
1 
 

中 建 協 だ よ り   ５月 臨 時 号 

                                               平成２７年５月７日 

平成２７年度安全標語 
                  
〔 安全委員長賞 〕 

一人一人の小さな改善 やっと得られる大きな安全 

皆で無くそう 職場の危険 

作者 藤 井 顕 彦 氏（晃亜興業 ㈱） 

 

い ろ い ろ な 情 報  
○「札幌中小建設業協会安全大会」が終わる 

４月２４日午後から、平成２７年度の安全大会を７１社会員１５３名、札

幌市４名の参加で開催しました。大会の中で、安全標語の入選者の表彰、優秀

技術者の表彰及び

山王建設㈱木村忠

雄氏の謝辞、続いて、

札幌市建設局高橋

工事課長、都市局東

山建築工事担当課

長、水道局天野南部

配水管理課長から

「安全講評」、吉岡

建設局長から激励

のことばがあり、

後に新立大一興業

㈱工藤学氏の「安全

宣言」が行われ、盛         “安全大会での表彰風景” 

会のうちに閉会いたしました。参加会員の皆様も今年 1年現場の安全に注意を払わ

れて、事故の無いよう決意を新たにいたしました。 
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建設局長安全大会激励のことば  
                       建設局長 吉岡  亨 氏 

札幌中小建設業協会の皆様におかれましては、地域に根ざした建設業の中枢を担

うお立場として、日ごろより札幌市の都市基盤整備の推進にご尽力いただいている

ことにつきまして、この場をお借りいたしまして、厚くお礼申し上げます。 
また、札幌市の将来に向け、今後ますます重要となります「安心で快適なまちづ

くり」に対しましても、これまでと同様、特段のご理解、ご協力をいただけますよ

う、あらためてお願い申し上げるところでございます。 
建設局長に就任後一年を経過いたしまして、この一年間、皆様方のご活躍ぶりを

拝見させていただいておりますが、札幌市の建設事業は協会の皆様一人ひとりのお

力により成り立っているということを、実感しているところでございます。 
今年度につきましても、引き続き、協会の皆様のご助言、ご助力をいただかなけ

ればならないことと思っておりますので、是非とも、よろしくお願い申し上げます。 
さて、本日は、建設工事が本格化するシーズンを前にしての安全大会ということ

でございますが、このような安全大会をはじめとして、会員の皆様それぞれが、日

常の業務の中で、労働災害の防止に取り組まれているとお聞きしており、皆様の活

動に対しまして敬意を表するとともに、感謝申し上げる次第でございます。 
昨年度の札幌市発注の道路工事関係では、安全講話でもありましたとおり、事故

件数としては、前年度２３件に対し３１件と増加いたしました。 
なかでも、７月の事故の発生の増加が顕著となっておりますが、一方で例年事故

件数の増加が顕著であります、１１月の事故発生件数は減少しております。 
全体的に工事 盛期が前倒しされた影響と考えておりますが、７月は１１月と異

なり降雪前のいわゆる追い込み作業をする必要はなく、余裕をもって工事を進める

ことができるものと思います。 
７月の事故の増加していること、また、１０月の事故が依然として多いことは、

気温が急激に変化するなどの影響や、いわゆる慣れからくるものと考えられるとこ

ろでありますが、安全管理の徹底により、事故の増加は防ぐことができるものと考

えております。 
また、昨年度は、インフラ損傷事故が多く発生しておりますが、発生事故の原因

を見てみますと、「確認不足」や「不注意」などのいわゆる「ヒューマンエラー」

が原因と思われるものが多く見受けられます。 
ヒューマンエラーについては、不慣れ・経験不足による初歩的なミスもあります

が、多くはもう少しの配慮があれば、防ぐことが出来たものも多いと考えられます

ので、今一度、現場における安全教育、安全管理の徹底についてお願いする次第で

あります。 
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ひとたび事故が発生いたしますと、その代償は大きく、被災者はもとより、事故

