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第54回　広島県建設業労働災害防止大会

安 全 の 誓 い

大丈夫？　みんなの声掛け　注意喚起　危険の芽を摘む　コミュニケーション大会スローガン

第54回広島県建設業労働災害防止大会は、９月10日に呉市で開催すべく準備を進めておりましたが、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止と参加者の安全を第一に考慮して、開催を中止といたしました。
支部長表彰は、次ページの方々が受賞されました、受賞者の皆様に心よりお祝い申し上げます。
会員の皆様におかれましては、本誌又はホームページ掲載の「大会スローガン」、「安全の誓い」を安全衛生活動にご
利用ください。

広島県における建設業の労働災害は、関係各位のご尽力により平成22年までは着実に減少し、その後は増減を繰り返

しておりました。

しかしながら、一昨年はこの10年間で最多となりましたが、令和元年は死傷災害、死亡災害とも平成28年と同レベル

まで減少しました。

このような状況の中、技術者・技能者の慢性的な不足や建設業の将来の担い手確保に向けて、労働時間・休日等の改

善を含む「働き方改革」やメンタルヘルス対策等の労働環境改善に取り組む必要があります。

一方、本年は新型コロナウイルスの感染が全世界に蔓延し、我が国においても多大な影響を及ぼしており、感染予防

対策の徹底が強く求められています。事業場の実態に即した実行可能な感染予防対策の推進を図ることといたします。

われわれ建設業に携わる関係者は、「第８次 建設業労働災害防止５カ年計画」に示されている、死亡災害及び墜落・転

落災害並びに休業４日以上の死傷災害の発生件数の減少目標を達成するため、経営トップの強力なリーダーシップの下

に、リスクを摘み取り、安全最優先、労働災害は必ず防ぐという強い信念を持ち、次のことを重点に安全衛生活動を実

施いたします。

１. 「安全はすべてに優先する」現場づくりの徹底
２. 墜落・転落災害、車両系建設機械災害の防止対策の徹底
３. リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の確実な実施の推進
４. 経営トップによる現場パトロールを通じた従業員への安全意識の喚起
５. 安全・快適な職場環境の形成と働き方改革の推進

以上、全員参加で、安全で快適な職場づくりに邁進することをここに誓います。

令和２年９月10日

第54回　広島県建設業労働災害防止大会
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第54回　広島県建設業労働災害防止大会

優　良　賞（会社）（４社）
会　　社　　名 分　会　名

株式会社　津田建設 三　原

高松建設　株式会社 尾　道

有限会社　青谷建設 三　次

有限会社　英伸建設 廿日市

功　労　賞（３名）
氏　　　名 所　属　事　業　場　名 分　会　名

大　畑　将　成 株式会社　伏光組 広　島

大　礒　美　彦 山陽建設　株式会社 三　原

田　中　和　平 株式会社　大宝組 尾　道

功　績　賞（７名）
氏　　　名 所　属　事　業　場　名 分　会　名

富　永　幸　夫 錦建設　株式会社 広　島

永　谷　真　志 錦建設　株式会社 広　島

矢　八　憲　児 株式会社　月森工務店（株式会社　鴻池組） 広　島

岡　田　亮　介 株式会社　増岡組 呉

浜　口　大　樹 株式会社　Yu−Ki（株式会社　鴻池組） 広　島

田　中　宏　幸 日新産業　株式会社 広　島

平　尾　　　徹 有限会社　ヒラオ 三　次

優　良　賞（工事現場）（７工事作業所）
会　社　・　団　体　名 工　事　の　名　称 分　会　名

東亜建設工業　株式会社
西日本建築支店　広島営業所 （仮称）ヴェルディ牛田早稲田弐番館新築工事 広　島

錦建設　株式会社 （仮称）ジャガーランドローバー広島新築工事 広　島

三菱重工交通・
建設エンジニアリング株式会社 （仮称）本川町プロジェクト新築工事 広　島

戸田・沼田　特定建設共同企業体 広島市宇品雨水８号幹線建設工事　その２ 広　島

株式会社　砂原組 （仮称）南観音マンション新築工事 広　島

株式会社　鴻池組　広島支店 坂町に係る平成 30 年豪雨災害廃棄物処理業務 広　島

前田・三谷　加茂小学校
南棟校舎改築他工事共同企業体 福山市立加茂小学校南棟校舎改築他工事 福　山

令和２年度　支部長表彰受賞者
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第57回　全国建設業労働災害防止大会（Web大会）

