平成29年秋 な降 、Ｓ Ｓ業 にお ける夕Eｔ災 害が前年にtヒベて10(Ｍ)な上 増力n！
また、iE亡災害のうち約4596が墜落・ 転落災害です！
−■

「建設業における 墜落 ・転落災害防止対策強化キヤンペー ン」 実施

厚ま 労働 省では,災害 の１ い年 末年 始に ミり 組ん でい ただ いて いる 「年末･年な台のS11!害運 動期 間」
します。

期Ｍ中,建設 現場 にお ける 墜落･転落 防止 対策 にｔ 点的 にミ り組みま すので,各建 設現 場に おい ても、
ｉ;請･下請 の皆 さま が一 九と なって,墜落･転落 災害 防止 対策 を推 進し まし よう！
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□

a.作業 床の Ｓ回

白百臣白六子ぃド
?lさ２ ｍな上の?票所ｨｬまにおいては、jiiSをｍみ乙
立て る等の方法に より 作業床を 設け まし よう 。

事項を確認して、
□に チェ ック!
※裏面も参照 して

b.手す り等の設置
C.安全 帯の 使用

gl上の作業など作業床や手す り等の屈!が・難な とき 、荷の揚げ降 ろし
Ｓで 手す りＳを一 時Ｍこ開ます ると きは 、安全帯を使JE目させま しよ う。

□

ｄ． 踏み抜き 防止 措置

スレ ート屋根 等の上で の作業で は、 歩み板、 防網 等を 設け まし よう。

□

e.足場 から の墜 落防
止措置

i1場（一側足場を除 く） には、i1場の種類 に応 じてi手す り、 中さん等

□

f,足場 の点 検の 実施

毎日 の作業の開始前やj呂1jlの祖さて 、変l1時には、 事前 に足場の安全点

□
□
□

の墜 落防 止措 置を 講じ まし よう。
検を 実施 しま しよ う。

g.作業 主任者の選任

高さ ５ｍ 以上のjijlのＳ なて ・解体等の作業を 行う とき は、 作業主任者
を選任し まし よう。

h.特別 教育 の実施

jl場の組さて・ 解体Ｓの作業 に労働者を就かせると きは、当該労働者に
対し 特別 教育 を実 施し まし よう。

i.安き 衛生 教育

労働者を雇い入れ たと きは 、安圭帯のﾌF使丿目な どぞ安き行・ が生 じない
よう 、ぼ落・ 転落防止 のた めの教育を行 いま しよ う。

０厚ま労働省･都道府県労働局･労働基準監督署

遭りぎ・ 廠孝Ｘ擦たＺＭｆか5,ａＷぎ=／／
墜落･転落災害を防止するた めには,法令に定 める 措置(表・ にＥ載したa〜iの基本事JI)を講ずる
だけ でなく,より 安・な作 業環境を Ｓ成 して いく こと が重要です。
「墜落･転落災害 防止対策強化キャンペーン」を 契機 として,ほ下に示 すミ 組もまめ てい きま しよ う。

本足場を 設置 して いて も「 より安111な措 置」 等に 取り 組み まし よう
安全性が高い本Jil場であっ ても 、Ｓ落・ 転落災害は少なか らずＳ生 して います。
災害の例 としては、①荷の上げ下ろ しのため に足場に一時的な開口部を設けたと ころ 、そこから墜落
した 、② 筋交 いの 隙間 や中 さんの下方か ら身を乗 り・ した ほに ぼ落 した 、③ji1Sの祖rZ・解体Bきに 、手
すり 等の ない万1場最 上部 から 墜落 した 、な ど多 岐に わた って いま す。
本え 場を Ｅ！ する こと で、 高所 作業 の安 きぽ は高 まり ます が、 それ だけ では ・全 に墜 落・ 転落 災害を
防止 する こと はで きま せん 。こ のた め、 厚生 労働 省で￨は、I足場 から￨の墜 落・ 転落災害 の防止の ための

「TIよひ安金な11111置￨JSとして、」MI下の３」ailをＳＳＩしています。
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・法 定の 措置 に加 え「 上さ ん」 を設 置す るこ と。
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・「 手す り先 行専 ｇＳ 」ｌ」｜ 」を 設置 する こと。
○わ く組 足場 以外のxi1場の 場台

↓や

・法 定の 措置 に加 え「 幅木 」を 設置 する こと。

「手 すり 先行 工法 等に 関す るガ イド
ライ ン」 りこ 基づ いた 手す り先 行工法

フ

手すり先liエ法の411（くさび素Ｓ式liS）
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働き やす い安 心感 のあるjZjlをal！す
るこ と。 ＸＳま労働４ホームページに掲載。
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「￣ こ＿ こ二.。
IEすりSli工Ｓの例 （わ くぬＳ場）

によ る万1場の 組立等を行う とと もに、

１

rｌ木」

｜

j1場の 祖立て･変l1時等 の点 検は、il場の 組さ て等の作業主 任者 であ り、 かつ 十分 な知 識・ 経験が
ある 者に よっ て、 チェ ツク リス トり こ基 づい て行 うこ と。
Ｘ厚労省ホー ムペ ージ に掲截「il場からの墜落 ・転落災害防止総合が策推ま要綱（別添 ：「 より ・全な措Ｓ」 等に つい て）」
http://ｗｗｗ. mhlｗ.9ｏ. jp/file/06‑Seisakｕjoｕhou‑11300000‑ＲｏｕdoukりＵ

ｎｋyokｕａｎzｅｎ ｅｉseibｕ/0000088456. pdf

その 他（ はしご･脚l:Z、Ｓ 根の 上な ど） の防止対策もご11認く ださい

はし ご、 脚さ 等か らの ぼ落 ・転 落災 害は、 特に 高齢 者で 多く なっ てい ます 。は しご から のぼ 落・転
落災害の 防止 は、
の碁本となります。 ＸＳ Ｓま、S5りき ホー ムページにglaの自4「は しごやＳ なか らのＳ・･ｅｇ ｌ・ をな くし ましょ
う！ 」参Ｓ（ｗｗｗ.mhlｗ.9o.jp/ｎｅｗ‑info/kobetｕ/（ｏｕdoｕ/…/170322‑1.
pdf）。

狭い 敷地 Ｓに ある 家Ｓ のＳ 根上 にお ける 作業 等で は、jiljlのａ Ｓが ・難 な場 合が あり ます 。この
よう な作 業で は、

こと で墜落・転

落災 害の 防止 を図 るこ とが でき ます 。ｘ ｇＳ は、 ９労 きホ ーム ペー ジにg3載の 資ね 「Ｓ ＩＳ 止の ため の・ きａ僅ほ
・のｲｷχ4票準マニユアル」 をか照（ｗｗｗ.mhlｗ.9o.jp/ｎｅｗ‑jnfo/kobetｕ/rｏｕdoｕ/…/140526‑1‑0.
pdf）。

