
 1 

 中 建 協 だ よ り    ５月 臨 時 号 

                                               平成３０年５月９日 

平成３０年度安全標語 
                  

〔 会 長 賞 〕 

そだね!! 皆で声掛けて 今日も安心 種を撒く 

育てて安全 明るい職場 

 

作者 安 田 絵梨子 氏 （安田興業㈱） 

 

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２７日午後から、平成３０年度の安全大会を７３社会員１５０名、札

幌市５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㈱渡邊俊範氏の

謝辞、続いて、札幌

市建設局松浦工事課

長、都市局平田建築

工事担当課長、水道

局辻南部配水管理課

長から「安全講話」、

河原建設局長から激

励のことばがあり、

最後に、安田興業㈱

安田絵梨子氏の「安

全宣言」が行われ、

盛会のうちに閉会い

たしました。    “安全宣言” 

参加会員の皆様も今年 1 年、現場の安全管理に注意を払い、事故の無いよう決意

を新たにしました。 
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建設局長安全大会激励のことば 建設局長 河原 正幸 氏 
 

ただいまご紹介をいただきました、札幌市建設局長の河原でございます。 

本来であれば市長が出席をいたしまして、皆様にご挨拶を申し上げるべきところ

でございますが、公務により、出席がかないませんでしたので、私より、ご挨拶を

させていただきます。 

 札幌中小建設業協会の皆様におかれましては、日ごろより札幌市のインフラ整備

の推進や除雪事業、更には災害時の対応など、本市行政に対しまして、ご理解、ご

協力をいただいており、この場をお借りして、厚くお礼申し上げます。 

さて、本市の各工事部局においては、近年、工事発注時期の平準化や適切な時期

の施工などを目的として、ゼロ市債を活用するなど、早期発注に取り組んでおり、4

月に入りまして、いよいよ本格的に工事が動き出す時期を迎えております。 

本日は安全大会ということでございますが、会員の皆様それぞれが、日常の業務

の中で様々な場面において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。 

引き続き、皆様におかれましては、事故を未然に防ぐため、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。 

また、札幌市におきましても、週休 2 日試行工事やフレックス工期の実施など、

現場の労働環境改善に資する取り組みを進めるとともに、工事の安全管理について、

職員の意識啓発を図るなど、無事故・無災害を目指し、皆様と一体となって取り組

んでまいりたいと考えております。 

最後になりますが、札幌中小建設業協会の益々のご発展と、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。 
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 平成２９年度安全大会講話  

４月２７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、安全講話を

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  松浦 宏 氏   

建設局土木部工事課長の 松浦 でございます。この度、4月1日をもちまして着任いたしま

したので、よろしくお願いいたします。 

札幌中小建設業協会の会員の皆さまには、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、都市インフラの根幹を支える取り組みに対し、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、これからの工事の本格化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 29年度の事故発生状況と平成 30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。 

（１ 平成 29年度土木部所管工事の事故発生状況） 

まずは、事故の発生状況についてご説明いたします。 

平成 29 年度における土木部所管工事（これは、本庁土木部、区土木部合わせてです

が）の事故発生件数は合計で 27件でありました。平成 28年度は 24件でしたので、前年

比でいうと 3件の増加となり、ほぼ横ばいの状況ですが、近年で最も少なかった平成 27年度

の 14件と比較すると、約 2倍の件数となっております。 

事故の内容としましては、全 27件のうち、人身事故が 3件、物損事故が 24件となってお

ります。 

また、発生時期としましては、例年は、秋の工事追い込み期に事故が多くなる傾向が見ら

れますが、平成 29年度につきましては、6月に 5件、8月に 7件と夏に多く発生した状況で

ありました。 

続きまして、昨年度発生した事故につきまして、３点ほどお話をさせていただきます。 

まず、１点目として事故内容についてですが、水道の給水管、地下埋設ケーブルや架空

線の切断といったインフラ損傷事故が 14 件と、全体の約半分となっております。なかでも水道

の給水管を切断した事故が 6件と特に多くなっております。 

埋設物につきましては、実際に埋まっている位置が図面と異なっていたなど、発見が難しいと

思われるものもありますが、事前の確認不足が原因と思われるものもあり、もう少し注意深く確

認をしていれば防げたというケースもありました。 
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また、タイヤやバンパーの損傷などの通行車両の事故が 8件とインフラ損傷事故に次いで多

