
追加事例

令和５年（2023年）３月に新たに追加した事例の紹介



（令和5年3月）

新たに追加した事例

事例頁 分類名と分類内頁 取組名 掲載局

23 墜落・転落防止-19 墜落制止用器具使用範囲の明記 下水道局

39 転倒防止-15 夜間における歩行者等への安全対策 水道局

40 転倒防止-16 高齢者などへの安全対策（車イスの設置） 水道局

61 飛来・落下防止-18 Webカメラの設置（移動式クレーン） 下水道局

70 建設機械事故防止-8 バックホウによる災害防止 都市整備局

75 建設機械事故防止-13 カラーコーンによる、重機と作業員との接触事故防止対策 建設局

77 建設機械事故防止-15 夜間工事の重機作業における、作業員との接触事故防止対策 建設局

78 建設機械事故防止-16 バックホウ作業半径内立入禁止措置に伴う安全対策 水道局

93 建設機械事故防止-31 ハンドルカバーによる自走事故防止対策 港湾局

100 交通災害防止-6 通行自転車・歩行者事故防止 水道局

101 交通災害防止-7 センサー式注意喚起スピーカーの設置 下水道局

102 交通災害防止-8 仮復旧箇所の通行における注意喚起 下水道局

103 交通災害防止-9 規制帯の確実な設置 建設局

133 職場環境改善-18 変電所内壁こわし時の粉塵飛散養生 交通局

134 職場環境改善-19 駅端部ホームステップの滑り止め対策 交通局

144 職場環境改善-29 ウェアラブルIoTサービスを用いた夏場作業の熱中症対策 下水道局

171 安全教育-8 二次元バーコードによる安全資料の配布 下水道局

173 安全教育-10 高所作業者VR教育 下水道局

176 安全教育-13 事業所内の安全情報コーナーの設置 交通局

217 見える化-32 ARによる埋設管の可視化 下水道局

219 見える化-34 MC(ガソリン車)への軽油給油の防止策 交通局

221 見える化-36 動画再生による周辺住民への工事PR 水道局



23

 墜落制止用器具使用範囲の明記

墜落・転落防止-19

（下水道局）

 墜落制止用器具の種類ごとの使用可能高さを分かりやすく図示し、掲示している。また、墜落制止用器具の
フックに図と対応した色テープを貼って、使用可能高さが一目で分かるよう工夫している。



