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この度は安全衛生大会にて、思いがけない
優良協力業者賞を頂きありがとうございます。
現場の安全管理が出来たのも現場所⾧様初め、
現場監督様の御指導の賜物と誠に感謝致して
おります。
これに満足することなく常に安全に対する意識を
高く持ち続け、これからも社員一同一丸となって
誠心誠意、無事故、無災害をめざして頑張って
参りたいと思います。

　このような名誉ある賞をいただき、

とても嬉しく思います。

この賞を頂けたのも、協力業者様のご協力が

あってのことだと大変感謝しております。

まだまだ至らないところも多くありますが、

この賞を励みにこれからも安全第一で

無事故無災害の現場運営を続けて参りたい

と思います。

弊社企画管理部部長の森川より、次年度の安全衛生管理計画についての説明と、各協力業者様へ依頼がありました。

この基本方針に基づき、常に謙虚な姿勢で改善を繰り返しながら、各現場・店社・協力業者が一体となって、
無事故無災害を達成する重要性と、特に下記重点実施事項に対する説明がありました。
　　①安全衛生管理体制の確立とリスクアセスメントの確実な実施
　　②重篤度の高い労働災害（墜落 ･ 転落、建設機械 ･ クレーン、斜面崩壊、交通労働、熱中症）を減少させるための重点対策の実施
　　③安全衛生教育の徹底と、CIS（顧客満足 + 感動）活動及び現場美化による「現場ショールーム化」意識向上及び推進

　弊社が毎年開催しております安全衛生大会は、協力業社の方 と々の集会で安全衛生に対する全員の理解、
協力確認及び懇親を深めるためのものです。厳しい経済情勢の中でも安全衛生管理を怠らないよう、
本年度の報告及び次年度の計画を確認、採択をいただきました。

令和 2 年度 安全衛生管理計画

全員協力のもと自主的に安全衛生活動に取り組み、安全衛生水準の向上を目指す。

代表取締役 工事部 主任門田 起代司門田 起代司 谷田 祐太郎谷田 祐太郎



安全対策最前線

現場の声

工事部 主任　山岡　豊 Ｗ様別邸新築工事

（仮称）鷺洲レジデンス新築工事

　渡辺邸は木造２階建て住宅で天井高さの高い作りとなっています。
現場では作業を行う時に常に脚立を使用しています。
脚立も３尺～７尺までの脚立を使用していますが中には使用限界に近い不安定な脚立もあり
大変危険です。
現場では高い脚立は現場で用意した点検済の脚立を使用してもらい出来るだけ安全に
作業できる事を心掛けています。
脚立は使用頻度の高い道具でもあります。
今一度脚立の安全点検の実施をよろしくお願い致します。

　現場では工程に沿って作業内容や入場者が日々変わっていきます。
それにより危険箇所に気付きにくく、建設業は災害が多いとされています。
災害を発生させないために、初めて入場した職方でも危険箇所がわかるように表示を行い、
作業の慣れから事故が発生しないよう注意喚起に努めています。
また、敷地が狭く道路際での作業も多くなるため、搬入出時や危険作業がある場合は誘導員を
配置し、第三者災害防止に努めています。
誰が入っても安全な現場環境を目指してこれからも安全対策を向上させていきます。

私ならこうする

安全対策 工事部 部長　中村　将太

建設現場では昔から「三大災害」といって、「墜落・転落災害」「建設機械・
クレーン等の災害」「倒壊・崩壊災害」が多く発生しています。その割合は、
全体の 69.4% を占めています。その中でも一番多いのは、墜落・転落災害で、
全体の 39.1% の割合を占めています。
墜落・転落災害の原因は、「手すりの設置が不十分だった」「足場の固定が
完全に行われていなかった」「安全帯を使用していなかった」などの基本
的な措置が行われていなかったために起こっています。「三大災害」を発生
させないためには、第三者の目で現場を巡回し、危険個所がないか日々の
確認～是正の繰り返し作業が必要です。
職人さんの命を守るために重要なことは、本人にも安全意識を高く持って
もらえるように朝礼での注意喚起、目立ちやすい安全表示を徹底し無事故
無災害で全工事が終えられるよう日々の安全管理を実践していきます。

