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中 建 協 だ よ り   ４月 臨 時 号 

                                               平成２５年４月２６日 

平成２５年度安全標語 
                  
〔 安全委員長賞 〕 

安全は ひとり一人が責任者 

         みんなで目指せ ゼロ災害 

 

作者 飛 鷹 俊 臣 氏（ 晃亜興業㈱ ） 
 

 

安 全 大 会 特 集  
 

○「札幌中小建設業協会安全大会」が終わる 

４月２５日午後から、平成２５年度の安全大会を６９社会員１２４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

術者の表彰及び中定建設工業㈱窪

田憲一氏の謝辞、続いて、札幌市建

設局伊藤工事課長、都市局先本工事

担当課長、水道局古井南部配水管理

課長から「安全講評」、宮浦建設局

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      “安全大会での表彰風景” 

しました。 

 この講評の詳しい内容については、この臨時号に掲載します。 
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建設局長安全大会激励のことば  
                       建設局長 宮浦 哲也 氏 

札幌市 建設局長の 宮浦 でございます。 

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。 

私は建設局長に就任いたしまして、３年目を迎えることとなりましたが、この２

年間、皆様方のご活躍ぶりを拝見させていただき、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、改めて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。 

しかしながら、昨年度の札幌市発注の工事では、安全講話でもありましたとおり、

死亡事故も含めた労働災害事故や、第３者被害の事故が発生しており、事故件数も

昨年度と比較して大幅に増加しております。 

ちなみに、北海道内においても労働災害死傷者数は昨年度より９％増加しており、

本市と同様の状況となっております。 

傾向を見てみますと、昨年度は十月、十一月のいわゆる「工事追い込み期」に事

故が集中しており、また、夕方から夜にかけて事故が多くなっております。 

また、事故原因を見てみますと、「不注意」や「うっかり」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、依然として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「慣れ」から来る安易な判断や行動によるものではないかと思われます。 

さらに、この時期は工事の 盛期でもあり、日没も早くなることから、ともする
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と安全管理が手薄になり、その上にミスが重なり、事故を誘発しかねない状況とな

っていることも否定できません。 

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２３年度安全大会講評  
４月２５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 伊藤 でございます。 

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。 

１ 道内における事故発生状況について 

北海道労働局集計による平成 24 年労働災害発生状況によりますと、北海道内の労

働災害死亡者数は、全産業で 83 名となっております。平成 23 年は、過去 少の 65

名でしたが、これを大幅に上回ってしまいました。 

また、建設業における労働災害死亡者数も、このところ減少を続けておりました



 4

が、平成 24 年は 27 名となり、23 年の 10 名を大きく上回ってしまい、全産業に占

める割合も、23 年の 15％から 32％に急激に増加してしまいました。 

 労働災害の死傷者における、建設業の全産業に占める割合は、高い状況が続い

ており、厚生労働省が、この度策定した第 12 次労働災害防止計画においても、建設

業を重点的な取組みを進める業種と位置付け、死亡者数の 20％以上の減少を目標に

掲げております。 

東日本大震災の復旧・復興工事の本格化に伴う人材不足が懸念される状況を踏ま

えた建設現場の統括安全衛生管理の徹底、墜落・転落災害や重機災害防止対策の推

進、さらに、インフラの老朽化で増加が見込まれる解体・改修工事等での安全管理

の徹底を図ることとしております。 

２ 平成 24 年度土木部所管工事の事故発生状況 

平成 24 年度土木部所管工事（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 34 件でありました。 

これは、ここ５年間では、 も多い件数となっております。特に例年、10 月以降

の工事追い込み期に事故が多発する傾向にあることから、昨年は 10 月に各現場に文

書を配布するなどし、安全管理の徹底を図ったところでしたが、10 月に 6 件、11

月には、ここ５年間の月別では 多となる 10 件と、10 月以降で、合計 23 件の事故

が発生してしまうという、残念な結果となっております。 

特に 12 月には、道路工事の現場において、現場入場１日目の作業員が亡くなると

いう、大変、痛ましい事故が発生してしまいました。このような重大事故を繰り返

さないよう、今後も十分な取り組みをお願いいたします。 

次に、昨年度の事故内容の傾向を見てみますと、まず、水道管を切断する等のイ

ンフラ損傷事故が、９件発生しております。 

例年、インフラ事故が多発していることから、平成 23,24 年度は重点目標として、

チェックリストを用いるなどして対策を図ってきましたが、なかなか、事故の減少

にはつながっていない状況です。 

事故の内容を見てみますと、管の位置が図面と異なっていたり、途中から埋設深

さが変わっている等、発見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、防げた事故もあったと考えております。今後、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
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て頂きますようお願いいたします。 

