
平成３０年度 活動報告

事 業 名 等 実 施 日 実施場所等 主 な 内 容 摘 要

(1)労働災害防止 H30.9.27(木) 長岡市立劇場 ・安全講話（三条労基署）
大会 ・平成29年度活動報告

●総会兼ねる ・平成30年度活動計画
・平成29年度完成工事安
全管理優良受注者表彰
披露及び安全管理事例
発表

・工事事故の発生状況と
安全管理

・安全宣言 他

(2)安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
①分会ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 分会毎に各月１ 各出張所等管 ・各分会毎に安全パトロ 別紙

回を目途に開催 内 ールを実施
●随時実施

②合同ﾊﾟﾄﾛｰﾙ R1.8.8(木) 大河津管内 ・役員と長岡労基署によ
●熱中症対策 る安全パトロールを実施

③役員ﾊﾟﾄﾛｰﾙ R1.8.8(木) 大河津管内 ・役員等による抜打ちパ
トロールを実施

(3)安全施工技術
の向上に関す
る調査研究

①臨時安全ヒア ●H30.10.17 妙見堰記念館 ・ｸﾚｰﾝ作業を中心に各社
の安全ﾋｱﾘﾝｸﾞを実施

②第20回施工 H31.7を目途に ﾊｲﾌﾞ長岡 ・平成30年度完成工事等
研究発表会 開催 を対象に論文募集

●R1.7.29 ●全体で33論文応募
・代表論文の発表
●役員会で代表６論文選
定

・最優秀論文等を表彰
●研究会参加者による投
票で決定

③熱中症対策 ●R1.8.27 中之島 ・熱中症対策の再徹底と
講演会 文化ｾﾝﾀｰ 作業員の意識向上を目

的に実施
●講師(保健師)による講
演と工事現場の事例紹
介（約３００名参加）

③意見交換会 労働災害防止大 長岡市内 ・意見交換
会と同日開催
●R1.9.26



事 業 名 等 実 施 日 実施場所等 主 な 内 容 摘 要

(4)広報活動 随時 信濃川河川事 ・工事安全対策協議会の
務所ホームペ ページで活動内容を紹
ージ 介

・工事の安全に関する情
報等を提供

(5)その他
①役員会 必要に応じて開

催
●R1.7.10 信濃川河川 ・平成30年度活動中間報

事務所 告及び今後の活動計画
確認

・施工研究発表会論文の
選考結果

●R1.9月中旬 事務連絡にて ・新年度役員について
意見集約 ・労働災害防止大会につ

いて

②幹事会 必要に応じて開
催
●役員会兼ねる 信濃川河川 ・平成30年度活動中間報

事務所 告及び今後の活動計画
確認

・第20回施工研究発表会
について

●役員会兼ねる 事務連絡にて ・平成30年度活動報告
意見集約 ・令和元年度活動計画

(案)
・労働災害防止大会につ
いて 他



別 紙

○Ｈ３０年度工事安全対策協議会 総会以降の安全（分会）パトロール開催状況

（役員パトロール 兼 労基との合同パトロール）
・Ｒ １． ８． ８（木） ４現場（大河津管内） １２名参加 ※熱中症対策確認

（大河津分会）
・Ｈ３０．１０．３０（火） ４現場 １５名参加
・Ｈ３０．１１．２８（水） ４現場 １２名参加
・Ｈ３１． １．２５（金） ４現場 １０名参加
・Ｈ３１． ４．１８（木） ３現場 ３３名参加
・Ｒ １． ５．３０（木） ４現場 ２５名参加
・Ｒ １． ６．１９（水） ３現場 ＜荒天により中止＞
・Ｒ １． ７．１０（水） ３現場 ２７名参加
・Ｒ １． ８．２１（水） ３現場 ３３名参加
・Ｒ １． ９．１３（金） ３現場 ２６名参加

（長岡分会）
・Ｒ １． ６．１８（火） ２現場 １１名参加
・Ｒ １． ７．１７（水） １現場 ７名参加
・Ｒ １． ８． ７（水） １現場 ７名参加
・Ｒ １． ９．１８（水） ２現場 １０名参加

（越路・妙見分会）
・Ｒ １． ７．２５（木） ２現場 １１名参

（十日町分会）
・Ｈ３０．１０．３０（火） ２現場 １０名参加
・Ｈ３０．１１．３０（金） ２現場 ８名参加
・Ｈ３０．１２．２５（火） ２現場 ８名参加
・Ｈ３１． １．２８（月） ２現場 ５名参加
・Ｈ３１． ２．２８（木） ２現場 ８名参加
・Ｒ １． ７． ４（木） ３現場 ６名参加
・Ｒ １． ８． ７（水） １現場 ９名参加
・Ｒ １． ９．１２（木） ２現場 ９名参加

