局東西線建設
本部建設部工事事務所

仙台市高速鉄道東西線
広瀬川橋りょう外工区土木工事

ﾋﾟｰｴｽ三菱・富士ﾋﾟｰｴｽ・東日本ｺﾝｸﾘｰﾄ
共同企業体

　蝦名　崇宏
宮城県
仙台市

発　注　機　関　名

宮
城

東北地方
整備局

宮城建

仙台市

青
森

東北地方
整備局

青森県

岩
手

東北地方
整備局

岩手県
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県別 工　　事　　名 請　負　業　者　名 代理人氏名 会社所在地発　注　機　関　名

秋田河川国道事務所 西長野道路改良舗装工事 角館建設工業　株式会社 　小山　嘉之
秋田県
仙北市

秋田河川国道事務所 下浜道路改良工事 村岡建設工業　株式会社 　佐々木　慶治
秋田県

由利本荘市

湯沢河川国道事務所 大曲国道管内交通安全施設工事 株式会社　丸茂組 　熊谷　智仁
秋田県
大仙市

能代河川国道事務所 横道下地区道路改良工事 花岡土建　株式会社 　松橋　卓哉
秋田県
大館市

能代河川国道事務所 早口橋耐震補強工事 ショーボンド建設　株式会社秋田営業所 　小林　史治
秋田県
秋田市

秋田県平鹿地域振興局農
林部

予防治山事業　ＲＧ１１１３Ａ４５１ 宮原組・日高特定建設工事共同企業体 　渡邊　憲幸
秋田県
大仙市

秋田県産業労働部公営企
業課

勝平系送水管布設工事　２４－ＫＫ－１０ 大豊・清水特定建設工事共同企業体 　吉良　篤
宮城県
仙台市

東日本高速
道路（株）

東日本高速道路株式会社
東北支社横手管理事務所

秋田自動車道　横手管内舗装補修工事 株式会社　伊藤組 　高桑　琢文
岩手県
花巻市

山形河川国道事務所 手ノ子地区改良舗装工事 小国開発　株式会社 　渡部　崇
山形県西置賜郡

小国町

山形河川国道事務所 月山沢地区災害復旧工事 國井建設　株式会社 　菊地　修
山形県

寒河江市

山形河川国道事務所 宮所構造物工事 高谷建設　株式会社 　青藤　健
山形県
村山市

山形河川国道事務所 中河原地区道路改良工事 堀川土建　株式会社 　渡部　芳浩
山形県
上山市

酒田河川国道事務所 月山道路ラジオ再放送設備工事 日本無線　株式会社東北支社 　柴田　学
宮城県
仙台市

酒田河川国道事務所 鶴岡国道維持補修工事 株式会社　浅賀建設 ★上野　歳一
山形県
鶴岡市

新庄河川事務所 角川流域鍋嶽沢砂防堰堤工事用道路工事 株式会社　新庄・鈴木・柴田組 　高橋　慎吾
山形県
新庄市

最上川ダム統合管理事務所 寒河江ダム芦沢地区集水工工事 國井建設　株式会社 　佐藤　良信
山形県

寒河江市

東北地方整備局営繕部 酒田地域センター（１３）増築建築その他工事 林建設工業　株式会社 　阿曽　亮介
山形県
酒田市

村山総合支庁建設部都市
計画課

3・4・207山形老野森線道路改良工事 東海林建設　株式会社 　赤松　和彦
山形県
天童市

最上総合支庁建設部道路
計画課

24年災7402号道路災害復旧工事（２工区） 永井建設　株式会社 　齋藤　孝雄
山形県
新庄市

置賜総合支庁建設部道路
計画課

一般国道287号歩道設置工事 金子建設工業　株式会社 　遠藤　一之
山形県
米沢市

庄内総合支庁建設部河川
砂防課

24年災3701号相掛沢川河川災害復旧工事 五十嵐工業　株式会社 　今井　勝弘
山形県
酒田市

庄内総合支庁建設部道路
計画課

一般国道344号法枠工設置工事（第２工区） 株式会社　丸高 　田中　学
山形県
酒田市

東日本高速道路株式会社
東北支社山形工事事務所

