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はじめに

当社が請け負った建設工事を完成させるた
めに、⽇頃より並々ならぬ協⼒をいただきあ
りがとうございます。本⽇は、
§1.安全
§2.専門工事
についての説明会を開催させていただいてお
ります。



§1-1.労働安全衛生法

第１条 この法律は、労働基準法 （昭和二十二
年法律第四十九号）と相まって、労働災害の防
⽌のための危害防⽌基準の確⽴、責任体制の明
確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等そ
の防⽌に関する総合的計画的な対策を推進する
ことにより職場における労働者の安全と健康を
確保するとともに、快適な職場環境の形成を促
進することを目的とする。



事業者等の責務

第３条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害
の防⽌のための最低基準を守るだけでなく、快適な
職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場にお
ける労働者の安全と健康を確保するようにしなけれ
ばならない。また、事業者は、国が実施する労働災
害の防⽌に関する施策に協⼒するようにしなければ
ならない。

事業者 ＝ サニックス
事業者 ＝ 協⼒会社



労働者の責務

第４条 労働者は、労働災害を防⽌するため
必要な事項を守るほか、事業者その他の関係
者が実施する労働災害の防⽌に関する措置に
協⼒するように努めなければならない。

労働者 ＝ 社員
（サニックス・協⼒会社）



知らないでは済まされない
労働者の6の法的義務

1.安全状態を保つ義務
2.安全装置の義務
3.保護具の着用使用義務
4.危険な⾏動の禁⽌義務
5.無資格就労の禁⽌義務
6.⾞両系建設機械運転者の自己安全義務と

誘導・合図に従う義務



1.安全状態を保つ義務
（安全衛生法26条、32条、33条、120条）

労働者は安全装置等について、取りはずし、
又はその機能を失わせないこと。必要があると
きは予め事業者の許可を受け、発⾒した時は事
業者に申し出る義務（安衛則 29 条）

労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定
められた場所以外に捨てないようにしなければ
ならない義務（安衛則 620 条）



2.安全装置の義務
⾞両系建設機械の使用する際の使用上の義務

（安衛則151条の175〜236）

3.保護具の着用使用義務
安全帯等の使用義務（安衛則 520 条）
保護帽の着用義務（安衛則 539 条）
安全靴等の使用義務（安衛則 558 条）
呼吸用保護具等の使用義務（安衛則 593 条）

保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護衣等
皮膚障害防⽌用保護具等の使用義務（安衛則 594 条）

保護⼿袋、履物等
騒音障害防⽌用保護具の使用義務（安衛則 595 条）

耳栓等



4.危険な⾏動の禁⽌

危険物がある場所における火気の使用禁⽌
（安衛則 279 条）

火気使用場所の火災防⽌義務
（安衛則 291 条）

昇降設備の使用義務
（安衛則 526 条）

高所からの物体投下による危険防⽌義務
（安衛則 536 条）

⽴⼊禁⽌義務（有害物を取扱う場所等）
（安衛則 585 条）



5.無資格就労の禁⽌義務
（安衛法61条）

クレーンの運転その他の業務で当該業務に就く
ことができる者以外の者は当該業務の禁⽌義務

当該業務に従事するときは免許証その他の資格
を証する書面を携帯義務



6.⾞両系建設機械運転者の
自己安全義務と誘導・合図に従う義務

適正な運転速度をこえての運転禁⽌義務（安衛則 156 条）
運転位置から離れる場合の措置義務（安衛則 160 条）
バケット、ジッパーを地上におろす義務、逸走防⽌義務
転落等の危険が予測される場所に誘導者を配置した場合その誘導者
に従う義務（安衛則 157条）

接触等の危険が予測される場所に誘導者を配置した場合その誘導者
に従う義務（安衛則 158条）

配置された誘導員の⾏なう合図に従う義務（安衛則 158 条）
移動式クレーンでの作業は一定の合図を定め合図者を指名しなけれ
ばならない。作業者はその合図に従う義務（クレーン則 71 条）



§1-2.労働基準監督署
【労働基準監督署とは】

労働基準監督署は厚生労働省の第一線機関であり、
全国に321署あります。労働基準監督署の内部組織
は、労働基準法などの関係法令に関する各種届出の
受付や、相談対応、監督指導を⾏う『方面（監督
課）』、機械や設備の設置に係る届出の審査や、職
場の安全や健康の確保に関する技術的な指導を⾏う
『安全衛生課』、仕事に関する負傷などに対する労
災保険給付などを⾏う『労災課』、会計処理などを
⾏う『業務課』から構成されています。



