
ホテルウェルネス横手路

2 号 車（Ｂ班）1 号 車（Ａ班）

ホテルウェルネス横手路
（検討会）

各現場巡視結果の発表

終了後、昼食及び散会

移動時間
30分

・出欠確認 7：50～8：15
（チームリーダー）

・喜友会遠藤会長挨拶 8：20～8：25

・趣旨説明 8：25～8：30

・パトロール出発 8：30

移動時間
20分

移動時間
30分

パトロ－ル現場
山城堰地区 ため池等整備
（河川応対）工事 01603-K01

（所要時間 30分）
横手市大森町本郷 地内

現場代理人 菅原 衛

・検討会 10:50～11:20

・中村社長挨拶 11:20～11:25

・発表会 11:25～11:55
・事業主講評

千葉常務 11:55～12:00

・閉会 12:00

到着9:00頃 到着8：50頃

令和元年度 年末合同パトロール日程表
令和元年12月5日（木）

パトロ－ル現場
前林地区道路改良工事
（所要時間 30分）
湯沢市下院内 地内

現場代理人 大野翔平

到着9：50頃

パトロ－ル現場
十文字小学校建設工事
（所要時間 30分）

横手市十文字町十五野新田 地内

現場代理人 清水 誠

現場出発 10：20

移動時間
30分

到着9：50頃

パトロ－ル現場
社会福祉法人横手愛燦会
たいゆう保育園建設工事
（所要時間 30分）
横手市大雄字田村地内

現場代理人 福田 暁

現場出発 9：20移動時間
20分

到着 10：50頃

移動時間
30分

現場出発 10：20

現場出発 9：30

到着 10：50頃

45人乗りバス 33人乗りバス



令和元年度　年末安全衛生活動　実施状況

喜友会 58 　名
社 員 16 　名
合 計 74 　名
巡回現場 4 現場

実施年月日　令和元年　12月5日（木）

中村社長 挨拶

事業主講評 千葉常務 交通安全講話 ＰＭ１：30～2：30

各班の検討会

Ｂ班 現場・書類講評

年末合同パトロール

ＡＭ8：15～12：00

遠藤喜友会会長 挨拶

Ａ班 現場・書類講評 菅原衛現場代理人答弁 清水誠現場代理人答弁

大野翔平現場代理人答弁

社会福祉法人よこて愛燦会

たいゆう保育園建設工事

チームリーダー 渡部保則 チームリーダー 金田基

山城堰地区ため池等整備

（河川応対）工事01603-Ｋ01

前林地区道路改良工事十文字小学校建設工事

福田暁現場代理人答弁



実施者

担当技術者　金　長利　　伊藤　彰馬

・　鉄筋工事　7名、型枠工事　3名、屋根工事　7名、防水工事　5名
　機械設備工事　13名、場内整備　11名　　　　　　　　　合計　46名

年末合同安全衛生パトロール報告書
工事安全衛生方針：「安全」「健康」の確保を最優先し、無事故無災害の達成を目標に
　　　　　　　　　　　　安全で快適な職場環境の形成を目指す。
工事安全衛生目標：保育園利用者等の第三者災害防止対策の徹底
　　　　　　　　　　　　　及び、周囲への飛散防止を重視し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全計画の充実寄作業員への安全教育を徹底する。

チームリーダー

渡部　保則

工事名　社会福祉法人横手愛燦会
　　　　　　　たいゆう保育園建設工事 現場代理人　福田　暁

実 施 年 月 日 令 和 1 年 12 月 5 日

　　本日の作業内容

１、現場休憩所並びにトイレがきれいで良かった。
２、駐車スペースが整然とされていて良い。
３、事務所階段下の踏み台にしているパレットに、滑り止めが必要と思われる。
４、全体的に書類が良く整理されている。

１、側溝上に渡した敷鉄板端部に、穴が開いていて危険である。
２、建物への出入りのための通路と、建物内の安全通路を確保すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（安衛則540条　安全通路）
３、壁差し筋上部に、刺さらないための養生が必要である。
４、資材置き場に表示があった方が良い。
５、バックホウの排土板を、上げた状態で駐機していた。
　　　　　　　　　　　　　（安衛則160条　運転席から離れる場合の措置）
６、新規入場者一覧表の実施者に、押印が無い日があった。
７、災防協の参加者のサインが抜けていた。

　　パトロール指摘事項

　　良かった点

指摘事項 駐機状況

パトロール状況

施工状況

安全通路と差し筋の養生 敷鉄板端部の穴



  パトロール指摘事項

年末合同安全衛生パトロール報告書 工事安全衛生方針：『災害ゼロ』を目標に、労働災害の重要性を再認識し、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全で快適な職場環境づくりを目指す。
工事安全衛生目標：重機災害・労働災害・交通災害、発生件数ゼロを達成する！

