
TOPIC 令和３年度 第１回・第２回安全衛生協力会理事会

令和３年度 第１回・第２回安全衛生協力会理事会 開催中止

弊社が開催しております安全衛生協力会理事会は理事役員の方々との集会で安全衛生の取り組みに対する
報告、審議、協議をさせて頂いております。
しかし、緊急事態宣言が発令されたこともあり、令和３年度の第１回と第２回の安全衛生協力会理事会の
開催は中止とし、書面対応に変更させて頂きました。
書面の内容に関しましては下記の通りとなっておりまして、
安全衛生協力会理事役員の方々に確認・承認を頂いております。

令和３年度 第１回安全衛生協力会理事会 令和３年度 第２回安全衛生協力会理事会

【報告確認事項】
• 安全衛生パトロール結果報告
（令和３年５月度～６月度）

【審議事項】
• 令和２年度 安全衛生大会報告について
• 令和３年度 安全衛生大会開催について

【協議事項】
• 安全広報誌発刊について
第４５号 ５月末発刊 完了

【報告依頼事項】
• 安全衛生対策費 備品購入報告
• その他
・令和３年度安全衛生大会について
次回協議事項の確認

・新和会令和３年度の日程について

【報告確認事項】
• 安全衛生パトロール結果報告
（令和３年７月度～８月度）

【審議事項】
• 令和３年度 安全衛生大会開催について
開催中止とし、書面にて報告

【協議事項】
• 安全広報誌発刊について
第４６号 １１月末発刊 予定

【報告依頼事項】
• 安全研修会参加報告
令和３年度
「第一期安全競争表彰式並びに安全祈願祭」

• 安全衛生対策費 備品購入報告



安全対策最前線
現場の声

当現場はRC造３階建ての居宅です。現場の接道道路が大変狭く、
資材の搬出入時は通行止めとなります。レッカーでの揚重作業も出来
無い為、全て人力にて搬出入を行っています。現場では１階部分に詰
め所兼打合せスペースとして作業員が一堂に会する場所を設け、工程
や作業内容について作業員が共有できる工夫をしています。お互いが
顔を見ながら話が出来るのでラップ作業時の作業範囲の住み分けがで
き、安全に作業が進められています。

工事部 副部⾧ 山岡 豊

（仮称）豊中市本町計画 新築工事

幸町マンションの現場付近には新築工事の現場が数カ所あります。
警察へ道路使用申請の為伺うと、他の現場との調整をうながされる
ことがあり、材料搬入や生コン打ちなどの道路を使っての作業の場
合は、お互いに調整をしあって、交通の妨げにならないようにして
います。また、万能鋼板の夜間の視認性を良くする為にチューブラ
イトの増設なども意見してくださり、外部からの意見や指摘を伝え
ていただけるので、近隣クレームの防止に繋げられるようになって
大変助かっております。

企画管理部 主任 田中 義秀

（仮称）浪速区幸町マンション 新築工事

報告者 工事部 主任 谷田 祐太郎

業 者 鉄筋工事

原 因 整備不良

状 況

鉄筋材料の荷揚げの際に
ポリクレーンワイヤーのキンクを発見し、
荷揚げ作業を直ちに中止した。

対 処

ポリクレーンワイヤーの取替を行い、
設備の日常点検・使用前使用後点検を徹底強
化した。

職方の声



(仮称)北不動堂町ホテル計画は９月２４日のお引渡しを終え、
無事故無災害で竣工できたことをとてもうれしく思います。
当現場では、１階廻りの整理整頓、清掃に力をいれ、現場
ショールーム化を意識したCS管理、施工管理を行いました。
１階がきれいに清掃され、整理されていれば、各職方の皆さ
んも仕事に対する気持ちに変化があると思います。
また、朝礼でも、整理整頓清掃を現場作業員全ての人に伝え、
各職方のご協力のもと、誰もが気持ちよく仕事のできる環境
づくりが、一番の安全対策と考えます。