『方面（監督課）』の主な仕事
◆申告・相談の受付
法定労働条件に関する相談や、勤務先が労働基準法などに違反し
ている事実について⾏政指導を求める申告を受け付ける。
◆臨検監督（監督指導）
労働基準法などの法律に基づいて、定期的にあるいは働く⼈から
の申告などを契機として、事業場に⽴ち⼊り、機械・設備や帳簿
などを調査して関係労働者の労働条件について確認を⾏う。その
結果、法違反が認められた場合には事業主などに対してその是正
を指導する。また、危険性の高い機械・設備などについては、そ
の場で使用停⽌などを命ずる⾏政処分を⾏う。
◆司法警察事務
事業主などが、度重なる指導にもかかわらず是正を⾏わない場合
など、重大・悪質な事案については、労働基準法などの違反事件
として取調べ等の任意調査や捜索・差押え、逮捕などの強制捜査
を⾏い、検察庁に送検する。



弊社の現場にも臨検（⽴⼊調査）は実施され
ています
臨検理由は様々あり、労働基準監督署員のパ
トロールや周辺道路からの発⾒、または、近
隣住⺠からの通報・地元業者からの通報など
です。

臨検では『使用停⽌命令』（⾏政処分）を受
け、数⽇間施工が出来なくなるケースもあり
ました。当該現場のみの使用停⽌命令なら会
社に及ぼす影響は⼩さいですが、度重なる指
導を受けても改善されないと労働基準監督署
が判断すれば、全店舗施工停⽌になってしま
います。

サッカーなどのルールと異なり、イエロー
カード2枚で退場など、⾏政処分に明確な判断
基準はありません。弊社の現状はレッドカー
ドに近い状態かもしれません・・・・



§1-3.現場での安全対策

1.安全朝礼の実施（安全八訓の唱和）
2.危険予知活動（KYミーティング）の実施
3.作業開始前点検
4.現場の巡視
5.後片付け
6.就業時の最終確認



安全書類の作成

安全書類は、協⼒業者様（事業者）で毎⽇作成し、弊社職⻑に提出して
ください。必要となる書類は弊社様式を準備しております。弊社職⻑か
ら受領してください。また、作業⼿順書は作業毎に必要となりますので、
作業前までに準備をお願いします。

書類名 様式 作成時期 必要となる主な理由
新規⼊場者アンケート SANIX 工事開始前 一⼈親方労災加⼊状況調査
作業員名簿 全建統一 四半期毎 作業員資格調査
作業⼿順書 各社 工事開始前 安全な作業計画か確認
新規⼊場者教育 SANIX 工事開始前 作業環境・現場ルールの確認
作業⽇報 SANIX 朝礼時（毎⽇） ⽇々の作業内容・打合せの確認
危険予知活動表 SANIX 朝礼時（毎⽇） リスクアセスメントで災害防⽌
服装・保護具始業前点検 SANIX 朝礼時（毎⽇） 作業状態の確認・災害防⽌
重機始業前点検 SANIX 朝礼時（随時） 作業状態の確認・災害防⽌



§2-1.電気工事

労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条4項
により、事業者は下記の業務に労働者をつかせるときは、
当該業務に関する特別の教育を⾏なわなければならない。

・高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電
電路の⽀持物敷設、点検、修理若しくは操作の業務

・低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電
盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電
路のうち充電部分が露出している開閉器の操作業務



電気工事⼠の資格は経済産業省関係所管の資格であり、
また、電気施工管理技⼠の資格は国⼟交通省関係所管
の資格である。労働安全衛生法関係法令上は免状を取
得しても、労働災害防⽌に関する事項が労働安全衛生
法を満たしていないため、特別教育を受講したとみな
す上位の資格とはならない。

弊社現場で電気工事に従事する作業者は、特別教育を
終了した作業者とする。



電気工事作業中に発生する危険
・高所作業中に安全対策不⾜による墜落
・ハシゴ固定不⾜及び安全帯の破損による墜落
・配線ミスによる発火
・配線工事中による感電
・ヘルメット未装着による頭部裂傷
・重量物との間に指を挟む挫創
・重量物を持ち上げる際に腰痛