の当事者や同僚、家族も不幸になってしまいます。 
そういった意味で、このような機会に、今一度、労働災害防止の重要性を認識し、

安全管理に対する意識を新たにするということが大切ではないかと思うところで

ございます。 
皆様におかれましては、現場や職場での研修、あるいはＫＹ活動など、日々の安

全活動などを通じ、意識の高揚を図っていただくとともに、安心して働ける環境づ

くりに力を注がれますよう、お願いするところでございます。 
札幌市におきましても、職員に対し、工事の安全管理についての意識啓発を図っ

ているところではございますが、今後、より一層の安全管理体制の確立と事故防止

を目指して参りたいと考えております。 
後になりますが、札幌中小建設業協会のますますのご発展と、会員の皆様のご

健勝・ご活躍を心よりお祈り申し上げて、私からの挨拶とさせていただきます。 

 

平成２７年度安全大会講評  
４月２６日行われた安全大会において、札幌市から３課長が出席され、安全

講評をいただきました。現場の参考になると思いますので、この臨時号に掲

載します。 

建設局土木部関係 ～    講師 土木部工事課長 伊藤  仁 氏 

建設局土木部工事課長の 高橋 でございます。 

本日は、札幌中小建設業協会の安全大会にお招きいただき、ありがとうございま

す。 

会員の皆さまには、日頃から本市の道路行政、河川行政をはじめ、雪対策や災害

復旧など、都市運営の根幹を支える取組みに対し、ご協力をいただいておりますこ

とに、この場をお借りいたしまして、厚く御礼申し上げます。 

本日は、工事が本格化していく、シーズンに向けての安全大会でありますので、

「安全管理について」ということで、平成 26 年度の事故発生状況と平成 27 年度の

事故防止対策について、お話をさせていただきたいと思います 

まず、平成 26 年度土木部所管工事の事故発生状況でありますが、本庁土木部と

区土木部の所管工事の事故発生件数は 31 件でありました。近年もっとも事故件数

が多かった平成 24 年度の 34 件に次ぐ多さとなっており、近年で も少なかった平

成 25 年度と比較いたしますと、7件の増加となっております。 

例年の傾向では、11 月の工事追い込み期にかけて、事故件数は多くなるところで 

ありますが、昨年は 11 月の事故発生は少なくなっており、一方で夏場の事故件数

が増えております。特に７月の事故が多くなっており、早期発注の影響などにより、
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工程が全体的に前倒しされたことによる影響であるものと考えております。 

