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令和３年度

経営トップのリーダーシップの下、関係者及び店社と作業所が一体となって、経営トップのリーダーシップの下、関係者及び店社と作業所が一体となって、
労働災害防止活動を積極的に展開しよう！労働災害防止活動を積極的に展開しよう！

当協会では年度末の労働災害防止を目的として、本年
度も３月１日から31日までを「建設業年度末労働災害防
止強調月間」と定め、会員の皆様がこの期間に取り組む
べき事項を盛り込んだ実施要領を作成いたしました。
初めに、新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が
日本中に急増して、各地に「まん延防止等重点措置」に
関する公示が行われており、国民生
活や経済活動は大きな影響を受けて
います。このような中、建設現場で
は感染症の基本的感染防止対策の「三
つの密」、「５つの場面」の回避等を
徹底する感染予防措置を講じていた
だきますようお願い申し上げます。
さて、全国の建設業における労働
災害は、会員各位をはじめ関係者の
熱意と地道な安全衛生活動により長
期的には減少しており、令和２年度
の死亡災害の発生件数は過去最少と
なりましたが、依然として全産業に
占める割合は30％を超える高い状況
にあります。
令和４年１月の速報値では、休業
４日以上の死傷災害は14,856人とな
り前年同期比で1,172人増（8.6％）、
死亡災害は274人で同34人増（14.2％）
と共に増加しています。
一方、県内の状況は、休業４日以上の死傷災害は356人
となり前年同月比27人増（8.2%）となっておりますが、
感染症による災害を除けば減少しています。事故の型別
災害発生状況で最も多いのが墜落・転落災害で109人
（30.6％）、次いて転倒災害39人（11.0％）、続いてはさまれ・
巻き込まれ災害31人（8.7％）となっており、この３つの
災害を合わせると179人（50.3％）で、ほぼ昨年と同比率
で推移しております。

死亡災害は昨年より１人増の３人となっており、型別
では墜落・転落災害、交通事故、感染症となっています。
墜落・転落災害の発生状況は、法面災害復旧工事現場に
おいて、落石防止金網の復旧作業を行っていたところ、
金網に接続していたロープが破断したことにより地上に
墜落した災害です。このような状況から、年度末に向け

て墜落・転落災害を含む三大災害の防止
活動の強化を図る必要があります。
また、建設業においては、近年、激甚化・
頻発化する豪雨などの自然災害からの復
旧・復興工事を始め、国民生活を守るた
めの国土強靭化に向けた防災・減災対策
及びインフラ整備工事等が進んでおり、
技術者及び技能労働者の不足や高齢化と
併せて、作業者の多様化の進展など、労
働災害の防止に向けた多くの課題も見ら
れます。さらに、完成時期を迎える工事
が増加する年度末は、様々な作業が輻輳
して労働災害発生リスクの高まりが懸念
されます。
そのため、労働災害のリスク低減に向
けた店社及び現場でのリスクアセスメン
トとその結果に基づく対策の確実な実
施、各種安全教育の実施、現場作業員へ
のメンタルヘルス対策等、実効性のある
労働災害防止活動の推進に取り組んでい

ただきますようお願いいたします。
会員各位におかれましては、年度末労働災害防止強調
月間にあたり「建設業年度末労働災害防止強調月間実施
要領」を踏まえ、経営トップのリーダーシップの下、関
係者及び店社と作業所が一体となって、労働災害防止活
動を積極的に展開され、無事故・無災害で新年度を迎え
られますようお願い申し上げます。

建設業年度末労働災害防止強調月間建設業年度末労働災害防止強調月間
期間　令和４年３月１日〜３月31日
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　広島県建設専門工事業者団体等安全衛生推進大会は、平成10年度より建設業労働災害防止協会と専門
工事業者18団体が共催で毎年開催しております。
　今年度の第24回大会は、令和４年２月３日開催に向けて準備を進めておりましたが、新型コロナウイ
ルス感染症が広島県内にも拡大しており、参加者の安全を第一に考慮して開催を中止することといたし
ました。
　大会での安全功労受賞者を表彰する機会を逸することは、大変残念ではございますが、受賞されます
方々に表彰状及び記念品を団体にお送りし、表彰式に代えさせていただきたいと存じます。
　受賞者の皆様 おめでとうございます。