東北中央自動車道　須川橋（下部工）工事 羽陽建設　株式会社 　岡崎　雄一
山形県
上山市

東日本高速道路株式会社
東北支社山形工事事務所

東北中央自動車道　西郷地区附帯工工事 山和建設　株式会社 　大瀧　浩之
山形県西置賜郡

小国町

福島河川国道事務所 月崎跨道橋下部工工事 株式会社　小野工業所 　佐々木　誠
福島県
福島市

福島河川国道事務所 東西栗子トンネル配電線路改修工事 大槻電設工業　株式会社 　亀岡　誠
福島県
福島市

郡山国道事務所 郡山国道管内照明灯更新工事 株式会社　会津電気工事 　根本　孝則
福島県

会津若松市

郡山国道事務所 郡山地区交差点改良舗装工事 昭和建設工業　株式会社 　齋藤　一実
福島県
郡山市

磐城国道事務所 上荒川橋床版工工事 株式会社　安部日鋼工業東北支店 　和田　晃一
宮城県
仙台市

福島県
福島県会津若松建設事務
所

道路橋りょう整備（交付）工事（電線共同溝） 東北土木　株式会社 　佐瀬　豊美
福島県

会津若松市
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鶴 岡 国 道 維 持 補 修 工 事

現場代理人 上野歳一

安全衛生教育で取り組んだ創意工夫について

株式会社 浅 賀 建 設

鶴岡国道維持補修工事

１． 工 事 概 要

○ 施工場所

 国道７号 鶴岡市鼠ヶ関～三川町成田新田 L=48.1 km
 国道１１２号 鶴岡市外内島～鶴岡市文下 L= 7.7 km
 国道１１２号 鶴岡市宝田～鶴岡市本田 L= 2.0 km

総延長 Ｌ＝５７．６ ｋｍ

○ 工事目的

 上記地内において、経常的維持工事の施工と道路の保全並びに一般交通
の安全に供する。

 多工種に及ぶ工種内容となっている。

○ 工 期

・ 平成２４年４月１日～平成２６年３月３１日(２ヵ年)



２． 施工上の課題

・ 施工工種が多種に及び下請業者数が多くなる見込みがあった。

・ 工事場所が５７．６ｋｍ区間に点在しての作業。

➀ 下請業者への安全に対する関与への工夫

➁ 作業内容に即した月別教育訓練内容の工夫

➂ 交通災害の対策と、もらい事故対策の工夫

３．課題に対する対応方策

役員会開催状況(毎月開催して次月の安全教育内容の案の検討)

➀の課題について実施した工夫

下請業者 ・ 資機材納入業者 ・ 建設機械リース業者

２４社で安全衛生・災害防止協議会を発足 役員選出8名

毎月の安全教育の内容の企画・検討実施



○ 安全衛生・災害防止協議会現場パトロールの実施

・ 協議会役員8名と現場パトロールと結果検討会の実施

○ 毎月の安全教育訓練を担当者制(当番制)にして実施
・担当者の安全講話も取入れた内容で実施。

・ 作業内容に合った月別安全教育

・ 作業員が飽きない体験型

・ アンケートの実施と希望を反映

➁の対応方策について実施した工夫

・ 予定作業と照らし合わせた内容



体験型教育として実施した内容

(刈払機の飛散対策についての効果検証)(交通規制時での保安施設設置訓練)

(安全帯の正しい装着体験)

・ 高所作業時での安全対策 (保護具メーカーの指導による体験講習)

(高所からの転落・墜落検証) (高所からの工具の落下)

(油回収材メーカーの講習)

・ 油流出時の回収方法の講習・訓練

(排水施設に流出時の回収)(路面に流出時の回収)



※ 移動作業時での交通災害ともらい事故対策

検討し対策を実施した内容

・ 海難救助訓練・心肺蘇生とAED体験講習

(日本赤十字社・ライフセーバーからの指導講習) (消防署署員からの指導講習)