安
全
豆
知
識

工事部 係員 増川 このみ

現場では一見危険そうに見えなくても、怪我に繋がってしまったり、事故のも
とになってしまうところがあります。
例えば、鉄筋コンクリート造の現場では、直角のコンクリート壁をうっかり素
手で触り手を切ってしまうことがあります。
コンクリートが仕上りのところは手で触っても危なくないように角を面取りし
て工夫します。
内装工事で隠れてしまう箇所は面を取ることはあまりしないので、スポンジの
ような養生材で角をカバーするなどして怪我のもとを無くしていきます。

工事部 主任 田浦 大樹

私ならこうする

安全対策

私の
CIS活動
恥ずかしながら、CIS活動、20秒考えてしまいました。
最近耳にしなかったせいもあるのか、略語が多くなっていているのか、すぐに出てきませんでし
た・・・・・・。
私は現場での活動が主ですので、CIS活動を現場で行っていくことは会社の方針であり、重要なこ
とです。
工事現場では現場監督がリーダーとなって各種協力業者の皆さんと共に活動していくことです。
まずはCIS活動の意味＝顧客感動満足を理解していただかなければなりません。
現場監督ができること、各種協力業者の皆様ができること、現場で作業していていただいている
職方の方々ができることを行い、又新たに考えていただいて、前の現場より、今、今より次とよ
りよく、顧客感動満足活動を現場に携わる皆さんとともに行っていきたいと思います。
これからの私のCIS活動でした。

工事部 部⾧ 脇阪 偉士



安全衛生パトロール報告

実施日時
R3. 5. 13(木)13：30～

パトロール現場
(仮称)浪速区幸町
マンション新築工事

パトロール隊員
池田、森川、中村(将)、

田浦、増川

隊員コメント

㈱新宅工務店
森川 浩光

現場担当者コメント

㈱新宅工務店
田中 義秀

安全衛生パトロール報告

評価点

88.0 点

改善実施報告書
受領済

主な改善内容
① 安全活動表示不足、足場下整備要
② 単ブラ足場の手摺位置不良、足場板番線切れ
③ ゲート上部大きめの隙間、落下養生無し
④ 作業指示書なし、安全書類不備あり

実施日時
R3. 6. 10(木)15：45～

パトロール現場
(仮称)北不動堂町

ホテル計画

パトロール隊員
池田、森川、中村(将)、

田中、上良

評価点

93.3 点

改善実施報告書
受領済

主な改善内容
① ウインチ設置部のシートめくれ
② 足場上資材あり、バルコニー渡りに手摺
③ 最上段ブラケット足場番線固定要
④ クレーンステージ資材撤去

外廻りについては仮囲いも整備され良好な状態でしたが、敷地に余裕がなく、足場が隣
接建物とぎりぎりとなっており、養生対応が必要な状態でした。内部においては１階躯
体工事中のため、整備が難しい状況でしたが、土間水たまりの除去、足場の組み方工夫
による安全通路の確保等、可能な限りの安全対策をお願いします。また、安全管理関係
においては、一部不足している書類がありましたので、早急に手配をお願いします。今
後も墜落落下防止対策・近隣対策・コロナ対策に重点を置き、安全管理をお願いします。

躯体工事の初期段階での安全パトロールでしたが、これから危険個所の予想
と作業性の両方の観点から、安全衛生計画と管理を重視してまいります。

隊員コメント

㈱新宅工務店
森川 浩光

現場担当者コメント

㈱新宅工務店
田浦 大樹

場内は整理整頓され、良好な状態が維持されていました。一部足場において、搬入後
のシート復旧、アンチ上の資材の片付け、建物への渡り部分の補強等、指摘箇所があり
ましたので、早急に改善をお願いします。外部仕上げも進んでいますので、墜落落下防
止対策に重点をおき、安全施工をお願いします。また、書類の整備も出来ていましたの
で、竣工までこの状態を維持し、安全管理をお願いします。