それでは、昨年度の事故につきまして、４点ほどお話をさせていただきます。 

まず、１点目ですが、昨年度の事故の傾向を見てみますと、水道管を切断するな 

どのインフラ損傷事故が 13 件と、全体の約 40%を占める割合となっております。こ

れらの事故の原因は、管の位置が図面と異なっていたなど、事前の把握が難しいと

思われるものもありましたが、明らかに確認不足と思われるものや、「この位まで

なら大丈夫であろう」、といった安易な行動が原因と思われるものも多くあり、も

う少し配慮がなされていれば、ほとんどの事故は防ぐことができたものと考えてお

ります。今後、これらに起因する事故件数を減らすことは、十分可能であると思い

ますので、引き続き、事故防止に努めて頂きますようお願いいたします。 

２点目ですが、ユニックのブームを、格納し忘れたことによる事故が３件発生し 

ております。いずれも重大な事故にはつながらなかったものの、一部には、信号機

を傾かせるなど、後続車両がいた場合、重大な事故につながりかねないものもあり

ました。走行前のブーム格納の確認はもっとも基本的な事柄であると思いますので、

安全教育の徹底に努めていただきたいと考えております。 

３点目ですが、昨年度は同一の工事で、複数の事故が発生したものが５件ござい 

ました。事故の内容にもよりますが、同じ現場で 2回目の事故が発生するというこ

とは、あまりに事故防止の認識が不足しているものと思われます。このことは、工

事成績なども含め、より厳格な形で対処すべきと考えておりますので、是非、注意

をお願いしたいと考えております。 

４点目ですが、昨年度は、参加停止措置につながる比較的重大な事故が２件発生

いたしました。 

1 件目は、作業員が擁壁から転落し、骨折した事故であり、擁壁の平場での手す 

りの高さが、安衛則で規定されている高さを満たしていなかったものです。         

2 件目は、勾配が 8％の坂道で、下に向かってフィニッシャーを荷卸しした際フ 

ィニッシャーが暴走したものであります。安衛則では、平坦な場所での積み下ろし

を規定しており、また、フィニッシャーの運転マニュアルで禁止されている、坂道

でのギアの切り替えを行っていたことも事故発生の一因であります。 

この様に、昨年発生した重大事故は、明らかな法令違反・機械操作マニュアル違 

反を犯しており、これらの遵守は、作業を行う上での 低限のルールでありますの

で、改めての徹底をお願いいたします。 

以上、お話しいたしました事故原因は、作業手順の誤り、周辺状況の確認不足、 

および作業員の不注意が主なものであり、もう少し安全管理に対する配慮がなされ

ていれば、防げたものが殆どであります。 

改めまして、各現場において、安全ミーティングや KY 活動などを通じ、作業手 

順、合図方法の確認について、徹底をお願いしたいと考えております。 
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一方、一般車両に係る事故については、平成 24 年度は 15 件ございましたが、平

成 25 年度 5件、平成 26 年度 4件と大幅に減少しております。 

事故の内容から、運転者の不注意が原因と思われるものや、天候の急変によるも 

のなど、通常の安全管理をしていても避けられないものもありますが、十分に現場

管理に配慮していただいたことや、早めの対策を講じていただいた効果の表れと認

識しており、引き続きの現場管理をお願いしたいと考えております。 

次に平成 27 年度の安全対策であります。 

土木部所管の工事安全管理委員会では、毎年、工事現場毎に、重点目標を設定し 

ていただいております。 

平成 23、24 の２年間は、これまでの事故傾向から「転落・墜落事故の防止」と、 

先ほどの事故傾向のところでもお話しした「地下埋設物、架空線の事故防止（イン

フラ事故防止）」のうち、どちらか一方を選択して、重点目標として取り組んでい

ただくようにしておりましたが、平成 25 年度から、現場毎に自由に設定して頂く

ようにしております。 

この目的は、安全対策を検討するにあたり、現場担当者に、その現場の特徴を的 

確に把握していただくことにあります。 

工事着手時に監督員から指示があると思いますが、まずは、各々の現場状況を的 

確に把握し、その現場で も注意すべき事項を、重点目標として設定し、安全対策

に取組んでいただきたいと思います。 

後になりますが、工事の安全を確保し、事故を防止するためには、中小建設業 

協会の皆様をはじめとする施工者の皆様と、私ども発注者とが一体となって、取り

組んでいく必要があります。 

私ども、工事を発注する側といたしましては、今後も関係機関との連携を密にす 

るとともに、職員に対しては、あらゆる機会を通じて、工事の安全に対する意識の

啓発を図ってまいりたいと考えております。 

会員の皆さまには、今後も安全対策に積極的に取組んでいただき、無事故・無災 

害の達成と、高い企業評価を得ることができますよう、ご祈念申し上げまして、私

の話を終わらせていただきます。 

 

都市局建築部関係 ～ 講師 建築部建築工事担当課長 山田 祐治 氏 

都市局建築部建築工事課工事担当課長の東山と申します。 

本日は、 札幌中小建設業協会の安全大会にお招きいただき、 誠にありがとうご

ざいます。 皆様方には、  日頃から札幌市の公共施設の建設に御尽力いただき、 こ

の場をお借りして厚く御礼申し上げます。 

さて本日は、 皆様の安全大会の趣旨を踏まえまして、 昨年もお話ししておりま
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すが、 私ども建築部で設置しております工事安全管理委員会の取組と、 平成26年