第24回（令和３年度）
広島県建設専門工事業者団体等安全衛生推進大会

業種 No. 表彰者氏名 事業場名

型枠大工
工 事 業 １ 出先　孝彦 ㈱かとり

と　　び
工 事 業

２ 水津　賢二 福井建設㈱

３ 畠岡　裕介 ㈱岩崎運送

電　　気
工 事 業

４ 長沼　　毅 ㈱長沼電業社

５ 岩野　靖彦 広島電工㈱

鉄　　筋
工 事 業 ６ 松尾　　隆 ㈱坂本工業

塗　　装
工 事 業

７ 星　　文夫 日塗㈱ PCR事業部
JFEコーティング部

８ 中元　　光 ㈱ゼンヤ

左　　官
工 事 業

９ 楠　　繁夫 古田左官㈱

10 井ノ本清徳 ㈱岡崎工務店

造　　園
工 事 業 11 丹　　晴史 みずえ緑地㈱

基　　礎
工 事 業

12 大坪　拓哉 東洋テクノ㈱
広島支店

13 田中　宏征 丸五基礎工業㈱
広島支店

安全功労者表彰 受賞者名簿

業種 No. 表彰者氏名 事業場名

機械土工
工 事 業 14 大畠　新司 山﨑建設㈱

広島営業所
瓦

工 事 業 15 北口　順久 北口瓦商店

板　　金
工 事 業

16 古本　　彰 ㈱北広板金工業

17 山崎　浩司 ㈲ヤマザキ

マスチック
工 事 業 18 橋本　大輔 ㈱長崎塗装店

防　　水
工 事 業

19 上村　悦司 ㈱シンエツ工業

20 佐々木恵太 ㈱佐々木防水

タ イ ル
工 事 業

21 黄原　国男 広島タイルビルド㈲

22 佐伯　達哉 真志田建材㈱

内　　装
工 事 業

23 沼田　仁志 ㈲とよ装飾

24 世良　和彦 ㈲セラケンサービス

配　　管
工 事 業

25 北瀬　昌也 ㈲中山管工

26 増本　　毅 ㈲中央管工



建災防広島　第３種郵便物認可　令和４年２月10日発行　第653号　　　　　　　　　　　（3）

年末年始労働災害防止強調期間に分会で安全パトロールを実施しました‼
【福山分会】去る令和３年12月９日に福山労働基準監督署・福山市・府中市（今回から安全パトロールに参加頂
きました）・建災防安全指導者の計21名で合同安全パトロールを「福山市立福山城博物館耐震改修工事」「広島地
家裁福山支部庁舎新営建築工事」「（仮称）ヴェルディ春日町７丁目新築工事」建築３現場で実施致しました。福
山分会では年末年始労働災害防止強調期間安全スローガン「これくらい　思う気持ちが招く事故　気づいた時に
即改善」を掲げ労働災害防止活動と新型コロナウイルス感染症防止対策を徹底し、無事故・無災害で工期を終え
て頂くようお願い致しました。ご協力頂きました関係各位に感謝申し上げます。

広島地家裁福山支部庁舎新営建築工事福山市立福山城博物館耐震改修工事

【三原分会】12月３日三原地区、９日竹原地区において、三原労働基準監督署２名、分会役員３名、安全指導者
10名に参加いただき、年末合同パトロールを実施いたしました。
現場管理体制は良好で、墜落・転落災害の防止措置を強化するよう要請いたしました。
施工される事業場におかれましては、お忙しいところ大変お世話になり感謝申しあげます。
コロナ禍において、引き続き安全衛生管理を徹底していただき、無事故・無災害で工事を完成されますよう祈念
いたします。

沼田川浄化センター工事沼田川浄化センター工事

【尾道分会】12月１・２日の２日間で、尾道労働基準監督署、安全指導者、視察委員の計24名の参加により、４
地区において計９現場の合同安全パトロールを実施しました。
ご多忙の中、快く現場視察をご了承いただきました関係各位、またパトロールにご参加、ご協力いただきました
皆様方に心より感謝申し上げますとともに、工事完了までの無事故・無災害を祈念いたします。

