
　能代河川国道事務所事故防止対策協議会(会長：能代河川国道事務所長　坂　憲浩)※１

では、当事務所発注工事等における労働災害の防止と安全衛生環境の向上を目的とし

て、発注者・受注者・労働基準監督署が合同で工事現場の安全点検及び検討等を行う

安全講習会を実施します。

「大館・北秋田地区」及び「能代・山本地区」　合同安全講習会（第１回）

１．実施日時： 平成２９年　８月３１日（木）　　９時３０分～１５時３０分

２．集合場所： 北秋田市交流センター　１階　講堂

３．実施機関： 能代労働基準監督署、受注者、能代河川国道事務所

４．実施日程： 別紙１のとおり　※記載時間は予定であり、変更となる場合があります。

※１能代河川国道事務所事故防止対策協議会

　能代河川国道事務所で発注する工事等の施工に伴う事故の発生を未然に防止し、人的

　物的損失を防ぎ、工事等の円滑な進捗を図ることを目的として、発注者（能代河川国

　道事務所）と受注者（請負業者）で組織され、昭和56年から活動を行ってます。
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平成２９年度 能代河川国道事務所事故防止対策協議会
「大館・北秋田地区」及び「能代・山本地区」

合同 安全講習会(第１回)

１．実施日時

平成２９年８月３１日（木） ０９：３０～１５：３０

２．集合場所

北秋田市交流センター１階 講堂

（秋田県北秋田市材木町２－２ TEL０１８６－６３－２３２１）

３．検討会場

[ 同 上 ]

４．現場合同視察 ０９：３０～１２：００

(１)集 合 ０９：３０

(２)行程及び留意点説明 ０９：３０～０９：４０

(３)現場視察 （対象現場） ０９：４０～１２：００

Ａ班の視察現場

① 「小繋地区道路改良舗装工事」

② ｢新山前地区改良舗装工事」

Ｂ班の視察現場

③ ｢長坂地区河道掘削工事」

④ ｢藤株前田地区舗装工事」

５．視察結果検討会 １３：００～１４：２０

Ａ班進行 能代国道維持出張所長

Ｂ班進行 木村建設監督官

１）視察結果とりまとめ（各班毎） １３：００～１４：００

２）視察結果発表（全体） １４：００～１４：２０

６．講話 １４：２０～１５：２０

能代労働基準監督署 阿部安衛課長

７．講評 １５：２０～１５：３０

能代労働基準監督署 阿部安衛課長

能代河川国道事務所長

８．解散 １５：３０



Ａ班パトロ－ル現場 位置図 

視察現場 

集合場所・検討会会場 

場所 移動手段

出発 9:40
小繋地区道路改良舗装工事 到着 9:55
　現場事務所【20分間】 出発 10:15
小繋地区道路改良舗装工事 到着 10:20
　現場【20分間】 出発 10:40
新山前地区改良舗装工事 到着 10:45
　現場【45分間】 出発 11:30

到着 11:50

時間

北秋田市交流センター
車

車

車

車
北秋田市交流センター



小繋地区道路改良舗装工事 

小繋地区道路改良舗装工事 

(現場事務所箇所) 

新山前地区改良舗装工事 

(現場パトロ－ル箇所) 

Ａ班パトロ－ル現場 詳細図 

場所 移動手段

出発 9:40
小繋地区道路改良舗装工事 到着 9:55
　現場事務所【20分間】 出発 10:15
小繋地区道路改良舗装工事 到着 10:20
　現場【20分間】 出発 10:40
新山前地区改良舗装工事 到着 10:45
　現場【45分間】 出発 11:30

到着 11:50

時間

北秋田市交流センター
車

車

車

車
北秋田市交流センター



　

　

Ｂ班パトロ－ル現場 位置図 

長坂地区河道掘削工事 

(現場パトロ－ル箇所) 

長坂地区河道掘削工事 

(現場事務所箇所) 

北秋田市綴子字高野尻26-1 

藤株前田地区舗装工事 

(現場パトロ－ル箇所) 

藤株前田地区舗装工事 

(現場事務所箇所) 

北秋田市脇神字米ノ岱27-3 

集合場所 

検討会会場 

場所 移動手段

出発 9:40
長坂地区河道掘削工事 到着 10:00
　現場【20分間】 出発 10:20
長坂地区河道掘削工事 到着 10:25
　現場事務所【20分間】 出発 10:45
藤株前田地区舗装工事 到着 11:05
　現場【20分間】 出発 11:25
藤株前田地区舗装工事 到着 11:30
　現場事務所【20分間】 出発 11:50

到着 12:00
北秋田市交流センター

車

時間

北秋田市交流センター
車

車

車

車



　

　

Ｂ班パトロ－ル現場 詳細図１ 

場所 移動手段

出発 9:40
長坂地区河道掘削工事 到着 10:00
　現場【20分間】 出発 10:20
長坂地区河道掘削工事 到着 10:25
　現場事務所【20分間】 出発 10:45
藤株前田地区舗装工事 到着 11:05
　現場【20分間】 出発 11:25
藤株前田地区舗装工事 到着 11:30
　現場事務所【20分間】 出発 11:50

到着 12:00
北秋田市交流センター

車

時間

北秋田市交流センター
車

車

車

車

長坂地区河道掘削工事 

(現場パトロ－ル箇所) 

長坂地区河道掘削工事 

(現場事務所箇所) 



Ｂ班パトロ－ル現場 詳細図２ 

場所 移動手段

出発 9:40
長坂地区河道掘削工事 到着 10:00
　現場【20分間】 出発 10:20
長坂地区河道掘削工事 到着 10:25
　現場事務所【20分間】 出発 10:45
藤株前田地区舗装工事 到着 11:05
　現場【20分間】 出発 11:25
藤株前田地区舗装工事 到着 11:30
　現場事務所【20分間】 出発 11:50

到着 12:00
北秋田市交流センター

車

時間

北秋田市交流センター
車

車

車

車

藤株前田地区舗装工事 

(現場パトロ－ル箇所) 

藤株前田地区舗装工事 

(現場事務所箇所) 
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