度の発注工事における事故発生状況についてお話ししたいと思います。 

１   建築部工事安全管理委員会の取組 

建築部の工事安全管理委員会の設置の経緯でございますが、 今から 18 年前の平

成９年に、 当部で発注した工事現場において、 近隣住民の方がお亡くなりになる

という大事故が発生いたしました。 これを契機に、建築部に当委員会を発足し、 二

度とこのような痛ましい事故を起こさないよう、現場災害の未然防止に向けた様々

な取組を行うとともに、事故が起こってしまった際の、 迅速な事後対応の手続につ

いても定めております。 

事故の未然防止のための活動といたしま しては、 ①工事安全パ トロールの実施、 

②工事安全管理ニュースの発行、 そして③工事安全管理重点目標の設定―という三

つの項目を主として行っております。 今日は、 これらの概要をお話ししたいと思

います。 

（１）工事安全パトロールについて 

まず、 一つ目の 「工事安全パトロール」 に関してでございます。 

発注工事の安全パトロールは、毎年、数回実施しておりますが、近年は、 大規模

工事だけでなく、 比較的規模の小さな工事も対象にしております。また、毎年10月

を「事故防止強調月間」 としており、労働基準監督署にも同行をお願いし、 専門

的な見地から意見を伺ってパトロールの強化を図っているところです。 

特に、外部足場については、手すり・中桟・幅木・作業床の設置状況など、墜落・

転落防止措置に重点を置いて点検するとともに、足場に物を放置していないか、 現

場内が整理整頓されているかなどを確認しております。 

パトロールは、 工事の安全に関する意識を高めていただくことに重点をおいて実

施しておりますので、 対象となられた現場の皆様には、 書類の整理なども含めて

大変御苦労をおかけしておりますが、 今後とも皆様のご理解と御協力をよろしくお

願いいたします。 

（２）工事安全管理ニュースについて 

次に、 二つ目の 「工事安全管理ニュース」 についてでございます。 

工事安全管理ニュースは、 工事安全管理委員会の事務局で作成し、 本市発注物件

を受注していただいている、 建設会社やその工事現場事務所、設計事務所などの皆

様から登録いただいたメールアドレスに定期的に配信しています。 現在、 あわせ

て200件余り の登録をいただいております。 

主な記事として、安全パトロールの結果報告、事故の発生状況、 自然災害の注意

呼び掛けなど、 工事安全管理に関する様々な情報を発信しております。 
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安全管理ニュースのメール配信を希望される方がいらっしゃいましたら、 事務局

であります当部の建築保全課の方に御連絡いただければと思います。 
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（３）「工事安全管理重点目標」 について 

三つ目は、 「工事安全管理重点目標」 についてでございます。 

工事安全管理委員会において、建築部発注工事における安全管理の 「重点目標」 を 

設定しております。 

ここ数年、重大な事故の多くが墜落・落下事故であることから、 

１番目を、 「危険予知活動の徹底」 

２番目が、「墜落・落下事故の防止」 

３番目を、「交通安全・火気管理の強化」 

として工事現場の安全管理に努めており ます。 

２  建築部発注工事における事故の発生状況・種別・原因 

続きまして、建築部の発注工事における事故の発生状況について報告いたします。 

ここ数年、事故の発生件数は、年間5件前後で推移していたのですが、平成26年度

は17件と、例年と比べても非常に多い状況にあり、そのうち9件は骨折といった重傷

事故となってしまいました。 

ほとんどの現場では、 無事故を念頭に置いて、 細心の注意を払って現場を監理

していただいているのですが、 これらの事故の原因を調べてみると、 いわゆるケ

アレスミスといった作業員の不注意であったり、仮設計画や人員配置の不備といっ

た基本的な安全対策が徹底されていないということがあるようです。 

また、 建築部では毎月 、 労働基準監督署から業種別の労働災害発生状況につい

て情報を頂いております。 

建設業における休業４日以上の災害件数は、前の年から約5％増加して330件でご

ざいましたが、このうち建築工事業は約30％も増加しており、180件もの災害が発生

しております。 

また、建設業全体での死亡災害の発生数については、例年3件程度で推移していた

のですが、 平成26年は7件も発生しております。 

幸いなことに、 私どもの発注工事からは、 死亡事故と して労働基準監督署に報

告する案件はございませんでしたが、 一歩間違えば大きな事故になっていたかも知

れないと考えております。 

改めて皆様にお願いしたいのは、 工事現場においては、 どんな作業をしていて

も危険が伴うということを前提に「危険予知活動」を継続的に実施していただきた

いこと、 そして、 公衆災害防止のための安全対策と作業確認を徹底していただき

たいということです。 

事故報告などは、 先ほどお話ししま した工事安全管理ニュースで随時配信して

おりますので、 ミーティングや職場内研修を通じて情報を共有し、 工事現場で再

確認していただければと思います。  どうかよろしくお願いいたします。 

３  おわりに 
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後になりますが、北海道内の建設工事現場においては、職人の確保や資材の調