➂の対応方策について実施した工夫

○ 交通災害の対策

移動作業・運搬経路の統一化

経路途中の交通安全

交通事故多発ハザードマップ活用

工事関係車両に備付



○ もらい事故対策 ・ 事故事例(死亡災害)に着目

路肩、路側作業時でのもらい事故

100m手前に看板設置『路肩作業中』

路面に体感マットを設置

交通誘導員の注意喚起配置

４．課題に対して実施した効果

変化・やらされている意識 ・や る 意 識

➀ 下請業者への安全に対する関与への工夫

➁ 作業内容に即した月別教育訓練内容の工夫

(1)下請業者と安全教育内容について企画検討し実施
することにより意識が高まった。

(2)安全教育開催の当番制・安全講話のネタ探しする事
で安全に対する啓発意識高まった。

(3)体験型とアンケートを反映した内容で飽きさせる
ことなく効果的なものとなった。



➂ 移動時での交通災害の対策と、もらい事故対策の工夫

○ 移動時での交通災害対策の工夫

交通事故多発ハザードマップの活用 交通安全講習会 年2回の実施

新規入場教育やKY活動で注意喚起。 鶴岡警察署交通課よりの講習会を開催。

習慣化したことで効果があった。 交通事故多発箇所事故事例でより効果的。

○ もらい事故の工夫

路肩作業時での事故事例に
着目した対策

全ての路肩・路側・歩道作業に
対して実施

走行車両の注意喚起としての
効果の確認

作業手順書に必要対策事項
として記載

・鶴岡警察署交通課署員
・安全衛生災害防止協議会業社

走行車両に注意喚起として効果
的との見解をいただく。



５．終わりに

これらの取り組みに功績のあった業者を弊社社長より表彰する制度を設
けて励みとなるものとした。

◎ 以上の効果が得られ ２年 と長い工事工期でしたが工事事故・もらい事故も

なく工事が完了することが出来ました。

今後も、工事協力業者(安全衛生・災害防止協議会)と一緒に実践する全員参加の

安全管理体制にして行きたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。



仙台市南吉成児童館移転改築工事

現場代理人 伊藤 克也

1

工事概要

⼯ 事 名 仙台市南吉成児童館移転改築⼯事

⼯ 事 場 所 仙台市⻘葉区南吉成5丁⽬18-1

⼯ 事 期 間 着⼿ 平成25年8⽉
完成 平成26年3⽉

⼯ 事 規 模 鉄⾻造 平屋建 延床⾯積 ２７６．３２㎡
最⾼⾼さ ８．６３ｍ

発 注 者 仙台市

設計・監理 仙台市都市整備局公共建築部営繕課

2



工事場所
⻘葉区南吉成

拡⼤

航空写真

3

安全に留意した点

１．児童⽣徒、第三者等の事故防⽌

２．墜落災害の防⽌
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安全面でどのような配慮が必要で
あったか

1. 当該⼯事については住宅密集地であるとともに、近隣には⼩、中
学校及び保育所があるため、前⾯道路は常に歩⾏者及び⾞輌が通
⾏している環境である。そのため、近隣施設や近隣住⺠との情報
交換や搬⼊出計画が必要とされた。

2. 敷地が丘であるため暴⾵の⽇が多く敷地が狭隘なため、資材等の
搬⼊出計画や揚重機使⽤の際の計画が必要であるとともに、他業
種の作業員への賢密な連絡や確認が必要であった。併せて近隣に
は住宅が密集しているため、資材等の保管⽅法や養⽣等の徹底が
必要であった。

3. 天井⾼の⾼い居室が計画されているため、⾜場や上下作業の計画
が要求された。⼜、近接される⼩学校敷地とは⾼低差が３ｍ以上
あり、外構⼯事の際は作業⼯程に応じた転落防⽌計画が必要で
あった。

5

安全面管理実施内容
⼩学校に隣接した敷地でその奥に中学校、保育所がある中での⼯事で
あった。多くの児童、⽣徒が通学で往来する中で近隣住⺠も含めた第
三者災害防⽌を⽬標に掲げ、無事故で完成した。
① 誘導員を出⼊⼝ゲートに常駐させて、歩⾏者（特に児童）と⼯事