工事名　山城堰地区　ため池等整備
　　　　　　　　　　　　　（河川応対）工事　01603-Ｋ01 現場代理人　菅原　衛

実 施 年 月 日 令 和 1 年 12 月 5 日

  本日の作業内容

　・　護床工　平面ブロック２ｔ型製作（生コン打設・型枠脱型・組立）
　　　　平面ブロック2ｔ：生コン打設　１６個
　　　　平面ブロック2ｔ：脱型・組立 　１６個                  合計　８名

実施者
チームリーダー

渡部　保則

１、防火対策として、ジェットヒーターの傍に消火器を設置すること。
２、電工ドラムの配線が、雪で埋もれていて切断の恐れがある。
３、通路の路肩が、判別しにくい。
４、型枠組立の作業員に、保護メガネと安全靴の着用を検討してください。
５、現場入口部の鉄板のすべり止め用鉄筋が、取れかかっているものはあった。
６、安全書類で、安全衛生責任者の自筆のサインが漏れていた。

  良かった点

１、整理整頓がされて、とても良い。
２、現場のトイレがきれいであった。
３、場内の架空線の注意喚起の表示がされていた。
４、全体的に書類はよく整理されていた。
５、現場事務所内の整理整頓が行き届いていた。

ナイス！方針

パトロール状況

作業状況
消火器の設置

指摘事項

パトロール状況



実施者

年末合同安全衛生パトロール報告書
工事安全衛生方針：『災害ゼロ』を目標に、労働災害防止の重要性を再確認し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全かつ快適な職場環境づくりを目指す。
工事安全衛生目標：高所からの転落及び飛来落下災害の撲滅と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第三者災害ゼロを実現するため、全作業員の安全教育を徹底する。

チームリーダー

金田　基

工事名 十文字小学校建設工事（建築本体工事）
現場代理人　清水　誠　

　　良かった点

主任技術者　松井　努・五十嵐　裕之　担当技術者　小田嶋　斉　細川　聡　藤井　龍我　長瀬　力

１、防火水槽と安全掲示板に、雪がかかっていて見にくい。
２、現場休憩所屋根の雪庇が、落雪の恐れがあるので危険である。

１、掲示ポスター・スローガン等が、各所に掲示されていた。
２、現場の仮囲いに、小学生の絵が掲げられていた。
３、ゲート部に、振動・風速・騒音の表示があり、隣接する中学校への配慮が見受けら
　れた。
４、トイレが屋根付きで、衛生面でも配慮されていた。
５、書類が良く整理されていた。
６、打ち合わせ会議に、電子黒板を利用し実施している。
７、安全日誌について、指示事項が赤字で記入され見やすい。

　　パトロール指摘事項

実 施 年 月 日 令 和 1 年 12 月 5 日

　　本日の作業内容

・　管理棟　2工区　埋戻し、屋体棟　1工区　型枠解体　2工区　型枠組立
　駐車場　路盤工　場内整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　42名

指摘事項

パトロール状況

建物屋根の雪庇

パトロール状況 良かった点 仮囲いの絵の掲示状況

掲示物 振動・風速・騒音計 週間工程表の掲示



担当技術者　佐々木　学

　・　コンクリート養生、側壁止め型枠、除雪　4名　　　合計　4名

年末合同安全衛生パトロール報告書 工事安全衛生方針：工事現場に潜む危険なリスクの『見える化』を徹底し、
　　　　　　　　　　　　　　　　従事者全員による無事故無災害現場を目指す。
工事安全衛生目標：『重機災害・墜落災害防止の徹底』 実施者

チームリーダー
金田　基工事名　前林地区道路改良工事

現場代理人　大野　翔平 監理技術者　丹　修平

実 施 年 月 日 令 和 1 年 12 月 5 日

　　本日の作業内容

１、作業車の輪留めがされていて良い。
２、作業計画書や作業手順書について、良くまとめられている。また、すべてにチェッ
　クマークが付けられ良く管理されている。
３、健康診断実施計画書にて、高血圧の作業員には診断書で確認している。

１、敷鉄板上が、滑りやすくなっているので、こまめな対策を講じた方が良い。
２、養生内において、通路面のクランプの角や、飛び出している番線などがあるので
　対策を講じてください。
３、養生のブルーシートが、雪の重みでたるんでいて危険である。
４、現場内への雪崩の恐れがあるので、その対応を協議するべきではないか。
５、安全書類については、指摘事項はありません。

　　パトロール指摘事項

　　良かった点

ナイス！方針

クランプ等の養生措置

パトロール状況

指摘事項

パトロール状況

良かった点

輪留めの設置
敷鉄板上のすべり止め ブルーシート上の排雪