常称寺建造物保存修理工事千光寺公園頂上エリアリニューアル建設工事



（4）　　　　　　　　　　　建災防広島　第３種郵便物認可　令和４年２月10日発行　第653号

　石綿障害予防規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第134号）による改正後の石綿障
害予防規則（以下「石綿則」という。）第４条の２に基づく事前調査の結果等の報告については、令和４
年４月１日より電子情報処理組織を使用して所轄労働基準監督署長に報告しなければならないとされて
いるところです。
　同報告に使用する石綿事前調査結果報告システム（以下「システム」という。）について、今般下記の
とおりユーザーテストを実施することとしているので、了知するとともに、関係事業場への周知をお願
いいたします。
　また、今般、改正石綿則の事前調査結果の報告に係るポスター・リーフレットが作成されましたので、
御活用いただきますよう、よろしくお願いいたします。

記
１　趣旨
　令和４年３月中を予定しているシステムの本格運用に先立ち、事業者を含めたユーザーテストを実
施することによって、事前調査結果の報告手続等のシステム操作の習熟を図り、もって令和４年４月
１日の石綿事前調査結果報告制度の円滑な施行を図るもの。
２　ユーザーテストの実施
　システムの利用者に対し、システム操作に習熟する機会として、令和４年１月18日（火）から２月18
日（金）にかけて以下の通りユーザーテストを実施するので、（1）、（2）の対応を行うこと。
　（1）ユーザーテスト期間中の対応
　ア　ユーザーテスト期間　　　　令和４年１月18日（予定）〜２月18日（予定）
　イ　ユーザーテストの対象者　　システムを利用予定のすべての方
　ウ　実施事項
　ユーザーテストは、行政職員を含むシステム利用者に対し、システム操作の習熟を図っていた
だくための機会である。期間中に適宜システム操作を行い、動作や機能等を確認すること。
　システム操作の過程で明らかな不具合又は著しい事実誤認等を含む文言などを発見した場合に
は、システム中のお問い合わせフォームから問い合わせを行うこと。
　なお、操作上の不明点は、原則としてシステムのマニュアルにより確認すること。また、ユーザー
テスト期間中は、システムのトップ画面に表示されるお知らせ一覧に、全国から寄せられた問い
合わせ内容とその回答を随時掲載するので、併せて確認すること。

（2）問合せ対応
　事業者等からシステムの操作方法等に関して問合せがあった場合には、システムのFAQやマニュ
アルを参照した上で、さらに不明な点があればお問い合わせフォームから問い合わせるよう促すこ
と。なお、ユーザーテスト期間中の問い合わせについては、必ずしも全件に対して個別に回答する
ことを保証するものではなく、類似の問い合わせと一括する等し、お知らせ一覧等に回答を掲載す
る場合があることに留意すること。

（3）留意事項
　ユーザーテストで入力した申請データはユーザーテスト終了時に削除予定であることに留意する
こと。

広島労働局長労働基準部長より要請がありました
石綿事前調査結果報告システムのユーザーテストの実施

及び事前調査結果の報告に係るポスター等の送付について
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関係団体の長　殿� 令和４年１月４日

広島労働局労働基準部�健康安全課長
剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について

　橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建設用仕上塗材を除去する作業において、様々な剥離剤
が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や吸引による中毒事案が頻発し
ている状況にあります。
　このため、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危
険有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについて、傘下の会員事業場等に対して周
知し、適正な使用について注意喚起をしていただきますようお願い申し上げます。

関係団体の長 殿                      令和４年１月４日 

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について 

広島労働局労働基準部 健康安全課長 
橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建設用仕上塗材を除去する作業において、様々な剥離剤

が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火による火災や吸引による中毒事案が頻発し
ている状況にあります。 
 このため、剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれる化学物質の危険
有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについて、傘下の会員事業場等に対して周知し、
適正な使用について注意喚起をしていただきますようお願い申し上げます。 
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令和２年・令和３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３年12月末）

署別

全　　産　　業 建　　設　　業

令和２年 令和３年
増減数

令和２年 令和３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 3 874 877 2 1,081 1,083 206 2 90 92 98 98 6 6.5 9.0 

