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TOPIC

安全衛生委員会・安全衛生協力理事会

令和元年度 第二回安全衛生理事会開催！
令和元年度 安全衛生大会 開催日程決定！
令和元年度 第二回安全衛生理事会

令和元年 9 月 20 日 ( 金 ) 開催

実施日時
令和元年 9 月 20 日 ( 金 )

実施場所
17:00 〜 18:00

（株）新宅工務店

新館 １階 セミナールーム

出席： 上田会長、鈴木副会長、神藤監事、間島理事、
橋本理事、田口理事、佐土平理事
池田、菊池、森川、中村、一色、上良
欠席 : 河野副会長、高橋理事、東野理事、大坊理事

報告確認事項

①平成 31 年 3 月度～令和元年 9 月度安全衛生パトロール結果報告
◎森川より報告 ( 内容は次項以降参照 )
◎（仮称）のばな五軒家ビル新築工事での墜落落下 · 物損事故､
芦田邸解体工事物損事故の報告。
◎安全パトロール報告事項、改善指導内容について協議、質疑。

協議事項

①令和元年度 安全衛生大会について（森川）
◎会場、日程について
会場：ＫＫＲホテル大阪
総会会場は 14 階オリオン、懇親会会場は 3 階銀河
日程：12 月13（金）18：00 開会決定
食事：洋食コースで承認
会場配置図、会場地図、シャトルバス時刻表確認
②安全大会資料確認
◎令和元年度 次第について
→時間割、各役割、流れを確認
工事部報告にてのばな五軒家・芦田邸の現場事故を報告し、
事故再発防止に向けて再認識するよう依頼有。
◎令和二年度 安全衛生協力会理事役員案
→令和元年度に引き続き、留任依頼
◎令和元年度 安全衛生事業報告
→ 10 月〜 12 月度安全衛生パトロール結果は実施後、記載。
7 月度安全衛生パトロール、萩之茶屋の点数について
           修正の指摘有
◎令和二年度 安全衛生管理計画書・安パト他実施日程表（予定）
について承認。
      →パトロール隊員は暫定、パトロール現場により変更あり
◎安全衛生大会予算案
→懇親会エンタメの決定。

報告依頼事項

① 安全研修会参加報告
→前回の報告から今回会議までの参加 6 件を報告
② 安全衛生対策費 備品購入報告
◎ なし
③ 安全衛生委員会からの依頼事項
◎ なし
④ 各役員からの報告、依頼事項
◎ なし
⑤ その他
◎ なし

次回開催予定
【第３回】
令和元年 11 月

8 日（金） 17:00 ～ 18:00

於新宅本社

私ならこうする

安全対策

工事部 主任

田中

義秀

近年、作業員も高齢化が進み、過酷な作業環境の中で作業を続けていると、
やはり疲れが蓄積し、事故や病気につながることもあります。
現場の安全において重要視していることは、作業員ひとりひとりのその日の健康状態を
確認することです。といっても機械を使ったり、検査を行う事ではなく、作業状況を見たり、
会話をしたりして、その日の健康状態を確認しています。過酷な作業環境を少しでも快適な
環境にし、事故が起きない現場にすることが、我々の責務と考えます。

工事部 主査

脇阪

偉士

㈱共栄ライト製作所本社工場

当現場は東隣地・西隣地との掘削距離が 50㎜しかなく、特に西側は隣地地盤が 1500㎜当
現場地盤より高い為、掘削底より 3m 以上になります。又当隣地の擁壁も古く、傾きも 100㎜
程あり掘削作業時には、土留めを行いながら作業しました。配筋・型枠作業中は
毎日傾きを確認し、安全確認をした上で作業を行いました。
前面道路は車・オートバイ・自転車の通行量が多く、コンクリート打設等の搬入時には必ず
警備員を増員し作業を行っております。9 月末ぐらいには大きな搬入もなくなってきますが、気
を抜かずに安全管理をおこなっていきます。

安全対策最前線

現場の声

当現場は、木造 2 階建ての住宅です。
前面道路は片側一方通行で、通勤時間帯では車両及び通勤通学の歩行者が多いので、
時間をずらして材料の搬入を行うようにしております。
今後も第三者災害が起きないよう誘導員を配置し、朝礼での指示を徹底していきたいと思います。
場内では、木造で床板は出来ている状態ですので、土等で汚さないようブルーシートを敷き、
足ふきマットを設置しています。
現場内の整理整頓を心掛け、現場ショールーム化を目指していきます。

都島区 S 様邸

工事部 主任

田浦

大樹

安
全
豆
知
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安全衛生パトロール報告
評価点

91.2 点
改善実施報告書
受領済

主な改善指導内容
①
②
③
④

実施日時

H31.4.4(木 )