（堀之内分会）
・Ｈ３０．１１．２９（木） １現場 ９名参加
・Ｒ １． ６．２８（金） ２現場 ６名参加
・Ｒ １． ８．２８（水） １現場 ４名参加



信濃川河川事務所熱中症対策を中心に 長岡労基と安全協議会役員合同パト

～取組その１～ 工事区域の隅々の労働者に届く熱中症対策事例
○ ８月８日午前、長岡労基署さんから２名（野田署長、村山安全衛生課長）と当事務所工事安
全対策協議会役員ら９名で「熱中症対策」を重点に大河津分会の４工事について実施。
○ 当該分会の工事の特徴としては、土砂運搬先が遠方に及ぶことから交通誘導員が広範囲配置され
かつ１人で配置されることから、熱中症対策の確実な履行が課題。
→ 通常の日陰や水分補給確保の他に、巡回専用スタッフを配置し巡回による声がけの体調管理
と水分補給の他、ファン付ベストやスマホでＤＴ位置など把握し休憩時間の調整を実施した現場。

■長岡労基との合同安全パトロールの様子（令和元年８月８日）

合同パトロール全景
長岡労基 ２名
工事安全対策協議会 ９名

巡回スタッフ：写真は、１次下請け

対策グッズ：送風ファン付きのベスト
（警備業務法の服装変更届出済）

巡回
ス
タッ
フ

長岡労基



信濃川河川事務所熱中症対策を中心に 「熱中症対策講演会」開催

～取組その２～ 工事区域の隅々の労働者に届く熱中症対策事例
○ ８月２７日 長岡市中之島文化センターにて（独）労働者保健安全機構 新潟産業保険総合
支援センターと当事務所工事安全対策協議会により、熱中症に強い体調づくりを中心とした講演会を
受注者（下請業者含む）約３００名の参加により実施しました。
○ 講演に先立ち、工事受注者による現場での対策事例紹介を行いました。
○ 講演会では、同機構で登録されている保健師 近 小夜子（こん さよこ）氏から、クイズ形式による
熱中症予防の知識向上と日常生活の健康管理などを楽しいトークを交えながら、家族にも応用できる
内容を学びました。参加者からは「参考になった。参加してよかった。」との声がありました。

■熱中症対策講演会の様子（令和元年８月２７日 於：長岡市中之島文化センター）

会場いっぱいの講演会

クイズ形式による進行

【卵かけごはん】 【バナナ＋塩】 による予防食事
（説明資料より抜粋）お隣さんと（握手から脈拍確認へ）



令和元年度 活動計画（案）

事 業 名 等 実 施 日 実施場所等 主 な 内 容 摘 要

(1)労働災害防止 R1.9.26(木) ﾊﾟｽﾄﾗﾙ長岡 ・安全講話（長岡労基署） 工事安全協
大会 ・平成30年度活動報告 議会総会を

・令和元年度活動計画 兼ねる
・平成30年度完成工事安
全管理優良受注者表彰
披露及び安全管理事例
発表

・工事事故の発生状況と
安全管理

・安全宣言 他

(2)安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
①分会ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 分会毎に各月１ 各出張所等管 ・各分会毎に安全パトロ

回を目途に開催 内 ールを実施

②合同ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 不定期 ・役員、会員による安全
パトロールを実施

③役員ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 不定期 ・役員等による抜打ちパ
トロールを実施

(3)安全施工技術
の向上に関す
る調査研究

①第21回施工 R2.7を目途に開 ・令和元年度完成工事等
研究発表会 催 を対象に論文募集

・代表論文の発表
・最優秀論文等を表彰

②意見交換会 施工研究発表会
と同日開催

(4)広報活動 随時 信濃川河川事 ・工事安全対策協議会の
務所ホームペ ページで活動内容を紹
ージ 介

・工事の安全に関する情
報等を提供



事 業 名 等 実 施 日 実施場所等 主 な 内 容 摘 要

(5)その他
①役員会 必要に応じて開 信濃川河川 ・令和元年度活動中間報 新年度早々

催 事務所 告及び今後の活動計画 を想定
確認

・施工研究発表会論文の
選考結果

必要に応じて開 信濃川河川 ・新年度役員について ９月中旬
催 事務所 ・労働災害防止大会につ

いて

②幹事会 必要に応じて開 信濃川河川 ・令和元年度活動中間報 新年度早々
催 事務所 告及び今後の活動計画 を想定

確認
・第21回施工研究発表会
について

必要に応じて開 信濃川河川 ・令和元年度活動報告 ９月中旬
催 事務所 ・令和２年度活動計画

(案)
・労働災害防止大会につ
いて 他