39

 夜間における歩行者等への安全対策

転倒防止-15

（水道局）

 通路内の照度と導線を確保するため、LEDチューブライトを採用し、工事現場に設置することで、

夜間工事現場における歩行者通路のカラーコーンによる躓きや転倒を防止している。



40

 高齢者などへの安全対策（車イスの設置）

転倒防止-16

（水道局）

 高齢者など歩行に不安のある方が、安心して安全に工事現場を通行できるよう車イスを準備した。

 歩行者通路における転倒事故防止が図れた。

車椅子あります。
声を掛けてください



61

 Webカメラの設置（移動式クレーン）

飛来・落下防止-18

（下水道局）

 立坑内のクレーン作業において、クレーンオペレーターがWebカメラで立坑内の状況を把握できるようにしている。



70

 バックホウによる災害防止

建設機械事故防止-8

（都市整備局）

写真添付

事例集作成の注意点

 タイトル、解説のフォントは変更しないでください。

 右上の分類には、「優良事例の型分類表」から、選択してください。

 解説は簡潔かつ具体的に記載してください。

 写真は複数枚になっても構いません。

 写真に補足説明を直接記載していただいても構いません。

 事例は公表するため、写真や記載事項等は十分に確認してください。

 熱中症対策などの現場環境改善についての優良事例も記載してください。

 バックホウと手元作業員の接触防止に対する緊急停止装置を活用している

（タグも所持している作業関係者がバックホーの作業半径内に立ち入るとバックホーが緊急停止する）

 「バック走行禁止」「ｸﾚｰﾝﾓｰﾄﾞよいか」のステッカーを使用している（見える化）

 移動式クレーン使用時の最大吊荷重の80％の推奨と早見表の設置



75

 カラーコーンによる、重機と作業員との接触事故防止対策

建設機械事故防止-13

 重機の使用状況をカラーコーンで見える化し、重機稼働中は作業員が重機へ接近し

ないよう注意喚起している。

（建設局）

①重機稼働中
→カラーコーンを重機の側面に付ける

②重機停止中
→カラーコーンを重機のキャタピラの上に置く



77

 夜間工事の重機作業における、作業員との接触事故防止対策

建設機械事故防止-15

 夜間工事において、重機の作業範囲をビームライトで照らし、作業員が重機へ接近し

ないよう注意喚起している。

【重機に取り付けたビームライトで、重機作業範囲を照らしている状況】
（建設局）

ビームライト

作業範囲内

作業範囲に入らないよう
注意喚起



78

 バックホウ作業半径内立入禁止措置に伴う安全対策

建設機械事故防止-16

（水道局）

 建設機械による、人身事故を防止するため、アーチ型のライトで立入禁止区域を定め、注意喚起を行っている。



93

 ハンドルカバーによる自走事故防止対策

建設機械事故防止-31

（港湾局）

 駐停車中の無人車に工事用車両の自走事故防止対策として、運転者に注意喚起を促し事故の防止を図っ
ている。

 駐車時には、車止めと併用して行う。

工事車両等を離れる際に、ハンドルカ
バーの取付をルール化し目視確認する



１00

 通行自転車・歩行者事故防止

交通災害防止-6

 交差点部は見通しが悪く、下り坂のため自転車がスピードを出して走行することが多く、出会い頭の接触事故
が懸念されていた。

 交差点部にミラーを設置し、通行時左右確認を行いやすくすることで事故防止を図っている。

【交差点部設置ミラー】【交差点状況図】

（水道局）



101

 センサー式注意喚起スピーカーの設置

交通災害防止-7

（下水道局）

 路上工事における第三者の躓き・転倒事故防止のため、センサー式注意喚起スピーカーを設置している。

「足元にご注意下さい」



102

 仮復旧箇所の通行における注意喚起

交通災害防止-8

（下水道局）

 仮復旧箇所に、「段差注意」の路面標示を行い、通行者への注意を促している。



103

 規制帯の確実な設置

交通災害防止-9

 規制帯の設置前に、路面に規制帯の位置出しを行い、道路協議に基き、

確実な位置に規制帯を設置している。

 トラックなどの重機出入り時において、規制帯をずらした際、確実に元の位置に

もどすことができる。

【位置出しを基に設置した規制帯】

（建設局）

位置出しに合わせて、
カラーコーンを設置



133

 変電所内壁こわし時の粉塵飛散養生

職場環境改善-18

（交通局）

 耐震補強工事にあたり、測量するために駅構内変電所内の柱周りの壁を一部先行して取り壊すこととなり、変電設備の保守区か
ら粉塵飛散養生(クリーンルームの設置)の指示を受けた。

 枠組足場を組んだ後にシートを貼る方法を検討したが、工期内に工事を完了させるためには、足場組立及び解体作業を回避し、
き電停止後の限られた時間内に効率よく養生を行う必要があった。

 突っ張り棒状の支柱に養生シートを組み合わせた簡易養生シートを採用することで、高所作業を行うことなくクリーンルームを設置。

 内部でこわし作業を行っても粉塵の漏出はなく、変電設備にも悪影響を与えないで施工ができた。

柱養生前 柱養生後

突
っ
張
り
棒
状
の
支
柱



134

 駅端部ホームステップの滑り止め対策

職場環境改善-19

（交通局）

 ホームから軌道に降りる際は、薄暗い中、ケーブルやトラフ等の支障物を気にしながら駅端部のステップを使用するが、ステップは
滑りやすく、一歩間違えば怪我をするリスクがあった。