工事部 主任　谷田　祐太郎



私の

CIS活動

私の

ヒヤリハット体験談

工事部 主任　田中　義秀　

　現場の近隣住民の方との明るい挨拶を心掛けています。
また、何か建築的なことで困っておられる時は、
お手伝いさせていただくようにしています。
トイレの不具合などはメーカーに問い合わせして、
状況を説明させていただき、修理がスムーズにいくように
したこともありました。
普段、工事でご迷惑をかけているのでできる限りのことは
積極的にしていきたいと思います。

報告者　工事部 主査　脇阪　偉士

業　者　解体業者

原　因　気のあせり

状況 ３月下旬のことだそうです。
 この日は深夜作業で６階建ての建物内部の解体を
 行っていたそうです。
 １人で薄暗い階段を登っていると、後ろからパチンパチンと  
 音がするそうです。 
 振り返って後ろを確認しましたが、何もなく又誰もいません。
 そしてまたパチン・パチンと音が後ろから聞こえるので、
 振り返り今度はしばらく様子を見ていましたが、
 やはり誰もいませんし、何もありません。
 ６階の作業場につくと又後ろから、パチンパチンと音がして、
 なにかついてくるように感じたそうです。
 背筋に寒気を感じ、走って作業場から逃げる途中で、
 階段に躓いて捻挫してしまったそうです。

職方の声

対策 わたしも夜の作業がたまにありますので、怖い思いを
 何度かしたこともあります。
 しかし、事故起こしてはいけませんので、怖くても
 手元・足元を確認して、焦らずに作業所内は通行して
 ください。又お守りなどもっていると心に余裕ができて
 いいかもしれませんね。

安
全
豆
知
識

 ヘルメットにも、交換時期の基準があります。
日本ヘルメット工業会では、ABS 樹脂製などのヘルメットの場合は
3 年以内、FRP 樹脂など熱硬化性樹脂製のヘルメットであれば
5 年以内という交換時期の基準を設けています。
なお、ヘルメットの内側に付属していて、いつも頭部に接触している
ハンモックなどは 1 年以内で交換するのが望ましいとしています。
ヘルメットは作業員の安全を守る大切な道具です。
安全に作業ができるよう定期的な交換を心掛けて下さい。工事部 主任　田浦　大樹



安全衛生パトロール報告

評価点

評価点

改善実施報告書
受領済

改善実施報告書
受領済

86.1

86.2

点

点

実施日時

実施日時

パトロール現場

パトロール現場

役員コメント

役員コメント

所長コメント

所長コメント

パトロール隊員

パトロール隊員

R1.10.1(火 ) 9:30～

R1.11.7(木 )　9:00〜

S様邸

新築工事

大進電設工業㈱
㈱ダイケングローリー

森川、上良

大進電設工業㈱
行徳　保男（代理）

東野緑化サービス㈱
東野　厳

（株）新宅工務店
田浦　大樹

（株）新宅工務店
脇阪　偉士

現場内はきれいで、品質管理も出来ているようです。 
一部安全対策を改善できればもっといい現場になると思います。

　全体的によくできていると思います。足場解体中でしたが少し残材がありましたので
気を付けていただきたいと思います。特に安全ベルトを使用するように指示をお願いします。
出入り口に鉄板がもう一枚あると安全に出入りできると思います。

　お忙しい所、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。
書類関係の不備が多数あり、良い結果とはいきませんでした。
今後は、上記の関係書類を徴収すると共に、改めて各業者に指示していきたいと思います。