く発生しました。これは、工事により発生した段差が原因であったことから、改めて段差摺り付

けの重要性を認識したところであります。 

その一方で、歩行者に関する事故は発生せず、通行者への注意喚起に配慮していただい

たことや、路面の管理にあたり、早めの対策を講じていただいた効果の現れと認識しておりま

す。 

このほか、事故件数にはカウントしておりませんが、運転者の不注意により、交通誘導警備

員が巻き込まれるという人身事故や現場の安全施設を破損する物損事故など、通常の安全

管理をしていても避けられない事故も数件発生しておりますので、現場に従事される方々に

注意喚起をお願いしたいと考えております。 

 

２点目は、事故の原因についてです。さきほども申し上げましたが、昨年度は、人身事故

が 3件発生しております。この 3件は、すべて作業員が負傷する事故でしたが、不注意による

ものもあり、改めて各現場において、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。 

 

３点目は、同一工事における事故についてです。例年、同一の現場において複数回事故

が発生するケースもあり、昨年度も複数の事故が発生した現場がありました。 

事故の原因や内容にもよりますが、複数回の事故は、工事成績の大幅な減点なども含め、

より厳しい対応となる場合もありますので、注意をお願いしたいと考えております。 

 

（２ 平成 30年度の安全対策） 

  続きまして、平成 30年度の安全対策についてご説明いたします。 

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。 

この取組を始めた平成 23年および 24年の２年間は、「転落・墜落事故の防止」と、「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きました。平成25年度以降については、現場毎に目標を自由

に設定して頂くよう変更しておりますが、これは、安全対策を検討するにあたり、その現場の特

徴を反映させることを目的としたものです。昨年については全ての現場で目標の設定をしてい

ただきました。 

引き続き、各々の工事の特性や、現場周辺の状況を的確に把握したうえで、その現場で

最も注意すべき事項を重点目標として設定し、安全対策に取り組んでいただきたいと思いま
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す。 

なお、本市でも、各発注課による安全パトロールを実施しておりますが、その中で重点目標

に対する実施状況についても確認することとしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

最後になりますが、工事の安全を確保し、事故を防止するためには、札幌中小建設業協

会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ると考えております。 

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、

職員に対しても、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り組んでいただき、無事故・無災害を

達成できることを祈念いたしまして、私の話を終わらせていただきます。 

 

 

 都市市局建築部関係 ～   講師 建築部建築工事担当課長  平田 成秀氏 氏  

都市局建築部工事担当課長の平田と申します。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 29 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。 

 

公共建築工事の安全管理について 

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 21 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。 
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１－１ 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としております。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ご協力をよろしくお願いいたします。 

１－２ 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、本市発注工事を受

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 325 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、各季節特有の災害事例と

その防止対策など、工事安全管理に関する様々な情報を発信しております。 

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。 

１－３ 「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・転落災害であることから、 

１番目を、「危険予知活動の徹底」 

２番目を、「墜落・転落災害の防止」 

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。 

平成 29 年度は 7 件の事故が発生しました。 
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多くの現場では、無事故、無災害を念頭に、細心の注意を払って現場の施工、監理を行っ

ていただいているところと思いますが、昨年度は、高所からの転落による怪我が多く、不注意や不

安全行動により発生したものでした。なお、被災した作業員の経験年数や年齢に、大きな差は

見られていません。 

また、建築部では毎月、労働基準監督署から札幌中央署及び札幌東署管内の業種別労

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 7.7％増加の 290 件、このうち建築工事業は約 0.7％減少の 137 件の