 滑り止めテープ(幅50㎜×長50ｍ)を購入し、管理所管内全ての駅ホームステップに滑り止めテープを設置した。

 滑り止めテープ設置後、ステップは滑りづらくなり、所の職員だけでなく、ステップを利用している受注者等からも好評を得ている。

従来型矢印板

駅端部のホームステップ テープ設置後

滑り止めテープ ( 幅50㎜×長50ｍ )



144

職場環境改善-29

（下水道局）

 ウェアラブルIoTサービスを用いた夏場作業の熱中症対策

 ウェアラブルIoTサービスを導入し、夏場現場作業での社員の健康状態を定量的かつリアルタイムに監督者が
管理し注意を促すことで、夏場の熱中症対策、社員の体調管理を強化している。

ウェアラブルデバイス装着状況 健康状態の監視状況



171

 二次元バーコードによる安全資料の配布

安全教育-8

（下水道局）

 コンクリート打設時の周知会や、安全教育資料を二次元バーコード化し、全作業員へスマホやタブレットを通じ
て周知している。



173

 高所作業者VR教育

安全教育-10

（下水道局）

 高所作業車作業において発生する災害をVRで体感し、安全対策の重要性について学ぶ教育をしている。



176

 事業所内の安全情報コーナーの設置

安全教育-13

（交通局）

 安全マネジメントに関する情報は、事故状況のほか、受注者や職員などから工事や作業に係るヒヤリ・ハット情報も
寄せられる。これらの情報は都度周知を行ってはいるが、有益な情報が必ずしも職員や受注者へ広く還元できて
いるわけではなかった。

 安全施工検討会や打合せ等の際にチェックしてもらえるよう、職員及び工事受注者が目に付く執務室前の廊下に、
「安全情報コーナー」として事故事例や安全に関する情報の掲示を開始した。

 安全に工事を進めるため、良い事例を共有する・過去の失敗を活かすという観点のほか、自分の担当外の知識も
得られる場として、事故の芽を摘み取る内容を盛り込むよう展示を工夫している。

最近の気になる
ニュース

ヒヤリ・ハット集計

夜間パトロール・
昼間点検結果

電気事故の知識

作業安全
カレンダー

安全衛生情報パンフレット

ヒヤリ･ハット
回収箱

損傷事例と実物展示

・ESのくし板
・埋設電線管
・煙感知器の動作原理



217

 ARによる埋設管の可視化

見える化-32

（下水道局）

 ARソフトを用いて埋設管と背景を重ねた映像をタブレット端末上に表示し、掘削時に活用している。

ipad画面



219

 MC(ガソリン車)への軽油給油の防止策

見える化-34

（交通局）

 ガソリン車であるMCを軽油車と思い込み、誤って軽油(緑色タンク)を給油した事象への対応。

 ガソリン車の給油タンクのキャップを鍵が必要な構造とし、その鍵をガソリンタンク(赤色)に付けた。⇒ 赤色タンクを持参しないとキャップ
が開けられない仕組みとし、ヒューマンエラーの防止を図ることができた。

誤って給油

軽油缶

ガソリン缶

給油口（改善前） 鍵付き給油口(改善後)

給油口専用鍵

ガソリン
携行缶に
鍵を取付

燃料タンク

◆給油方法の改善策◆

◆改善後◆

◆改善前◆ 作業手順

①ガソリン携行缶
から鍵を取り外す。

②鍵を使って給油口の
キャップを開ける。

③タンクにガソリン
を給油する。



221

 動画再生による周辺住民への工事PR

見える化-36

（水道局）

 工事現場近くの作業員詰所のスペースを活用し、通行人からよく見えるようにモニターを設置

 静止画では伝わりにくい地下の工事を、動画を作成して常時放映することにより分かりやすくPR

【動画による推進工事のPR】

推進機が地下を掘り進んでいく様子を放映

推進工事

【道路に向けてモニターを設置】