また、昨年度、増加した事故としては、通行車両による事故があります。この中

には、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、避けられなかったと判断されるものもあります。 

しかし、安全管理に、もう少し配慮が必要であったと思われるものや、もう少し

早めの対策を取っていれば、防げた事故もあると考えております。 

また、事故の内容そのものは、入札参加停止等の措置には至らないレベルだった

にもかかわらず、監督員への事故報告を怠ったがために、参加停止措置となった事

例があります。事故が発生した際には、軽微なものであっても、必ず監督員への報

告を行うとともに、早急に改善策を検討するよう、お願いいたします。 

３ 平成 25 年度の安全対策 

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」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いま

したが、今年度につきましては、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です。 

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。 
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都市局建築部関係 ～  講師 建築部工事担当課長 先本 幸市 氏 

 都市局建築部の先本と申します。 

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。また皆様方には、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、24 年度の発注

工事における事故発生状況についてお話しさせていただきます。 

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 16 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、以後こ

のような痛ましい事故を二度と起こさないよう、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

ても定めました。 

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、③そして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おります。今日は、これらの概要をお話しさせていただきます。 

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御同行をお願いし、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おります。 

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。 
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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制作し、建設会社のほ

か工事現場事務所、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２百件余りの登録をいただいております。 

主な記事は、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。また、情報交換

として皆様の現場の安全対策を紹介するコーナーもありますので、私どもの職員が

取材に伺った際には御協力をお願いしたいと思います。 

安全管理ニュースのメール配信を希望される方は、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・落下事故であることから、 

１番目を、「危険予知教育の実施」 

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ご報告させてい

ただきます。 

ここ数年、事故の発生件数は、年間５件以内の範囲内に納まっておりますが、残

念ながら 24 年度も２件発生しております。 

昨年度の具体的な事故内容は、作業員が鉄骨部材を運搬中に自身の足元に落下さ

せ、足先を骨折したもの、もうひとつは、作業員がつまづきバランスを崩した際に

転倒、軽量鉄骨下地ランナー材に手を突き裂傷したものです。 

事故の原因についてですが、作業員の不注意もありますが、作業前の作業手順の

確認、あるいは作業場所の確保といった、基本的な安全対策の不備が事故発生の主

な原因だと思われます。 
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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

頂いておりますが、平成２４年度の建設業の死亡災害の発生数については、昨年度

とほぼ横ばいの状況で、休業４日以上の災害は昨年比で５％程度増加しています。 

昨年度の私どもの発注工事での事故は、いずれも作業員の骨折、軽傷で済みまし

たが、一歩間違えば大きな事故になっていたかも知れません。改めて皆さんにお願

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 

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、資材の調

達など、今後も大変な時期を迎えることになろうかと思われます。 

札幌市も公共建築物の老朽化が進んでいる現在、これらの建て替え、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、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 古井 浩二 氏 

 水道局給水部 南部配水管理課の古井と申します。 
札幌中小建設業協会の皆様におかれましては、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、この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。 
さて、私からは、平成２４年度の水道局における工事安全管理活動、及び事故事

例、今年度の予算・事業につきまして、重要な部分をピックアップして、お伝えし

たいと思います。 
それでは、まず平成 24 年度における、工事安全管理の取り組みについてです。 
安全標語としまして、「災害は慣れと油断と気のゆるみ、初心の気持ちで手順・点

検・再確認」を掲げ活動を推進して参りました。中でもパトロールにつきましては、

定期、臨時、夜間のパトロールで、合計 90 件の現場を回りましたが、その結果は、

概ね良好な状況でございました。 
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その一方で、指摘事項がいくつかございました。主な内容を申し上げますと、 

・工事標識類の内容と設置数の不足 
・ 標識の設置方法及び電柱等への設置禁止 
・現場内の整理・整頓が不十分 

などでございました。 
次に指摘とは反対に、評価された点ですが、 

・ 地下埋設物をｼｰﾙで表示する 
・ 覆工板の端を黄色で明示する 
・ 工事手順書、危険予知活動（ＫＹ）を現場に掲示する 

などがあり、現場に従事する方々のみならず、住民に対しても、わかりやすい安

全対策に努めていたものが評価されています。 
水道管の布設工事などは、工事期間が短く施工範囲も限定的ですが、工事現場に

近接する住民にとりましては、たとえ一時的でも、生活への影響が大きいものです。

工事の表示、安全施設の配置、住民への配慮などにより、工事の印象が良くなり、

ひいては、“住民”や“現場を通過する者”の不用意な事故等の防止にもつながって

いきます。 
次に、24 年度の工事において、発生した事故について、紹介させていただきます。 
労働災害 3 件、公衆災害 4 件が、発生しました。 
まず、労働災害 3 件の内容ですが、 