　足場解体日の安全パトロールで、安全帯の使用の指導を受けてしまいました。
着装の確認は毎朝の朝礼で行ってますが、今後は、作業中の使用の徹底の為現場巡回を行い、
最後まで無事故無災害で完成するよう、管理・指導を行っていきます。

①　電動工具に点検済みステッカー無し 
②　分電盤に端子カバー及び行先表示なし 
③　吹抜開口部の足元に隙間があり、段差表示必要 
④　新規入場者書類、KY 報告書、安全書類など不足

①　事務所内に掲示物が少ない
②　足場解体時に安全帯の未使用
③　2 階休憩所の開口部に手摺無し
④　協議会開催なし、新規入場者一覧表と整理番号なし

主な改善指導内容

主な改善指導内容

安全衛生パトロール報告

㈱共栄ライト製作所本社工場

新築工事

東野緑化サービス㈱、
㈱ダイムワカイ、生和設備工業㈱

森川、田浦、上良



安全衛生パトロール報告

評価点

評価点

改善実施報告書
受領済

改善実施報告書
受領済

93.8

81.1

点

点

実施日時

実施日時

パトロール現場

パトロール現場

役員コメント

役員コメント

所長コメント

所長コメント

パトロール隊員

パトロール隊員

R1.12.5(木)　13:30〜

R2.1.16(木 )　13:30〜

（仮称）玉津2丁目プロジェクト

新築工事

㈱田口窯業商店、
㈱ハタ建設、㈱ T-PLUS

池田、森川、一色、上良

㈱田口窯業商店
田口　善隆 

㈱ゴダイ
細川　浩二（役員代理）

（株）新宅工務店
谷田　勝

（株）新宅工務店
田中　義秀

　現場は整理整頓され、清掃も行き届いていました。
これから業者が増えていきますので、搬入などに気を付けて安全に作業をお願いします。

　鉄骨階段のワイヤーメッシュが引きっぱなしで歩くたびに騒音が鳴り、搬出入時に
搬入車のタイヤの跡が道路に残ったりするので、近隣への配慮に気を付けて工事を
進めてください。

　安全パトロールの実施ありがとうございました。
今後も限られたスペースを有効活用し、現場のショールーム化を推進するとともに
全工期無事故無災害の達成という目標を全作業員で共有して、労働災害という不幸なことを
無くすよう努力します。

　ALC 工事完了後のパトロールでしたが、開口部の墜落防止対策の不備をご指摘いただきました。
安全標識とともに日々変化する現場環境に準ずる安全対策を実施してまいります。

①　西側架空線に防護カバー必要
②　地足場の昇降タラップを番線で固定
③　入り口の足場板を要結束

①　安全掲示物などが不足
②　庇の鉄骨下地に要養生
③　階段周り開口部　落下防止処置必要
④　安全衛生協議会開催なし、各書類不備

主な改善指導内容

主な改善指導内容

安全衛生パトロール報告

　㈱新栄社屋

新築工事

㈱ゴダイ、
㈲毎日建機、玉長商工㈱
森川、田浦、一色、上良



安全衛生パトロール報告

評価点

改善実施報告書
受領済

80.6点

実施日時

パトロール現場

役員コメント

所長コメント

パトロール隊員

R2.2.14(木)　13:30〜

（仮称）鷺洲レジテンス

新築工事

鈴木設備工業㈱、
㈲安藤工務店、三登商事㈱

池田、中村（将）、一色、上良

鈴木設備工業㈱
鈴木　勝

（株）新宅工務店
谷田　祐太郎

　現場内は作業上問題ないが、安全にかかわる部分に関しては指摘の通り、少ししたことでも
事故が起こるので気を引き締めて作業をお願いします。

　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。
頂いたご意見を参考に、狭い現場でも工夫して対策できるよう努めます。
安全意識を高め、気を引き締めて対策致します。