個　人　賞
支　部 種　別 氏　　　名 事　　業　　所　　名 分　会　名

広　島

８件

功　労　賞 山　本　　　茂 株式会社　栗本 広　島

功　労　賞 河　村　雅　之 株式会社　淺沼組　広島支店 広　島

功　労　賞 柿　本　　　修 株式会社　千田 三　原

功　労　賞 門　永　利　昭 株式会社　堀田組 尾　道

功　績　賞 大　岡　誠　二 大新土木　株式会社 呉

功　績　賞 門　田　英　嗣 株式会社　前田組 福　山

功　績　賞 青　中　龍　二 有限会社　アオイ 三　次

功　績　賞 沖　川　秀　治 株式会社　砂原組 広　島

優　良　賞
支　部 種　別 事　　業　　所　　名 分　会　名

広　島

６件

会　　社 藤井建設　株式会社 三　原

会　　社 株式会社　葉名組 尾　道

会　　社 有限会社　村上建設 三　次

工事現場 株式会社　奥村組　広島支店
ダイキョーニシカワ株式会社新本社棟他新築工事 広　島

工事現場 株式会社　錢高組　広島支店
広島刑務所鍛錬場・待機所棟等新営（建築）工事 広　島

工事現場 大之木建設・田村建設特定建設工事共同企業体
呉市消防局・西消防署新庁舎建設工事 呉

令和２年度　建災防協会長安全衛生表彰受賞者
　第57回全国建設業労働災害防止大会は、仙台市で開催すべく準備を進めておりましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の拡大防止のため、現地での開催を断念し、建災防本部ホームページ上でWeb形式によ
る開催といたしました。
　建設業労働災害防止協会長表彰は、次の方々が受賞されました、受賞者の皆様に心よりお祝い申し上
げます。



（4）　　　　　　　　　　　建災防広島　第３種郵便物認可　令和２年10月10日発行　第637号

橋梁塗膜除去工事や石綿除去工事などを行う作業者に

剥離剤による火災や中毒事案が多発しています！
〜ラベル・SDS（安全データシート）を確認し、適切な対策を〜

橋梁塗膜除去工事や石綿除去工事などを行う作業者に

剥離剤による中毒が多発しています！
～ ラベル・ （安全データシート）を確認し、適切な対策を ～

剥離剤を使用した塗膜の除去作業中に、剥離剤に含まれる有害物（ジクロロメタン、ベンジル
アルコールなど）を吸い込み、意識不明、視覚障害等となる事案が多発しています。
法令で規制されていない物質でも、人体に有害なもの（中枢神経への毒性だけでなく、発
がん性、生殖毒性を有するもの、化学火傷を生ずるものなど）もありますので、剥離剤を使
用する場合は、以下の対策を講じるようにしましょう。

① ラベル・ の入手・確認
● 使用する剥離剤の容器に表示されているラベル、添付されている を確認※

※特に危険有害情報、取扱いおよび保管上の注意、ばく露防止および保護措置を確認

● が添付されていない場合は、販売店舗またはメーカーから取り寄せる
● を入手できない製品の使用は避ける

② の情報に基づいてばく露防止措置を実施
● に記載されているばく露防止および保護措置を確実に実施
● を入手できない製品をやむを得ず使用する場合は、有害物が含まれているものとみなし
て防毒マスク、保護眼鏡、不浸透性の保護手袋・保護衣などを使用