当現場の安全パトロールを実施していただき、ありがとうございます。
ご指摘をいただきました箇所は改善し、目の届かなかった箇所も再度確認す
るよう心掛けをしたいと思います。
お引渡しまで約３か月ほどとなりましたが、無事故無災害で工事を終えられ
るよう一層、気を引き締めたいと思います。



安全衛生パトロール報告

実施日時
R3. 7. 9(金)13：15～

パトロール現場
(仮称)豊中市本町計画

新築工事

パトロール隊員
池田、森川、中村(将)、上良

隊員コメント

㈱新宅工務店
森川 浩光

現場担当者コメント

㈱新宅工務店
山岡 豊

安全衛生パトロール報告

評価点

93.3 点

改善実施報告書
受領済

主な改善内容
① 正面足場シート取替、手洗い安全通路確保
② 消火器見える位置に設置
③ 東側の足場建地の足元が不安定
④ 安全関係書類不備あり

実施日時
R3. 8. 10(火)12：50～

パトロール現場
(仮称)浪速区幸町
マンション新築工事

パトロール隊員
池田、森川、中村(将)、上良

評価点

88.0 点

改善実施報告書
受領済

主な改善内容
① 下階の清掃、階段照明増、消火器上階設置
② 最上段の足場が一段低い、親綱設置要
③ 足場端部にｴﾝﾄﾞｽｯﾄﾊﾟｰ設置要、ｱﾝﾁ隙間大
④ 安全関係書類一部不足（前回同様）

大変狭い敷地空きスペースの中、様々な工夫をしながら、資材置き場、作業
スペースを確保し、表示関係も正面の目立つ箇所に集める等、安全啓蒙やコロ
ナ対策も実施されていました。隣地との空きも少なく、前面道路も狭いことか
ら、場内だけでなく近隣、第三者対策も重要となってきます。搬出入の際の誘
導、近隣への声掛けを重点的にお願いします。。

安全パトロールありがとうございました。
現場では気付かない指摘もあり、指摘内容だけでなく無事故無災害を意識し
た改善を徹底していきたいと思います。

隊員コメント

㈱新宅工務店
森川 浩光

現場担当者コメント

㈱新宅工務店
田中 義秀

外廻りについては仮囲いも良好な状態で保たれていましたが、敷地に余裕がないため、
１階に資材が集中し乱雑になっていました。上階の使用も含め計画的に配置し、安全通
路の確保、美観の維持をお願いします。また、最上段の足場において、高さが不足する
等危険な状態となっていますので、早急に改善をお願いします。安全管理関係において
は、書類の不足がありましたので、早急に手配をお願いします。墜落落下防止・近隣・
コロナ対策に重点を置き、安全管理をお願いします。

躯体工事と仕上げ工事が混在している状況でのパトロールでしたが、階数が
高くなるにつれ墜落落下災害防止への注力を注ぐ重要性を再認識いたしまし
た。



安全衛生パトロール報告

実施日時
R3. 9. 10(金)13：00～

パトロール現場
(仮称)豊中市本町計画

新築工事

パトロール隊員
池田、中村(将)、森川、

田中、上良

隊員コメント

㈱新宅工務店
森川 浩光

現場担当者コメント

㈱新宅工務店
山岡 豊

安全衛生パトロール報告

評価点

91.7 点

改善実施報告書
受領済

主な改善内容
① 最上段足場につなぎ要、足場建物との隙間大
② 2階開口部に落下防止措置・危険表示要
③ 入り口上部に落下防止棚設置
④ 新規入場者記録他、安全関係書類 一部不足

実施日時
R3. 10. 14(木)13：00～

パトロール現場
(仮称)浪速区幸町
マンション新築工事

パトロール隊員
池田、中村(将)、森川、上良

評価点

90.2 点

改善実施報告書
受領済

主な改善内容
① 1階周り整理整頓、仮設トイレの養生改善
② 足場上の資材撤去、足場板の結束復旧要
③ EVｼｬﾌﾄ内足場板隙間改善、ガラ片付け要
④ 作業指示書なし、安全書類一部不足あり