災害が発生、事故件数全体としましては、前年より 5 件ほど減少しております。 

建設業全体での死亡災害の発生数については前年と同じ 4 件でしたが、建築工事業にお

ける死亡災害については、0 件となっております。 

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 社会保険等未加入対策について 

建築部発注工事における事故の発生状況等については以上でございますが、ここで、安全

対策からは少し話が変わりますが、札幌市発注工事における社会保険等未加入対策について、

お話をさせて頂きます。 

札幌市では、社会保険等未加入対策として、昨年の 4 月から一次下請を社会保険等の

加入業者に限定する取組みを実施していますが、平成 30年 4 月 1 日以降に告示する工事

から、二次以下の下請負人についても社会保険等の加入業者に限定する取組みが始まりまし

た。下請負人が健康保険・厚生年金保険・雇用保険のいずれか一つでも、適正に加入してい

ないことが判明した場合は、受注者に対して、札幌市が指定する期間内に、下請負人が適正

に社会保険等の加入手続きを済ませ、加入確認書類を提出するよう文書で請求することにな

ります。 

指定期間内に加入書類を提出された場合は、受注者に対するペナルティ措置はありません

が、提出されなかった場合は、受注者に対して参加停止措置と工事成績評点の減点が行われ

ます。受注者に対するペナルティ措置の実施は、来年度の平成 31 年度からとなりますが、皆

様方におかれましては、下請負人の社会保険等の加入状況の確認を確実に実施して頂きます

ようよろしくお願いいたします。 
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４ おわりに 

最後になりますが、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  辻 克 己 氏  

 

水道局給水部南部配水管理課長の辻と申します。 

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。 

私はこの４月に着任しましたが、これまで長く下水道と水道の工事に携わってまいりました。

さて、私からは、平成 29年度における札幌市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。 

当局では、公共工事に係る工事現場の作業従事者 や 近隣の住民など第３者の安

全確保と災害を未然に防止し、工事の円滑な施工と事故の根絶を目的として、 

平成 5 年度に 「水道局工事安全管理委員会」 を設置し、様々な活動を展開してき

ています。 

例えば、各現場における安全管理の徹底と事故の防止を目指すための、啓発活動を行

うとともに、工事安全パトロールを実施して現状を把握し、その振り返りを更なる安全の向

上につなぐほか、研修会や講習会を開催しています。 

啓蒙活動の１つめとしては、請負者と当局が一つになってゼロ災害を目指すための共通

スローガン、いわゆる水道工事に関する「安全標語」を毎年策定しています。 

平成 29 年度は 「ハッとして 見つけた危険 すぐ改善 明日（あす）へつながる 無

災害」 という標語を皆様の職場や事務所などに掲示していただくほか、当局の事務室にも

掲示し、官民一体となって安全対策に対する意識の高揚を図っています。 
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参考までに、昨日行われた「水道局工事安全管理委員会」 の中で、 

平成 30年度は、「ゆるむ心にせまる危険 安全確認 もう一度」という標語が最優秀に

なったと報告がございました。 

続いて、啓蒙活動の二つ目としては、過去の事故事例を基に、安全対策の中で特に重

点的に点検していただきたいポイントを定め、受注者の皆様にお知らせするとともに、当局職

員による工事安全パトロールで現場ごとに確認をしております。 

昨年度は 

① 危険予知活動（KY活動）の徹底 

② 建設機械の災害事故防止 

③ 安全かつ適切な交通誘導の実施 

の３つを重点項目として、災害の撲滅に取組んできたところであります。 

 

しかしながら、平成 29年度には、近年で最も多い 12件の事故が発生してしまいました。 

内訳としましては、労働災害による人身事故が 2 件、公衆災害（公衆損害）による物損

事故が 10件です。 

人身事故の 2 件は、シールド内においてセグメントピースと搬送ローラーの間に指を挟まれ

てしまい、指を不全切断したものと、配管作業員が通行経路でない場所を通って掘削箇所

に転落し、大腿骨を骨折したものです。 

片方はベテラン作業員の慣れによる不注意、一方は断続的に入場する作業員が現場

ルールをよくわかっていなかったことが主な要因と考えられています。 

公衆災害では、道路上に敷いた敷鉄板との段差や、路面覆工の擦り付け部の陥没によ

り、一般車両のタイヤやバンパーが損傷した事故、 水道管、ガス管、電力ケーブルといった

地下埋設管の折損事故が複数発生しております。 

これらの要因としては、建設機械の操作や車両の乗降時における作業員の不注意、地

下埋設物の確認不足、必要な作業・行動の省略、段差などの不備を認識していながら、こ

れくらいの状況では事故は起きないだろうという判断ミス、交通誘導員の一時離脱時におけ

る情報共有や連絡の不徹底などであります。 

残念なことに、これらはいわゆるＫＹ（危険予知）活動が徹底されていないことや、やっ

ていても現場内における交通誘導員や配管作業員のような下請けの方々などとの連携やコ

ミュニケーションが充分でないことが原因と考えられる事故であると考えられます。 
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このようなちょっとした不注意やコミュニケーション不足による事故を防ぐためにも、日頃か