防毒マスクを使用していても、吸収缶が破過して中毒となっている事案が発生しています！

● 作業場所をビニルシートなどで覆って通風が不十分な場合は、排気装置を設けるなど、作
業場所の有害物の濃度を低減させる対策を実施

剥離剤に含まれる主な物質の有害性とばく露防止対策
（注）他にも様々な有害物が含まれているので、以下の物質を含まない場合も対策は必要です
ベンジルアルコール ※未規制物質 ジクロロメタン ※特定化学物質

有
害
性

主
な
対
策

・中枢神経系、肝臓に障害
・強い眼刺激
・眠気またはめまいのおそれ
・飲み込むまたは皮膚に接触すると有害

・発がんのおそれ
・中枢神経系、呼吸器、肝臓、生殖器に障害
・強い眼刺激、皮膚刺激
・眠気またはめまいのおそれ
・吸入すると有害

・送気マスクまたは防毒マスクの使用（防毒マスク使用時は、吸収缶の破過に注意）
・保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴の使用
・作業場所の通風が不十分な場合の排気装置の設置など

（注）ジクロロメタンは特定化学物質であり、作業主任者の
選任、健診実施などの義務もある。

注意

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
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建築物・工作物・船舶の解体工事リフォーム・修繕などの改修工事に対する

石 綿 対 策 の 規 制 が 強 化 さ れ ま す ！
石綿障害予防規則等の一部改正　公布：令和2年7月1日　施行：令和2年10月1日〜

解体改修工事の受注者（解体改修工事実施者）の皆さま

石綿は平成18年(2006年)9月から輸入、製造、使用などが禁止(罰則あ
り)されていますが、それより以前に着工した建築物・工作物・船舶は石
綿が使用されている可能性が高く、解体工事・改修工事で飛散した石綿の
粉じんを吸い込むと、肺がんや中皮腫を発症するおそれがあります。適切
な対策の実施が必要です。

建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの

改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます

■工事対象となる全ての部材について、石綿が含まれているかを事前に
設計図書などの文書と目視で調査し（事前調査）、調査結果の記録を
３年間保存することが義務になります（令和３年４月～）

■建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に
行わせることが義務になります（令和５年10月～）

工事開始前の石綿の有無の調査

解体改修工事の受注者（解体改修工事実施者）の皆さま

■石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は１４日前までに
労働基準監督署に届け出ることが義務になります（令和３年４月～）

■一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事前調査
の結果等を電子システム（スマホも可）で届け出ることが義務になり
ます（令和４年４月～）

工事開始前の労働基準監督署への届出

■除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の
取り残しがないことの確認が義務になります（令和３年４月～）

吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制

■石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去
する工事は、作業場の隔離が義務になります（令和３年４月～）

■石綿が含まれているけい酸カルシウム板第１種を切断、破砕等する
工事は、作業場の隔離が義務になります（令和２年10月～）

■石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない
方法で行うことが原則義務になります（令和２年10月～）

石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制

■石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、
作業の実施状況を写真等で記録し、３年間保存することが義務に
なります（令和３年４月～）

写真等による作業の実施状況の記録

１
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荷役作業での労働災害を防止しましょう！
陸上貨物運送事業における　トラック荷台からの転落を防ぐために
荷役作業安全ガイドライン講習会のご案内

　陸上貨物運送事業の労働災害の70％は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生しています。
さらにその70％は荷主等（荷主、配送先、元請事業者等）の事業場で発生しています。
　この状況を受けて、厚生労働省では平成25年3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドラ
イン」を策定し、陸運事業者及び荷主等の実施事項を示しました。
　つきましては、このガイドラインの周知を目的とした標記講習会を下記のとおり開催致しますので、荷主等の
企業の皆様の積極的なご参加をお待ちしています。