敷地だけでなく前面道路も狭い中、躯体コンクリートの打設、型枠解体、搬出も終わ
り、整理清掃等場内整備が出来ている状況でした。今後内外装工事で業者が増えていき
ますので、資材置き場、作業スペースを分離確保する等、現在の状態を保つようお願い
致します。また高所作業、搬出入も増えてきますので、墜落落下防止対策、誘導、声掛
け等の近隣・第三者対策、コロナ対策を重点的にお願いします。

安全パトロールありがとうございます。足場の昇降階段が設置できないため
足場の隙間等不備が多数見受けられました。現場の状況を見極めながら安全
第一で安全設備の改善を行っていきたいと思います。

隊員コメント

㈱新宅工務店
森川 浩光

現場担当者コメント

㈱新宅工務店
田中 義秀

外観は概ね良好な状態で保たれていました。１階廻りの整備も進んでいましたが、ま
だ改善の余地がある状況でしたので、引き続き整理整頓をお願い致します。また、躯体
作業階を含め､足場上に資材が多くありましたので、落下防止対策として早急に改善をお
願いします。安全管理関係においては、一部書類の不足がありましたので、早急に手配
をお願いします。墜落落下防止・近隣・コロナ対策に重点をおいた、安全管理をお願い
します。

本現場の安全パトロールを実施して頂きありがとうございます。
パトロールまでに、改善が行き届かず大変申し訳ございませんでした。
次回、来ていただいた時は今回より現場ショールーム化ができた状況で見て
いただけるよう努めます。



安全衛生研修参加報告

日時：令和３年８月４日（水） 参加者：企画管理部 森川 浩光

（１）安全祈願祭（天満宮）
（２）安全表彰式 挨拶/表彰

（挨拶）建災防天満分会 森本克之 分会⾧（支部⾧メッセージ）
天満労働基準監督署 宮﨑健治 署⾧（森本分会⾧代読）

（表彰）建災防表彰 建災防天満分会
厚生労働省表彰 天満労働基準監督署（後日郵送）

※安全衛生研修会、意見交換会（直会）は中止となりました。

安全祈願祭では今年度第２期における分会員各位の無事故無災害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、令和３年の大阪府内の建設業における死亡災害は、皆様

のご努力により、５月末現在において前年同期より２件少ない３件となっているものの、死傷災害につ
いては、前年同期より６４件増加しており、引き続き労働災害ゼロを目指し労働災害防止への取り組み
強化の要請がありました。

また「ストップ・ザ・ついらく」、「命綱ＧＯ活動」、「ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャン
ペーン」、新型コロナウィルス感染予防対策への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5千時間を超えるもの)の５位で「一括有期

事業」として表彰を受けました。
新型コロナウィルスの感染拡大に歯止めが掛からず、異常気象も頻発するなか、建災防の各種施策に

取り組み、無事故無災害の達成を目指したいと思います。

令和３年度「第一期安全競争表彰式並びに安全祈願祭」

場所：大阪天満宮内容

研修で得たもの及び今後の活用について

伝言板

株式会社 新宅工務店
〒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 / 企画管理部顧問 森川浩光

企画管理部副主任 上良康彦
令和3年11月30日 発行 NO.46

令和３年度 安全衛生理事会 開催予定

令和３年度の安全衛生理事会の開催は
下記の日程となっております。
第１回 ３月１８日（木） 【中止（書面報告）】
第２回 ９月 ９日（木） 【中止（書面報告）】
第３回 １１月１１日（木）

「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、
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。

令和３年度 安全衛生計画、安全パトロール実施継続

㈱新宅工務店では、令和２年度に引き続き令和３年度も
安全衛生管理計画に基づき、毎月安全パトロールを実施し、
現場の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したが、昨今の新型コロナウイルスの
影響もあり、感染予防を徹底するため昨年から弊社社員のみで
実施させて頂いております。新型コロナウイルスの影響が
収まりましたら、ご案内を再開させて頂きますので、
ご理解ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

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）


