
出欠確認

（チームリーダー）

8：20～8：25 喜友会会長挨拶

（遠藤会長）

内容説明

パトロール出発

（到着時間　10：00頃）

（到着時間　10:50頃） （到着時間　10：50頃）

日　　　程

8：00～8:15

8：25～8：30

8:30

令和元年　７月４日（木）

（到着時間　9：00頃） （到着時間　8：50頃）

11：55～12：00　事業主講評（村田専務）

12：00　　　　　　 閉会　～　昼食

（到着時間　9:50頃）

10：50～11：20　各班の検討事項まとめ

11：20～11：25　社長挨拶（中村社長）

11：25～11：55　現場報告・検討会

移動時間 ３０分

ホテルウェルネス（℡0182-33-0600）
≪8時00分 集合≫

2 号 車（Ｂ班）
（8：30出発）

ホテルウェルネス
各現場の講評と検討会

昼食の後 散会

移動時間 ２０分

令和元年度 夏期合同パトロール日程表

移動時間 ３０分

移動時間 ３０分

河川災害復旧助成工事
30-KJ10-30

巡視時間 30分 （出発 9：30）
横手市大森町上溝 地内

現場代理人 藤倉 一彦

移動時間 ３０分

下院内地区橋梁下部工工事
巡視時間 30分(出発 10：20 )

湯沢市下院内 地内

現場代理人 大日向 康

1 号 車（A班）
（8：30出発）

こひつじ施設整備事業
園舎改築工事

巡視時間 30分 （出発 9：20）
横手市十文字町字栄町 地内

現場代理人 金 長利

移動時間 ２０分

株式会社 岡部興業
低温倉庫新築工事

巡視時間 30分 (出発 10：30)
横手市杉沢字南杉沢 地内

現場代理人 石橋 亘

45人乗りバス 27人乗りバス



令和元年度　　夏期安全衛生活動実施状況

実施年月日　令和元年　7月4日（木）

62 　名
13 　名
75 　名

巡回現場 4 現場

喜友会会員
社 員
合 計

実施年月日　令和元年　7月5日（金）

河川災害復旧助成工事 30-KJ10-30

中村社長 挨拶

こひつじ施設園舎改築工事

金長利現場代理人答弁

事業主講評 村田専務

交通安全講話 ＰＭ１：30～2：30

㈱岡部興業低温倉庫新築工事

夏期合同パトロール ＡＭ8：15～12：00

下院内地区橋梁下部工工事

大日向康現場代理人答弁

開会式

こひつじ施設整備事業園舎改築工事 下院内地区橋梁下部工工事

Ａ班現場講評

チームリーダー菅原 衛
㈱岡部興業低温倉庫新築工事

石橋亘現場代理人答弁

災害復旧助成工事30-KJ10-30
藤倉一彦現場代理人答弁

遠藤会長 挨拶

検討会実施状況



実施者

主任技術者　伊藤　聡 担当技術者　荒川　道義　三浦　隼斗

　　本日の作業内容

・　コンクリートブロック積　4名、表土剥ぎ取り　1名、取付擁壁型枠組　5名
　取付擁壁足場組立　4名、大型土のう製作　4名、安全施設　2名、荷振り　1名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　21名

夏期合同安全衛生パトロール報告書

１、工事用車両が全車出船駐車をして、輪留めもしっかりされていた。
２、安全看板が、適材適所に表示されていた。
３、敷鉄板に滑り止め用に鉄筋が溶接されていていた。
４、現場手すりに浮き輪が常備されていて、万一に備えていた。
５、場内整理整頓が良くされていた。
６、安全書類はよく管理され見やすく整理されていて良い。

　　良かった点

１、産廃かご（可燃物用）下段のメッシュがめくれあがっていて危険である。
２、水中ポンプキャプタイヤのアース線が接続されていない。
　　　　　　　　　　　　　　　（安衛則333条　漏電による感電防止）
３、資材置場を囲っている鉄筋に、キャップ等でカバーをしたほうがより良い。
４、工事用道路が分岐している箇所に、行き先を明示したほうが良い。
５、安全書類において、確認印漏れや周知のサインが抜けているものがあった。

工事安全衛生方針：吊荷の落下事故を未然に防ぐため使用用具の点検確認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合図方法の確認を徹底する。
工事安全衛生目標：１、法令違反の絶無
　　　　　　　　　２、重機災害・交通災害の絶無
　　　　　　　　　３、危険個所の早期発見・早期是正の徹底工事名　河川災害復旧助成工事