らの安全教育や現場でのミーティングなどによって安全に対する意識の向上を図って頂く、と

いうことはもちろんですが、 

この活動が現場内で活かされるように円滑なコミュニケーションができる状況作りにも留

意していただければ、と考えております。 

当局ではこのような状況を踏まえ、先ほどお話した平成29年度重点点検項目の３番目、

「安全かつ適切な交通誘導の実施」 を今年度は 

「適切な保安・誘導等による公衆災害の防止」 

とより具体的な内容として取り組んでまいりたいと考えております 

 

次に、工事安全パトロールの状況についてお話しさせていただきます。 

平成 29 年度の工事安全パトロールでは、延べ 460 の現場を点検し、多くの現場では

概ね良好と判断される状況でございました。 

その中でも、いくつかの指摘事項がありましたので、その主な内容を申し上げます。 

最も多かったのは標識類の設置に関するもので、予告標識が不足していたり、標識が通

行人などの見やすい場所に設置されていないなどでありました。 

次に多かったのは、歩行者通路が確保されていなかったり、歩車道区分が明確にされて

いないもの、セーフティーコーン・コーンバーの設置が不足している現場です。 

その他には、バックホウの旋回範囲内に作業員が立ち入っていた現場や、仮復旧の状態

が不完全である箇所も散見されました。 

これらの指摘事項につきましては、毎年、上位を占めており、今一度、現場代理人をはじ

めとして作業員の皆様に対して周知徹底と現場での確認をお願いいたします。 

水道局では、工事を発注する際、工事着手時に、注意喚起文書をお渡ししているほか、

過年度工事での「事故事例集」を受注業者の皆様に配布しています。 

これらを活用して、安全管理に対して、より一層の意識向上に努めていただき、工事現場

における安全対策の向上に加え、住民や通行人へのわかりやすい説明などの充実を図るよ

う重ねてお願いいたします。私が工事に携わっていた時には、現場が雑然としているところで

何かが起こるという風に感じていました。 
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例えば、道具や機材がてんでバラバラに置いてあったり、中には規制範囲からはみ出してい

る現場では、セーフティコーンとコーンバーがまっすぐになっていないところが多かったのです。 

実際に通行人がそれにつまずいて転倒することもありましたので、まずはコーンを真っ直ぐに

並べてみよう、とお願いして、まっすぐにしてくれた時に監督員として感謝し称賛しました。 

そうしたら、誘導員だけでなく、代理人や作業員も一緒になって一生懸命まっすぐにしてく

れるようになったんです。 

こうなると、いわれなくても整理整頓ができてきて、人のいうことにも耳を傾けてくれるように

なりました。 コミュニケーションがスムースな状況に変わったんですね。 

このようなとてもとても小さな一歩ですけれども、こういうことの積み重ねが大事で、現場と

いうものは発注者と受注者が一つになって守る、作っていくものなのだと実感したものでござい

ます。 

さて、余談が長くなりましたが、今年度は、当局初めての試みとして、５月９日（水）に

札幌コンベンションセンターにおいて、工事受注者を対象とした 「公共工事安全管理研修」 

を開催いたします。この研修では、先ほど申しました昨年度の事故事例の説明や、重点点

検項目などについての説明を行うほか、労働基準監督署と警察署の方にご講義いただくこと

になっております。ぜひとも参加いただき、研修を通して安全管理についての意識を高め、事

故防止に繋げていただきたいと思います。 

この研修には、まだ定員に余裕があるそうです。 ぎりぎりまで申込みを受け付けるとのこと

でありますので、どうぞ積極的に参加いただければと思います。 

また、昨年度からは当局の職員向けの安全管理研修も実施しております。 

受注者と発注者が手を取り合って、工事の安全を確保し、ひいては業界の発展のために

努力していきたいと考えております。 

最後になりますが、今年 1 年間、労働災害と公衆災害の 「撲滅」 を目指し、工事の

円滑な実施と事故の防止に努めていただくことをお願いし、私からの報告とさせていただきま

す。今年１年間どうぞよろしくお願いいたします。 
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会 員 の 動 向  
 

○ 会員のメールアドレスの変更     

協友建設工業 株式会社 

新アドレス kyouyou.yamaoka@cup.ocn.ne.jp 

              