怪我をした場合は、直ちに弊社職⻑へ申出てください。



過去にあった事案

・打合せ不⾜による配線⼿直し
・打合せ不⾜によるパワコン位置変更
・打合せ不⾜による建柱位置変更
・パワコン等設置箇所の強度不⾜による⼿直し
・電材、電気工具の盗難

作業前には、弊社職⻑と綿密な打合せをお願いします。
また、弊社職⻑から法的に誤った指⽰があった場合は、
ご教授の程、宜しくお願いします。



梯子の使用方法

労働安全衛生規則第527条
事業者は移動式はしごについては次に定めるところに適
合したものでなければ使用してはならない。

①丈夫な構造であること。
②材料は、著しい損傷・腐⾷がないものとすること。
③幅は30㎝以上とすること。
④すべり⽌め装置の取り付けその他転位を防⽌するため

に必要な措置を講ずること。



・使用場所、方法
①安定しない場所には、設置しない。
②滑りやすい場所には、設置しない。
③⼈の出⼊口やドアの前では、使用しない。

・設置時の注意点
①梯子の⽴掛け角度は75度前後
②屋根、屋上に⽴掛ける場合、先端を60㎝程度

接点より上に出す
③建物の梁や突き出した壁に、⽴掛けて使用しない



脚⽴の使用方法

労働安全衛生規則第528条
事業者は脚⽴ついては次に定めるところに適合したもの
でなければ使用してはならない。

①丈夫な構造であること。
②材料は、著しい損傷・腐⾷がないものとすること。
③脚と⽔平面との角度が75度以下とし、かつ折りたたみ

式のものにあっては、脚と⽔平面との角度を確実に保
つための⾦具等を備えること。

④踏み面は、作業を安全に⾏なうために必要な面積を有
すること。



・脚⽴使用時の大原則
①昇降面を作業対象に向けて作業するのが基本

（倒れにくい方向で作業）
②天板の上には、絶対に⽴たない

（脚⽴の高さが2ｍを超えるものでは、
上から2段目の踏ざんにも⽴たない）

③脚⽴を跨いで作業しない



§2-2.仮設⾜場

平成27年7月1⽇から、⾜場に関する墜落防⽌措置など
を定める労働安全衛生規則が改定されています。

1.⾜場の組⽴てなどの作業の墜落防⽌措置を充実
2.⾜場の組⽴てなどの作業に特別教育が必要
3.⾜場の組⽴てなどの後は注⽂者も点検が必要
4.⾜場の作業床に関する墜落防⽌措置を充実
5.鋼管⾜場（単管⾜場）に関する規定の⾒直し



1.⾜場の組⽴てなどの作業の
墜落防⽌措置を充実

●安衛則第564条
（1）⾜場材の緊結、取り外し、受け渡しなど作業時の安全帯取付設備の設置など
つり⾜場、張出し⾜場、高さが2ｍ以上の構造の⾜場を組⽴て、解体、変更する際
に、⾜場材の緊結、取り外し、受け渡しなどの作業を⾏うときは、次の措置がいず
れも必要です。

①困難な場合を除き、幅40ｃｍ以上の作業床を設置してください。
②安全帯を安全に取り付けるための設備などを設置し、労働者に安全帯を

使用させるか、これと同等以上の効果を有する措置をとってください。



（2）その他の墜落防⽌措置
つり⾜場、張出し⾜場、高さが2ｍ以上の構造の⾜場を組⽴て、解体、
変更する際は、（1）の措置に加えて次の措置が必要です。

①組⽴て、解体または変更の時期、範囲と順序をこの作業に従事
する労働者に周知させること

②組⽴て、解体または変更の作業を⾏う区域内には、関係労働者
以外の労働者の⽴⼊りを禁⽌すること

③強風、大雨、大雪などの悪天候のため、作業の実施について危
険が予想されるときは、作業を中⽌すること

④材料、器具、工具などを上げ、または下ろすときは、つり網、
つり袋などを労働者に使用させること。

ただし、これらの物の落下により、労働者に危険を及ぼすおそれがない
ときは必要ありません。



2.⾜場の組⽴てなどの作業に
特別教育が必要

平成27年7月1⽇以降、⾜場の組⽴て、解体または変更の作業のための業務（地上また堅固な床上での
補助作業の業務を除く）に労働者を就かせるときは、特別教育が必要です。