　　　　　　　　　　　30-KJ10-30 現場代理人　藤倉　一彦

チームリーダー
菅原　衛

　　パトロールの指摘または要望事項

実 施 年 月 日 令 和 1 年 7 月 4 日

指摘事項

パトロール巡視状況

メッシュがめくれあがって危険

良好な点

場内整理整頓 敷鉄板のすべり止め
救助用浮き輪

施工状況

クレーン合図の統一



実施者

担当技術者　藤原　渉

１、安全打合せ簿において、安全指示事項が細かく記入されていて良い。
２、作業打合せ時において、所長が再チェックして、赤ペンなどで適時訂正しながら
　実施されている。（内容の濃い打ち合わせとなっていて大変良い。）

　　本日の作業内容

・　基礎（ベース）立上り型枠組立・基礎排水スリーブ取付　5名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計　5名

　　パトロールの指摘または要望事項

１、昇降タラップの固定が緩んでいた。
　　　　　　　　　　（安衛則527条　移動はしごの転倒防止）
２、発電機の端子に余分なコードがあり金属が露出していて危険である。
３、休憩用のテントに飛散防止の控えがとられていなかった。
４、燃料タンクが、灰皿と一緒になっている。

　　良かった点

実 施 年 月 日 令 和 1 年 7 月 4 日

夏期合同安全衛生パトロール報告書
工事安全衛生方針：土工事、本体工事における重機災害、墜落災害防止対策を
　　　　　　　　　　　　　　徹底し『災害ゼロ』を目指す。
工事安全衛生目標：１、重機災害、死角への立入禁止と作業半径能力の周知による安全確保
　　　　　　　　　２、作業場出入り及び近接道路の通行指導による第三者災害の防止

チームリーダー
菅原　衛

工事名　㈱岡部興業低温倉庫新築工事
現場代理人　石橋　亘

指摘事項

パトロール巡視状況

余分な線がついている

良好な点

作業個所の区分け

施工状況

固縛が緩んでいる 燃料タンクと灰皿が一緒に保管



夏期合同安全衛生パトロール報告書

実施者

　・　大工作業　11名、荷振り作業　1名、配管工事　1名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　13名

工事安全衛生方針：『報･連・相』をモットーとし実施することで、災害のない職場環境づくりを目指す
工事安全衛生目標：『第三者交通災害ゼロ・飛来落下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及び墜落災害ゼロ』を目指し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より良い職場環境の形成を図る

工事名　学校法人こひつじ学園
　　　　　　認定こども園こひつじ施設整備事業
　　　　　　　　園舎改築工事

チームリーダー
福田　暁

現場代理人　金　長利　 担当技術者　宮崎　元基

実 施 年 月 日 令 和 1 年 7 月 4 日

　　本日の作業内容

１、ドラムのキャプタイヤが、通路上に配線されており、漏電やつまづきの原因にな
　る。
２、コンプレッサーに持ち込み許可証の表示がない。
３、吊荷の合図者が、クレーンオペから見えずらいのではないでしょうか。
４、架線に近いので、注意すること。

　　良かった点

１、階段のステップに色付けしていて段差がわかりやすい。
２、花とトマトが植えられていて、環境美化になっている。
３、狭い施工ヤードではあるが、コンパクトに対応している。
４、安全書類はよく整理されている。内容について、指摘箇所は特に無し
５、熱中症対策も良く施されていた。

　　パトロールの指摘または要望事項

ナイス！方針

パトロール巡視状況

施工状況

良好な点

ステップの色表示

指摘事項

持込許可証の表示 地べた配線 環境美化



実施者
チームリーダー
福田　暁

１、産廃かご替わりに使用しているトンパックに分別表示がない。
２、休憩所の吸い殻入れが、枯草の上に置いていて、火災の原因になる。
３、敷鉄板が、雨で滑りやすくなっていて危険である。

１、水位計が現場に設置されていて良い。
２、日陰に設置されている休憩所が、熱中症対策に大変良い。
３、車止めが、全車されていた。
４、安全書類が大変良く整理されており、印象が良かった。
５．快適職場への取組が、良くされている。
６、現場事務所内も、大変きれいに整理されていた。

　　パトロール指摘事項

　　安全衛生指導事項

実 施 年 月 日 令 和 1 年 7 月 4 日

　　本日の作業内容

・アースオーガー建込　1名、鋼矢板建込　1名、鋼矢板圧入作業　4名
　ヤード整備　2名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　8名

中央安全衛生パトロール報告書 工事安全衛生方針：『建設産業発展に向けた、新３Ｋ（給料・休日・希望）も実現と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＩＣＴ技術を取り入れた働き方改革の実現』
工事安全衛生目標：『誰もが安心・安全　快適職場』

工事名　下院内地区橋梁下部工工事
現場代理人　大日向　康 監理技術者　玉谷　孝徳 担当技術者　柿崎　志歩

ナイス！方針

量水標設置状況

パトロール巡視状況

危険降雨量の想定基準

良好な点

車止めに設置

指摘事項

ごみの分別表示 熱中症対策