呉 4 253 257 1 319 320 63 18 18 30 30 12 66.7 9.4 

福　山 2 590 592 3 647 650 58 84 84 1 68 69 −15 −17.9 10.6 

三　原 2 151 153 1 155 156 3 22 22 1 19 20 −2 −9.1 12.8 

尾　道 1 190 191 194 194 3 28 28 18 18 −10 −35.7 9.3 

三　次 187 187  187 187   30 30 32 32 2 6.7 17.1 

広島北 2 306 308 3 490 493 185 40 40 1 56 57 17 42.5 11.6 

廿日市 261 261 1 306 307 46 15 15 32 32 17 113.3 10.4 

合　計 14 2,812 2,826 11 3,379 3,390 564 2 327 329 3 353 356 27 8.2 10.5 

令和２年・令和３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３年12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 爆発
火災

交通
事故

動作の
反動 その他 合計

令和
２年

（1） （1） （2）

99 36 17 18 6 25 38 30 2 11 2 2 1 24 18 329

令和
３年

（1） （1） （1）（3）

109 39 16 20 8 23 31 25 2 1 0 1 1 16 24 40 356
　（　　　）内は、死亡で内数

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

令和３年　建設業死亡災害発生状況（労働者死傷病報告による）
広島労働局（令和３年12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 ５月 建設業 作業者・
技術者 男 30代 13年 交通事故

（道路） トラック 対向車がセンターラインを越え、被災者の車
に衝突した。

２ ９月 建設業 作業者 男 60代 11年 墜落、
転落

その他の
用具

法面災害復旧工事現場において、地上高さ
14mの場所で、金網にロープを接続して身体
を保持して、落石防止金網の復旧作業を行っ
ていたところ、当該ロープが破断したことに
より地上に墜落した。このとき、メインロー
プから身体保持器具の接続器具が取り外され
ていた。

３ ５月 建設業 管理者 男 40代 20年 その他 その他の
起因物 感染症による。
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ホームページアドレス

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

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）

　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 酸素欠乏・硫化水素危険 実施場所 受付分会
３月３～４日 福山市 福山 ２月18・19・21日 広島市 支部
　　16～17日 広島市 支部

　特別教育日程
足場の組立て等 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 自由研削砥石取替え等業務 実施場所 受付分会
２月14日 広島市 支部 ２月25日 福山市 福山 ３月３日 広島市 広島

　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

能力向上教育 実施場所 受付分会 足場能力向上教育
足場点検実務者研修 実施場所 受付分会２月16〜17日 呉　市 呉

３月９〜10日 広島市 広島 ３月 10日 呉市 呉 ２月24日 広島市 支部
　　16〜17日 三原市 三原

現場管理者統括管理 実施場所 受付分会 木造建築物の組立て等能力向上 実施場所 受付分会 木建解体作業指揮者教育 実施場所 受付分会
２月17日 広島市 広島 ２月16日 福山市 福山 ２月21日 福山市 福山

令 和 ３ 年 度 講 習 計 画
（令和４年３月末までの計画）

新型コロナウイルスの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、中止、または延期する場合
があります、ご協力をお願いします。

令 和 4 年 度 講 習 計 画
（令和4年4月〜5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 地山の掘削及び土止め支保工 実施場所 受付分会 酸素欠乏・硫化水素危険 実施場所 受付分会
４月12〜13日 広島市 支部 ４月13〜15日 三次市 三次 ５月13・14・16日 広島市 支部
５月10〜11日 福山市 福山 ５月24〜26日 呉市 呉

　建築物石綿含有建材調査者講習（一般）
日　　程 実施場所 受付分会
４月５〜６日 広島市 支部

　特別教育日程
足場の組立て等 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 低圧電気取扱業務 実施場所 受付分会
４月20日 広島市 支部 ４月14日 広島市 支部 ４月21日 広島市 広島
５月27日 呉市 呉 　　26日 福山市 福山

５月19日 呉市 呉 自由研削砥石取替え等業務 実施場所 受付分会
　　24日 広島市 支部 ４月22日 福山市 福山

巻上げ機（ウインチ）運転 実施場所 受付分会
４月26日 広島市 広島 ロープ高所作業（学科のみ）実施場所 受付分会
５月19日 福山市 福山 ４月19日 広島市 支部

　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

４月25日 三原市 三原
　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 熱中症予防指導員・管理者 実施場所 受付分会 斜面点検者教育 実施場所 受付分会
５月17〜18日 尾道市 尾道 ５月９日 広島市 支部 ５月10日 広島市 支部
　　26〜27日 広島市 広島 　　16日 福山市 福山

＊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。