①　分電盤　行き先表示なし 
②　ドラムを三線式に変更 
③　北側シートなし、親綱の位置　要調整
④　協議会開催なし、協力業者提出書類一部なし

主な改善指導内容

安全衛生研修参加報告

職長安全衛生責任者教育 場所 :大阪長堀貸会議室

日時 :令和 2年 10 月 24 日 ( 木 ) 〜 25 日 ( 金 )参加者：河野組　河野　智行

　　　　職長は災害防止のキーマン ① 作業手順を正しく定める
② 安全衛生点検を繰り返し実施する
③ 危険性又は有害性等の調査の方法

より安全で早く、確実な作業を行う為に、現状の作業方法が妥当であるかどうか検討することが重要なことだと
思いました。

特に印象に残ったこと

最後に一言

内容



安全衛生研修参加報告

第５４回　大阪府建設業労働災害防止大会

第１部　黙祷／開会の辞／大会式辞／祝辞／表彰式／大会安全宣言
第２部　講演「建設業における労働災害減少に向けて」
第３部　特別講演「どうなる日本経済のゆくえ」
第４部　閉会の辞／ラッキーカード抽選

場所 : 大阪国際交流センター 主催者 : 建設業労働災害防止協会大阪府支部

日時 : 令和元年９月４日（火） 参加者：企画管理部 部長　森川　浩光

【第１部】
　表彰式において、㈱新宅工務店は優良賞の部「現場Ｃ班　一括有期事業（天満分会）」で安全表彰を受賞しました。
大変光栄なことで、来年度も受賞できるよう更に安全対策の強化を図らなければと、気の引き締まる思いでした。

【第２部】
　講演者：大阪労働局労働基準部長安全課長　下岡　恵輔　氏
　大阪府下の災害発生状況の説明があり、建設業における死亡者数は 2016 年に過去最少を記録したあと、2017 年から２年連続で
増加しており、今年に入ってからも多くの方が被災されていることを重く受け止め、更なる安全対策への取り組み依頼がありました。
　また、大阪府の取り組みとして、労働災害防止計画、命綱ＧＯ活動、熱中症対策、働き方改革等について説明がありました。
なかでもフルハーネス型安全帯使用作業にかかる労働安全衛生法令が一部改正され、特定作業で義務づけられたことを受け、
墜落・転落災害の撲滅と安全帯使用徹底の声掛け等、災害の芽を摘む取り組み依頼がありました。

【第３部】
　特別講演者：経済ジャーナリスト　須田　慎一郎　氏
経済紙の記者を経て、フリージャーナリストに。平成 19 年から 24 年まで、内閣府、多重債務者対策本部有識者会議委員を務め、
政界、官界、財界での豊富な人脈を持ち、メディアでも活躍されている。
今回は今後の日本経済の展望と建設業が経済に与える影響について解説され、安全の重要性についても説明して頂きました。

内容

研修で得たもの及び今後の活用について

「ヒヤリハット体験談」等の募集

Eメールアドレス登録募集

スタッフブログ更新中

　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
現場の生の声を広く募集しております。
現場ならではの体験談・ご意見を
是非お待ちしております。

　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）

　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/

〒 534-0011 大阪市都島区高倉町 2 丁目 3-11
TEL : 06-6922-1071 / FAX : 06-6922-1075

監修 / 代表取締役　池田 正雄
編集 / 企画管理部部長　森川 浩光　広報室 副主任 一色 彩乃
令和 2 年 5 月 30 日　発行　No.44

株式会社 新宅工務店

「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。

令和元年度 安全衛生理事会 開催予定

令和元年度安全衛生計画、安全パトロール実施継続

令和 2 年度安全衛生理事会は
下記日程で開催いたします。

第一回安全衛生理事会は新型コロナウィルスの
影響により延期、次回開催未定となりました。

　㈱新宅工務店では、令和元年度に引き続き令和 2 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。

伝言板▶▶▶

http://shintaku-group.co.jp
http://s-spazio.com