達など、 今後も大変な状況が続くものと思われます。 

また、 札幌市も公共建築物の老朽化が進んできておりますので、 これらの建て

替えや改修など、 これからも継続的に皆様方のお力をいただいて工事を進めていか

なくてはなりません。 私どもも、適正な工事積算や工期設定、 早期発注などに努

めてまいりますので、 引き続きご理解と御協力のほどをお願い申し上げまして、 本

日の安全大会の安全講評とさせていただきます。 

本日は、 ありがとうございました。 

 

水道局給水部関係 ～   講師 給水部南部配水管理課長 天野 博巳 氏 

水道局給水部南部配水管理課の天野と申します。 

札幌中小建設業協会の皆様には、日頃より本市水道事業に対しまして、ご理解・

ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

私からは、平成 26 年度の水道局の工事安全管理への取り組み状況と事故事例等に

ついてご報告いたします。 

水道局では、平成 5年度から工事現場での安全管理に対する取り組みとして、「工

事安全管理委員会」を組織し、各現場の安全管理の徹底と事故防止に向けた活動を

行ってきております。 

その中で、26 年度の安全標語、「声掛けは 無事故へつなげる 第一歩 そこか

ら始まる ゼロ災害」を掲げるとともに、過去の事故事例を基に三つの安全重点項

目として、 

① 交通事故の撲滅 

② 重機による労務災害の撲滅 

③ 地下埋設物の損傷防止 

を設定しまして、災害の撲滅に取組んできたところであります。 

「工事安全管理委員会」では工事安全パトロールを実施しており、昨年度は、合

計で 91 箇所の現場を点検しております。 

それらパトロールの結果は概ね良好な状況でございましたが、その一方で、指摘

事項がいくつかございましたので、主な内容を申し上げますと、 

 建設機械災害の防止に関すること  

・休止中の工事車両のキーの抜き忘れ 

・重機の旋回範囲内への作業員の立ち入り 

 標識類の設置状況の不備に関すること 

・予告看板の不足、不安定、施工者名の明記なし 

などでございました。 

これらの指摘事項につきましては、日頃より工事監督員からも指導されていると

思いますが、例年、同じ内容の指摘が上位を占めており、今一度、現場代理人の方々

に徹底をお願いいたします。 

逆に評価された項目も多く挙げられております。今後とも工事現場における安全

対策の向上、住民へのわかりやすい説明などにより、一層の充実を図るようお願い
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いたします。 

 次に、平成 26 年度に水道工事で発生した事故関係ですが、人身３件と物損８件の

計１１件の事故が発生しております。 

 人身事故の事例をあげますと、道路を清掃中の作業員が移動していたバックホウ

の横で転倒し、右足がバックホウに接触した事故がございました。 

原因としては、 

・重機の旋回範囲内に入って作業をしていた。 

・誘導なしに重機を移動した。 

などが挙げられております。 

次に物損事故の事例をあげますと、坂道で自走式バックホウによる管路掘削を

終えて、バックしようとした際に、坂を滑るように下りＴ字路の車道を横断し、歩

道上のＮＴＴ電柱と消火栓に衝突、破損させたものがございました。油圧ブレーキ

の故障が招いた事故であり、整備点検の甘さと坂道での作業に対する認識不足であ

ったことが原因として挙げられます。 

 これらの事故は、作業前の詳細な点検や予防対策などを講ずることにより、未然

に防止できたものと考えます。 

水道局では工事を発注する際、工事着手時に工事における注意事項や安全重点目

標を記載した、「水道工事現場の安全管理の徹底について」と、過年度の水道工事で

の「事故事例集」を、受注業者の皆様に配布し、安全管理に対するより一層の意識

向上に努めております。 

後になりますが、今年 1 年間、労働災害と公衆災害の「発生ゼロ」を目指し、

安全・安心な現場管理と事故防止に努めていただくことをお願いし、私からの報告

いたします。 

 

○「札幌中小建設業協会普通救命講習会」が終わる 
 ４月２０日午後、３時間に渡って平成２７年度普通救命講習会を会員４２名の参

加で開催しました。 

 来年度も同じ時期に行いますので、今年度受講出来なかった人は、来年度参加す

るようにして下さい。 

  

                               

 

                              以上 