⾞輌の接触事故が無いように誘導を⾏った。夜間は灯光器にて歩
道上を照らし、⽣活道路の安全確保に努めた。

② 朝の通学時間帯（７時３０分〜８時３０分）は現場内へ⼀切の⾞
輌乗り⼊れを禁⽌（ゲート閉）し、歩⾏者の安全確保を⾏った。
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安全面管理実施内容
③ 次週の⼯事内容を毎週⼩学校、中学校、保育所へ説明し、各施設

の⾏事との調整を図った。誘導員、作業員にも朝礼時に各施設の
その⽇の予定表を配布し、時間帯毎の資材搬⼊出計画や騒⾳、臭
気の発⽣する作業の配慮を⾏うように努めた。

④ 近隣住⺠からの要望もあり、当⼯事以前に⾏われた既存樹⽊伐採
の影響で、砂塵に悩まされている近隣住⺠宅があり、監督員の了
承のもと仮設の砂塵対策（フェンスへシート張）を⾏った。また
近隣住⺠へ重機作業等の際は周知を⾏い、苦情０で完成できた。

7

安全面管理実施内容
⑤ 毎⽇周辺道路を現場員、作業員全員で清掃を⾏った。⼜毎⽉１回

店社より内勤社員も⼀緒に近隣清掃を⾏った。清掃の際は近隣住
⺠とコミュニケーションを図るようにして、苦情、要望を聞き取
り、できる限りの対応を⾏った。降雪の際は除雪と場外搬出を⾏
い、⽣活道路及び通学路の確保を図った。

⑥ 敷地が⾓地であるため、仮囲いにて視界が悪くなったので、登下
校時に⼯事⾞輌による搬⼊出のない時間帯は、誘導員を視界の悪
い⾓地に配置し、近隣住⺠と連携を取り児童、⽣徒の登下校時の
⼿助けを⾏った。

8



安全面で工夫した点
① 店社の安全パトロール（毎⽉１回）だけではなく、外部機関へ委

託して毎⽉１回安全パトロールを実施し、専⾨家から⾒た指摘事
項をもとに、事故への芽を事前に取り除く事が出来た。（合計毎
⽉２回のパトロール実施）

9

安全面で工夫した点
② 仙台市消防局の「杜の都防災メール」に登録し、現場員の携帯電

話Eメールに受信できるようにして気象による警報、注意報を随時
取得した。現場で気象情報をリアルタイムに共有（朝礼及び職⻑
定時打合せ時含め）して、⼤⾬、台⾵、暴⾵、⼤雪などの⾃然災
害防⽌に努めた。
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安全面で工夫した点
③ 弊社スローガンを仮囲いへ掲⽰し、近隣住⺠への周知を図ったと

共に作業員への意識向上に努めた。
・現場キレイ １⽇５回清掃
・挨拶の徹底 オアシス運動
・安全スローガン

11

安全面で工夫した点
④ 外部⾜場組⽴時は先⾏⼿摺を使⽤して、墜落災害防⽌に努めた。

⑤ 脚⽴の単独使⽤を禁⽌し、⽴ウマを使⽤して墜落災害防⽌に努め
た。
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安全面で工夫した点
⑥ 内部での⾼所作業には⾼所作業⾞を使

⽤して、⾜場組⽴や脚⽴作業に伴う危
険を排除し、作業スペースの確保、他
職種との混在作業をなくし、墜落災害
防⽌に努めた。

13

安全面で工夫した点
⑦ 隣接する⼩学校校庭と現場敷地は⾼低差が約３ｍあり、現場進⾏

に伴う仮囲い撤去後は危険を遮るものがなくなるために、⼩学校
校庭には児童が⼯事箇所へ近づかないようにバリケードを設置し、
⼯事敷地には作業員が墜落災害を防ぐために親綱⽀柱＋親綱を設
置し、双⽅の安全確保を図った。
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安全面で工夫した点
⑧ 熱中症対策として、WBGT測定機を⽤い測定値の測定、周知（８

時、１０時、１３時、１５時）、WBGT値２８℃を超えた場合は
⼀度作業を⽌めて、作業員各⾃の体調確認、休憩所へのエアコン、
冷⽔器の設置、塩飴の供給を⾏い、熱中症防⽌に努めた。
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完 成
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ご清聴ありがとうございました。
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