１．開催日時　令和２年11月30日（月）　13：30〜16：30
２．場　　所　広島県トラック総合会館　５階大研修室（広島市東区光町２−１−18）
３．講習内容
　（1）貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律について（広島運輸支局担当官）
　（2）荷役作業における労働災害の現状と荷主等に求められる役割（広島労働局担当官）
　（3）荷役作業安全ガイドライン（陸災防安全管理士）
　（4）質疑応答、アンケート記入
　　※　講習終了後、「修了したことを証する書面」をお渡しします。
４．定　　員　50名（先着順です。）
５．受 講 料　無　料
６．申込方法
　　下記参加申込書にご記入の上、本紙をFAX又は郵送にてお申し込みください。
　　受講票等は送付いたしません。申し込みFAX番号：（082）261－2496
７．そ の 他
　講習会は、身体的距離（ソーシャルディスタンス）の確保や三密の回避等、新型コロナウイルス感染防止
策を行った上で開催します。参加の皆様におかれましては、会場入口での消毒及びマスクの着用にご協力を
お願いします。なお、新型コロナウイルス感染症の動向によっては、講習会を中止する場合がございますので、
ご了承ください。

事業者名 業　種

所 在 地 （〒　　　　－　　　　） 申込担
当　者

電話番号 （　　　　）　　　　－ FAX （　　　　）　　　　－

参 加 者

ふりがな
氏　　名
ふりがな
氏　　名

【厚生労働省補助事業】

荷役作業安全ガイドライン講習会のご案内

「荷役作業安全ガイドライン講習会」参加申込書
（申込責任者名：　　　　　　　　　　　）

参加申込書にご記入いただいた情報は、本講習会以外には使用いたしません。
【お問合せ先】〒732－0052広島市東区光町２丁目１番18号　陸運労災防止協会広島県支部

TEL（082）264－1501　FAX（082）261－2496
駐車場はありません。
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令和２年　建設業死亡災害発生状況
広島労働局（令和２年８月末）

№ 発生月 業　種 職　種 性別 年齢 経験 事故の型 起因物 災　害　発　生　状　況

１ ６月 建　築
工事業 とび 男 30代 １年 墜落、

転落 足場

ビル新築工事現場14階において、工事用エレベーター
を13階から15階までクライミングする作業の準備作業
を行っていた被災者が、15階エレベーターピット開口
部に設置してあった墜落防止用ネットを取り外すた
め、エレベーターの搬器上部手すりに設定されていた
ブラケット足場に上がろうと足をかけたところ、足場
が外れ、約60メートル下の地下１階エレベーターピッ
トに墜落したもの。

令和元年・令和２年　全産業・建設業・署別労働災害発生状況（労働者死傷病報告による）
広島労働局（令和２年８月末）

署別

全　　産　　業 建　　設　　業
令和元年 令和２年

増減数
令和元年 令和２年 対前年

増減数
対前年
増減率
（％）

建設業
／全産
業（％）死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計 死亡 休業 死傷計

広島中央 1 506 507 2 508 510 3 43 43 1 63 64 21 48.8 12.5

呉 2 163 165 2 149 151 −14 2 16 18 13 13 −5 −27.8 8.6

福　山 6 375 381 1 370 371 −10 34 34 55 55 21 61.8 14.8

三　原 2 107 109 2 96 98 −11 1 22 23 12 12 −11 −47.8 12.2

尾　道 2 125 127 1 119 120 −7 16 16 22 22 6 37.5 18.3

三　次 1 100 101 127 127 26 16 16 24 24 8 50.0 18.9

広島北 180 180 2 184 186 6 20 20 20 20 10.8

廿日市 149 149 154 154 5 19 19 6 6 −13 −68.4 3.9

合　計 14 1,705 1,719 10 1,707 1,717 −2 3 186 189 1 215 216 27 14.3 12.6

令和元年・令和２年　建設業における事故の型別労働災害発生状況（労働者死傷病報告による）
広島労働局（令和２年８月末）

事故の
型別

墜落
転落 転倒 激突 飛来

落下
崩壊
倒壊

激突
され

はさまれ・
巻き込まれ

切  れ
こすれ

踏み
抜き

高温・低温
の物との
接　　触

有害物
質との
接　触

感電 火災 交通
事故

動作の
反動 その他 合計

令和
元年

（1） （1）（1） （3）

59 14 11 13 3 13 25 14 3 3 4 1 　 9 16 1 189

令和
２年

（1） （1）

66 19 13 13 4 19 21 18 2 6 2 2 1 16 13 1 216
　（　　　）内は、死亡で内数

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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令 和 ２ 年 度 講 習 計 画
（令和２年10月〜12月末までの計画）