特別教育の科目『安全衛生特別教育規程』

経過措置
現在業務従事者の方には平成29年6月30⽇までの間は経過措置がありますので、この間に特別教育を⾏
うようにしてください。

科目 時間 時間
（現在業務従事者）

1 ⾜場及び作業の方法に関する知識 3時間 1時間30分
2 工事用設備、機械、器具、作業環境に関する知識 30分 15分
3 労働災害の防⽌に関する知識 1時間30分 45分
4 関係法令 1時間 30分



3.⾜場の組⽴てなどの後は
注⽂者も点検が必要

●安衛則第655条、第655条の2

建設業の元請事業主等の注⽂者は、⾜場や作業構台
の組⽴て、一部解体・変更後は次の作業を開始する
前に⾜場を点検・修理する。

作業開始までに弊社職⻑による点検を実施します。
不備・是正があった場合は、直ちに⼿直しをお願い
します。



4.⾜場の作業床に関する
墜落防⽌措置の充実

（1）床材と建地との隙間
⾜場での高さ2ｍ以上の作業場所に設ける作業床の要件として、
床材と建地との隙間を12㎝未満とすることを追加。

【従来からの規定】 床材間の隙間3㎝以下、作業床の幅40ｃｍ以上
【今回改正で追加した規定】 床材と建地との隙間12㎝未満

▲この規定が適用されない場合▲（上記対策は、床材でなく防網対策可能）
①はり間方向における建地と床材の両端との隙間の合計幅が24㎝未満
②曲線的な構造物に近接して⾜場を設置する場合など、はり間方向での建地

と床材の両端との隙間の合計幅を24㎝未満とすることが作業の性質上困難



（2）⾜場用墜落防⽌設備を取り外す場合の措置
安全帯を安全に取り付けるための設備を設け、かつ、労働者に
安全帯を使用させる措置またはこれと同等以上の効果のある措
置をとることに加えて、以下の2点を追加

①作業の性質上、⾜場用墜落防⽌設備を設けることが著しく困難な場合
や、作業の必要上、臨時に⾜場用墜落防⽌設備を取り外す場合は、関
係労働者以外の者の⽴⼊を禁⽌すること。

②作業の必要上、臨時に⾜場墜落防⽌設備を取り外したときは、この作
業が終了した後、直ちに取り外した設備を元の状態に戻さなければな
らないこと。



5.鋼管⾜場（単管⾜場）に関する
規定の⾒直し

●安衛則第571条
鋼管⾜場の建地の最高部から測って31mを超える部分の建地
は、建地の下端に作用する設計荷重（⾜場の重量に相当する
荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重）がこの建地の
最大使用荷重（この建地の破壊に至る荷重の2分の1以下の荷
重）を超えないときは、鋼管を2本組とする必要はありません。



厚生労働省からの努⼒義務
①墜落する危険を低減させるため、『⼿すり先⾏工法』を積極的に

採用しましょう。
②⾜場の組⽴図を作成しましょう。
③⾜場の組⽴て等作業主任者の能⼒向上を図りましょう。
④上さん・幅木の設置など『より安全な装置』をとりましょう。
⑤⾜場の点検は、十分な知識・経験を有する方で、組⽴てなどの作

業者の当事者以外の方が⾏いましょう。
⑥⾜場で作業を⾏う労働者などの安全衛生意識の高揚を図りましょう。



§2-3.架台及びパネル設置

労働者派遣法により、建設業務への労働者派遣は禁⽌さ
れています。請負事業と称しながらも、実態として『注
⽂主』と『労働者』の間に指揮命令関係や雇用関係があ
る場合には、いわゆる『偽装請負』とみなされ、労働者
派遣法や職業安定法違反となります。

⾒積り段階で請負工事となるように協議しましょう



労働派遣にならないためには

パネル設置や架台組⽴を弊社社員と施工する
際は、下請作業員への指揮命令は下請職⻑か
ら実施します。弊社職⻑から直接指揮命令は
できません。打合せは職⻑同⼠で実施します。
また、混在してしまうと責任の所在がはっき
りしないので、エリアを区分して請け負って
ください。