１階周り要清掃
２階通路要親綱
出入り口要落下養生
足場労基書類なし

13:30〜

パトロール現場

(仮称）のばな五軒屋ビル
新築工事

パトロール隊員

山崎工業㈱、㈱笹木組
隆電設工業㈱
池田、森川、上良、一色

役員コメント

作業所内はよく片付いていたので事故につながる様なことは見受けられませんでした。

山崎工業㈱

事故が起こればお施主様、業者様等みなさんに迷惑がかかるので、パトロールに参加させて

中永 勝弘（代理）

お忙しい中、当現場の安全パトロールに来て頂きありがとうございました。

所長コメント

当時、工事がピークとなり始めておりましたので思い通りの進捗とはいかず、

（株）新宅工務店
田浦

いただき、気をつけていきたいと思います。

墜落災害等も重なり、皆様には大変ご迷惑をお掛け致しました。

大樹

当現場の教訓を生かし、次現場に繋げていきたいと思います。

安全衛生パトロール報告
評価点

87.1 点
改善実施報告書
受領済

主な改善指導内容
①
②
③
④

内部階段仮設床による落下養生
ラッセルネット要復旧
作業後、要落下防止処置
安全関係書類不足有り

実施日時

R1.5.16(木 )

パトロール現場

8:45〜
S様邸
新築工事

パトロール隊員

間島建設、豊建商事㈱、
㈲ヤマテック
池田、森川、上良、一色

役員コメント

間島建設

間島 卓司（代理）
所長コメント

（株）新宅工務店
山岡

豊

現場が狭い中、作業場は整然と整理されていました。
危険個所が見受けられましたので、早急に改善して頂いて安全に作業ができるように
してください。

安全パトロールありがとうございます。
木造住宅で改善困難な個所もありますが、指摘事項を基に改善し、
安全な現場環境を作っていきたいと思います。

安全衛生パトロール報告
評価点

88.6 点
改善実施報告書
受領済

主な改善指導内容
①
②
③
④

屋上リフト取り込み付近アンチ結束指示
ＥＶ開口部危険表示不足指摘
出入口頭上落下養生措置なし
足場申請書不備指摘

実施日時

R1.6.12(水 )

13:30〜

パトロール現場

(仮称 )萩之茶屋計画
新築工事

パトロール隊員

㈱ゴダイ、㈱ラクモ
三洋ガラス建材㈱
池田、森川、田浦、上良、一色

役員コメント

ＡＬＣ工事が終わった現在の職方が多い中でのこの得点は高得点だと思いました。

㈱ゴダイ
細川

立地のこともありますので、盗難に関して職方に注意喚起の呼びかけをよろしくお願い致します。

浩二

お忙しい中、当現場の安全パトロールを実施いただき有難うございました。

担当コメント

主に仮設足場について、隙間や結束不足など危険個所のご指摘を頂き、早急に改善致しました。

（株）新宅工務店
谷田

今後も日頃の足場点検によって随時危険箇所の是正を行い、墜落落下災害が発生しないよう

祐太郎

努めます。

安全衛生パトロール報告
評価点

97.4 点
改善実施報告書
受領済

主な改善指導内容
①
②
③
④

場内照明不足
内隣地境界雑草処理指示
足場申請書類なし
場内配線アース無し

実施日時

R1.7.11(木 )

13:30〜

パトロール現場

(仮称 )萩之茶屋計画
新築工事

パトロール隊員

阪南産業㈱、玉長商工㈱、
ﾄｰｺｰﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ㈱
池田、森川、上良、一色

役員コメント

阪南産業㈱
神藤

佳浩

担当コメント

（株）新宅工務店
谷田

祐太郎

今回の安全パトロールで見させて頂いて、きれいに納まっていると思いましたので、
第三者災害に気を付けて残り 50％も安全に進めていけるようにお願いします。

暑い中、当現場の安全パトロールを実施いただき有難うございました。
引き続き足場解体までの間、墜落落下災害防止に努め、
場内の整理整頓を行い良好な作業環境を維持できるように致します。

安全衛生パトロール報告
評価点

97.2 点
改善実施報告書
受領済

主な改善指導内容
①
②
③

実施日時

R1.8.8(木 )

マンガ看板少ない
場内配線アース無し
ラッセルネット 要復旧

13:30〜

パトロール現場

(仮称 )萩之茶屋計画
新築工事

パトロール隊員

河野組、㈲毎日建機、
㈱近畿システム
池田、森川、上良、一色

役員コメント

今回も評点が高く、非常にいい状態の現場でしたので、このまま維持して最後まで現場を

河野組
河野

仕上げていってください。暑い中での作業になりますので、熱中症にならないように

孝康

しっかりと対策をお願いします。

担当コメント

暑い中、当現場の安全パトロールを実施いただき有難うございました。

（株）新宅工務店
谷田

熱中症対策をしっかり行い、足場解体まで気を抜かず
墜落落下災害の防止と、良好な作業環境を維持できるように致します。

祐太郎

安全衛生パトロール報告
評価点

84.8 点
改善実施報告書
受領済

主な改善指導内容
①
②
③
④

マンガ看板少ない
各開口 落下危険表示なし
出入り口に落下防止棚なし
設備業者、電気業者の安全書類なし

実施日時

R1.9.3(火 )