　作業主任者技能講習日程
足場の組立て等 実施場所 受付分会 コンクリート造の工作物の解体等 実施場所 受付分会
11月10〜11日 福山市 福山 11月24〜25日 広島市 支部
12月22〜23日 広島市 支部

型枠支保工の組立て等 実施場所 受付分会
地山の掘削及び土止め支保工 実施場所 受付分会 10月27〜28日 広島市 支部

10月13〜15日 広島市 支部 11月25〜26日 呉市 呉

　特別教育日程
足場の組立て等 実施場所 受付分会 石綿取扱い作業従事者 実施場所 受付分会 フルハーネス型安全帯使用作業 実施場所 受付分会
10月22日 福山市 福山 11月５日 広島市 広島 10月８日 呉市 呉
12月18日 広島市 支部 　　29日 広島市 支部

巻上げ機（ウインチ）運転 実施場所 受付分会 11月27日 広島市 支部
自由研削砥石取替え等業務 実施場所 受付分会 11月19日 福山市 福山 ロープ高所作業（学科のみ）実施場所 受付分会

10月22日 広島市 広島 12月15日 広島市 支部
　　29日 呉市 呉 低圧電気取扱業務 実施場所 受付分会

12月10日 広島市 広島

　特別教育に準じた教育日程
振動工具取扱作業従事者 実施場所 受付分会

10月15日 福山市 福山
11月５日 呉市 呉

　統括・職長等各種教育日程
職長・安全衛生責任者教育 実施場所 受付分会 職長・安全衛生責任者教育 実施場所 受付分会 足場能力向上教育 実施場所 受付分会11月17〜18日 広島市 広島 能力向上教育 足場点検実務者研修
12月８〜９日 福山市 福山 10月21日 福山市 福山 10月20日 呉市 呉

12月９日 広島市 支部 11月６日 広島市 支部
安全衛生推進者 実施場所 受付分会能力向上教育（初任時） 現場管理者統括管理 実施場所 受付分会 建設工事の職場環境改善 実施場所 受付分会10月７日 福山市 福山 12月17日 福山市 福山 実施担当者講習

11月12日 広島市 支部
＊詳細につきましては、支部及び各分会にお問い合わせください。
　なお、定数に満たない場合は中止、または、延期する場合があります。

　建災防広島県支部（082）228－8250

広島分会（082）228‒8252　福山分会（084）924‒4320　尾道分会（0848）22‒8918　廿日市分会（0829）31‒0196
呉 分 会（0823）22‒6886　三原分会（0848）63‒9920　三次分会（0824）62‒4391　　

広 島 県 支 部 各 分 会

ホームページアドレス

　建 災 防 広 島 県 支 部　http : //www.ｊｃｏｓｈａ-ｈｉｒｏｓｈｉｍａ.ｊｐ/
　建災防広島県支部広島分会　http : //www.ｊｃｏｓｈａ-ｈｉｒｏｓｈｉｍａ.ｊｐ/hiroshimabunkai/
　建災防広島県支部福山分会　http : //fukubun.sakura.ne.jp/
　建災防広島県支部三次分会　http : //ww7.enjoy.ne.jp/～khm62/

受講される皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「マスクの着用」・「手指のア
ルコール消毒の実施」・「検温」等についてご協力をお願いします。また、感染拡大防止に関する行政からの取組
要請があった場合は、開催の延期又は中止の判断をすることがありますので、ご理解いただきますようお願いい
します。

建設業労働災害防止協会広島県支部

建設工事に従事する労働者の
　ための安全衛生教育
　「建設従事者教育」（６時間）
＊要請により、随時実施（支部）