振動工具を使用する場合

架台やパネル設置時に使用するインパクトレン
チは、振動工具に該当する。そのため振動障害
防⽌の為の安全衛生教育を実施するよう指針が
定められています。

振動工具使用に当たっては予防対策が重要です。



振動障害の症状

①末梢循環障害
⼿指が⽩くなる、⼿が冷たくなるなどの症状

②末梢神経障害
⼿や腕のしびれ、痛みなどの症状

③運動器障害
⼿や腕の痛み、動きが悪くなる、⼒が⼊りにくい

④その他
汗が出やすい、眠りにくい、頭が重い、頭が痛いなど



振動障害の予防

振動障害は、振動工具を使用してもすぐに症状は
現れません。発症までに時間を要することから、
未然に予防することが大切です。予防対策は下記
の四つです。
①工具の選定と点検整備
②振動ばく露限界時間の把握
③作業方法の改善と保護具の使用
④⽇常の健康管理



工具の選定と点検整備

振動工具は、工具本体の振動および作業時の振動が
できるだけ⼩さく、しかも軽いものであって、体に
振動が伝わりにくいものを選ぶことが必要です。ま
た、⽇常点検では、メーカーが推奨している点検要
領などを使用する。
点検項目
①摩耗・損傷 ②油切れ ③変形・⻲裂・破損
④部品のゆるみ・脱落 ⑤ホースの摩耗・ひび割れ



振動ばく露限界時間の把握

指針では、⽇振動ばく露限界値を5.0（m/s2）と
定め、これを超えることが内容に振動ばく露時間
の抑制、振動工具を選定することとしています。
また、⽇振動ばく露対策値を2.5 (m/s2）と定め、
これを超える場合には振動ばく露時間の抑制、及
び低振動工具の選定に努めるとしています。
ノモグラムを用いて振動ばく露時間を把握しま
しょう



作業方法の改善と保護具の使用

同じ筋⾁を連続して⻑い時間使用する作業は、疲
労が増し、回復するのに時間がかかります。従っ
て、使用する振動工具の業務内容ごとに一連続し
て作業することのできる最大時間と、一連続作業
の後の休⽌時間が定められています。締付工具は、
連続作業時間をおおむね30分以内とし、休⽌時間
を5分以上と定められております。なお、頻繁に
断続する作業は一連続作業と考えます。



保護具

保護具は、伝わってくる振動をクッションなどでやわ
らげるもので、防振ハンドルカバーや防振⼿袋などが
あります。また、振動業務には、ほとんどの場合、騒
音や粉じんの発生を伴うことが多く、耳覆い又は耳栓、
保護めがね、防じんマスク、防振⼿袋などを併用する
必要があります。

保護具を使用しても作業時間の延⻑はできません。



⽇常の健康管理

健康管理で大切なことは、⽇常生活において、健
康な体を保つようにたえず心がけることです。特
に、振動障害防⽌対策としては、以下の⽇常生活
を⾒直すことによっても効果が出ます。
①防寒・保温 ②職場以外での振動回避
③適度な栄養と休養 ④禁煙
⑤体操の実施



§2-4.改修工事

住宅改修（リフォーム）工事やビル・マンション等の維
持保全工事は、工事内容が多種多様であり、多くの専門
職を必要とします。また、お客様が工事中に作業を⾒学
されることも多く、作業員のモラルやマナーの欠如を指
摘されるケースもあります。

お客様が満⾜される工事をしましょう



打合せ

お客様との打合せ内容は必ず議事録を残し、
控えを弊社職⻑へお渡しください。また、必
要に応じて図面や設備仕様書を作成した場合
も、同じく弊社職⻑へお渡しください。打合
せの際は、お客様の予定・生活スタイルを考
慮し、工程を決定してください。

打合せ不⾜によるトラブルを防ぎましょう



高所作業の安全対策

労働安全衛生規則 第518条（作業床の設置等）
事業者は、高さが2メートル以上の箇所（作業床の端、開
口部等を除く。）で作業を⾏う場合において墜落により
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、⾜場を組み
⽴てる等の方法により作業床を設けなければならない。
事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難
なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等
墜落による労働者の危険を防⽌するための措置を講じな
ければならない。



スレート等の屋根上の危険防⽌

労働安全衛生規則 第524条
事業者は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根
上で作業を⾏う場合において、踏み抜きにより労働者
に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が30㎝以上の
歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の
危険を防⽌するための措置を講じなければならない。

弊社ではさらに、安全帯(親綱)設置を義務付けてます。



ご清聴ありがとうございました

ご安全に

おわり