・ バックホウの死角での作業 
・ランマー転倒 
・誘導員不在でのﾀﾞﾝﾌﾟ後退 

でございまして、これらは安全管理の基本的事項の欠如によるものでした。 
次に、公衆災害 4 件についてですが、 

・ 地下埋設物の調査不足 
・ 作業トラック運転中の不注意 
・ 通常運搬経路外の交通事故 
・ 悪天候による視界不良時のバックホウ旋回 

でございまして、「事前準備、状況対応、運転操作」などの基本的安全対策を施して

いれば、いずれも防ぐことができたものであります。 
釈迦に説法ではございますが、やはり、“注意、指示事項は具体的にわかり易く伝

える”これが本当に重要なことだと思います。その日の作業内容から「何を注意す

るか」、次に、「具体的な注意事項を呼びかけているか」、そして、その「危険要因に

対する対策」までを指示することが、重要かと思います。 
 ここで、余談になりますが、参考までに、水道局の工事において、発生した「事

故とその損害」についてお伝えしたいと思います。平成２０年前後にかけて発生し
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たものでして、一つ目は、 

誤って配水池内の配水幹線バルブを操作(閉止)したものでして、これにより約

22,000 世帯に断濁水が発生しました。この時の補償費は約 4,400 万円であり、

これを請負者に請求しました。 

二つ目は、 

水道幹線の移設工事において、コンクート版の吊り下げ作業中に仕切弁（φ150）
に接触し損傷したものでして、これにより３つの区に濁水発生が発生しました。

この時の補償費は約 2,600 万円で、これも請負者に請求しております。 

さらに、水道工事ではありませんが、 

札幌において、地下電話ケーブルを誤ってアースオーガドリルで削孔し損傷さ

せてケースでは、４１回線が７時間、不通となり、損害賠償金として約１２０

０万円を請求した事例があります。 

これらのように、建設工事に伴うリスクを考えますと、工事での安全管理活動は、

繰り返し、繰り返し、現場内で徹底させていくことが、リスクの低減につながると

言えます。 
続きまして、平成２５年度に水道局が発注する工事の内、パイプに関する工事の

予算等について、お伝えします。 
水道局の予算総額ですが、前年度に比べ 1 億円ほど少ない 627 億円となっており

ます。 
この内、皆様に関係がある水道管の布設につきましては、幹線約 2ｋｍ、枝線約

53ｋｍ、配水補助管の改良約 10km の工事を、総額約 65 億円を予算として、事業

執行する計画です。 
昨年度と異なる点としましては、新たな事業であります、「第１期配水管更新事業」

を今年度から開始しております。 
近年、インフラの老朽化が話題となっておりますが、水道局では、今年度約 38km、

来年度約 45km、3 年目以降から約 62km の水道管を更新する事業を計画しており

ます。 
しかしながら、全ての対象管路を更新するまでに、約 80 年もの長い年数を要し

ますので、事業期間を概ね 10 年単位に区切り、進捗管理をしながら計画を推進し

ていきます。さきほど、お伝えしました「第１期配水管更新事業」は、平成 25 年

度からは平成 36 年度までを事業期間としております。 
以上、駆け足で、工事の安全管理や予算などについて、お伝えしてきました。 
後になりますが、 

労働災害、公衆災害の「発生ゼロ」を目指し、今年 1 年間、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切にお願いし、私からの講評を終了させてい

ただいます。 
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ご清聴、ありがとうございました。 
以上 

 新防犯推進部長就任 
○ 澤里新防犯部長自己紹介 

 この度、明上先輩の跡を継いで防犯推進部長に就任しました澤里泉です。 

 珍しい姓ですが先祖は岩手県と聞いております。また、女性みたいな名ですがれ

っきとした男性です。 

出身は狩勝峠の麓の南富良野町落合です。

趣味は下手なゴルフと小旅行です。 

 性格は、自分なりに「明るく温厚で協調

性あり」と思っていますが、昔一緒に勤務

した仲間からは、「瞬間湯沸器みたいな所

がある」と言われたこともあります。 

 経歴は、北海道富良野高校を卒業し、 

即、北海道警察官となりました。３年間 

の交番勤務を経験後刑事となり、以後３８    “新防犯推進部長澤里氏” 

年間刑事として勤務してきました。この間、函館、札幌、旭川、釧路、北見等全道

を転勤して歩き、 後は、北海道警察本部の捜査四課次席で退職しました。 

 その後、医療や福祉施設のリネン会社であるワタキュ―セイモア株式会社北海道

支店の支店長付として再就職し、警備業・危機管理を担当して本年３月末で退職し

ました。 

 もとより、浅学非才、人格、見識とも歴代の先輩には並びもつきませんが、会員

並びに役員の皆様のご指導を頂きながら、誠心誠意努力し、防犯推進部長としての

責務を果たしていく所存ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

会 員 の 動 向 
 ○ 会員の入会 

       〒005-0810 

         南区川沿１０条２丁目７番１お号 

鹿 島 舗 道 工 業 株式会社  

             代表取締役  鹿島 健二郎 氏 