13:30〜

パトロール現場

㈱共栄ライト製作所本社工場
新築工事

パトロール隊員

ヤマモト、㈱木村製作所、
三登商事㈱
池田、森川、田浦、上良、一色

役員コメント

ヤマモト

児島 武志（代理）
所長コメント

（株）新宅工務店
脇阪

偉士

全体的に整理整頓がされていて、熱中症対策もしており、
作業がしやすいきれいな現場でした。安全を促すためのマンガ看板や危険表示などが
なかったので、早急に改善をお願い致します。

暑い中、安全パトロールありがとうございました。
鉄骨工事完了と足場工事の途中ということで、安全表示関係の不備の指摘が
多かったように思います、
今後安全啓蒙表示・危険表示等を適切に配置し・安全管理していきます。

安全衛生研修参加報告

令和元年度「第一期安全競争表彰式並びに安全衛生研修会・安全祈願祭」
内容

場所：大阪天満宮

日時：令和元年８月２日（金）

［第１部］（１）安全祈願祭（天満宮）
参加者：㈱新宅工務店
    （２）安全表彰式
（挨拶）建災防天満分会分会長 ( 支部長ﾒｯｾｰｼﾞ )、天満労働基準監督署署長
（表彰）建災防表彰（天満分会）
、厚生労働省表彰（天満労基署）
  
   
（３）安全衛生研修会
・労働災害の現況と死亡災害事例について
・既存不適合機械等更新支援助成金について
・満点天満活動フォトコンテストについて 天満労基署 産業安全専門官
［第２部］（１）意見交換会（直会）

森川 浩光

研修で得たもの及び今後の活用について
安全祈願祭では今期１年間、
分会員各位の無事故無災害の達成を祈願して参りました。
安全表彰式では支部長メッ
セージにおいて、2019 年の大阪府内の建設業における死亡災害発生件数は、大幅に増加した昨年を上回る水準で
推移し、依然として墜落・転落災害が大きな割合を占めている状況で、今年２月に墜落制止用器具にかかる法令の
一部改正が施行され一定の高所作業について、フルハーネス型安全帯の使用が義務付けられ、支部活動の中心であ
る「ストップ・ザ・ついらく」
、大阪労働局主唱の「命綱ＧＯ活動」を積極的に推進し、また熱中症予防対策も取
り組んでいくので、分会員にも更なる協力依頼がありました。 続く建災防表彰では、Ｃ班 ( 一括有期工事、府下
の工事総計 5 千時間超 ) の 3 位で「一括有期 事業」として表彰を受けました。安全研修会では、平成 30 年度に
おける労働災害発生状況の説明と、災害事例について資料に基づきわかりやすく解説して頂きました。全ての事例
においてリスクアセスメントの実施が無く、建設業で大半を占める墜落・転落災害防止のためその重要性を再認識
致しました。

伝言板▶▶▶

令和元年度 安全衛生理事会 開催予定

「ヒヤリハット体験談」等の募集

当広報誌では、「ヒヤリハット体験談」

「私ならこうする安全対策」など

令和元年度安全衛生理事会は

現場の生の声を広く募集しております。

下記日程で開催いたします。

現場ならではの体験談・ご意見を

第 1 回 3 月 15 日（金）【開催済】

是非お待ちしております。

第 2 回 9 月 20 日（金）【開催済】
第 3 回 11 月 8 日（金）   
【開催済】

令和元年度安全衛生計画、安全パトロール実施継続
（株）新宅工務店では、平成 30 年度に引き続き令和元年度も
安全衛生管理計画に基づき、安全パトロールを実施します。
今後も安全衛生管理に尽力致します。
ご協力いただく業者様には、毎月 FAX にて日程のご案内を
させて頂いております。昨年度同様、令和元年度も
協力業者各位の積極的なご参加をお願い致します。
無事故無災害達成に向け、担当隊員の方は業務多忙の所、
万章繰り合わせの上、必ずご参加ください。
ご協力お願い致します。

スタッフブログ更新中

工事部の現在施行中現場をはじめ、

営業よりイベント情報や竣工のご報告など
様々な情報を発信しております。
是非ご一読ください。
http://shintaku-group.co.jp/
http://s-spazio.com/

E メールアドレス登録募集

安全衛生広報誌発行のご案内は

メールでの配信も行なっております。
ご希望の方は当社まで、E メールアドレスを FAX にて
お知らせください。（携帯メールアドレス不可）

「新宅工務店 安全衛生広報」についてのご意見・ご要望をお聞かせください。

株式会社 新宅工務店

監修 / 代表取締役

TEL : 06-6922-1071 / FAX : 06-6922-1075

令和元年 11 月 30 日

〒 534-0011 大阪市都島区高倉町 2 丁目 3-11

池田 正雄

編集 / 企画管理部部長

森川 浩光
発行
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