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　建設業労働災害防止協会沖縄県支部並びに
会員各位の皆様におかれましては、日頃より
労働行政への御理解と御協力を賜っておりま
すことに厚く御礼申し上げます。
　さて、日本銀行那覇支店の県内金融経済概
況（10 月）によりますと県内では設備投資及
び住宅投資は弱めの動きにありますが、公共
工事が底堅く推移しております。
　また、県内の経済・雇用状勢（9 月）につき
ましては新型コロナウイルス感染症の影響に
より全体として厳しい状況が続く中、建設業
における求人は直近において増加に転じてい
ます。
　各建設現場においては、新型コロナウイル
ス感染症対策を行いながら厳しい施工、竣工
を迫られ、その結果として働いている労働者
への負担に加えて、現場の安全管理体制が十
分に果たせていない状況が生じているのでは
ないかと想定されます。加えて、年末・年始
を迎え、社会全体が気ぜわしくなり、また、
現場においては、ある程度無理をしてでも工
事を進捗させようと作業が錯綜し、労働災害
のリスクが高まることが懸念されます。
　このような状況を踏まえ、「無事故の歳末　
明るい正月」をスローガンに、建設業年末年
始労働災害防止強調期間が実施されますこと
は誠に有意義なことであり、会員の皆様の一
層の取組みを御期待申し上げるところであり
ます。取組みに際しては新型コロナウイルス
感染症対策を十分に講じた上でお願いいたし
ます。
　建設業における労働災害発生状況ですが、
昨年は死亡災害及び死傷災害ともに増加しま
した。今年は死傷災害は減少しているものの
死亡災害は昨年同時期と同数であり、10 月末
までの速報値で死亡災害者数は 6 人、死傷災
害者数は 135 人となっており、予断を許さな
い状況が続いています。
　当局では、建設業の労働災害防止対策の一
つの柱として、2018 年から 5 か年間の長期的
な運動として「沖縄県建設業 Safe‐Work 運動」
を、内閣府沖縄総合事務局、沖縄県土木建築部、
そして建設業労働災害防止協会沖縄県支部が
共同で推進しております。
　この運動は、建設投資が増加する一方で、

就業人口が減少する等の課題を抱える中、安
全管理体制を時代に見合った万全なものにす
る必要があることから、2023 年までに、建設
業界の労働災害防止に向けた取組みを加速さ
せるとともに、労働行政や建設行政が一緒に
なって指導・援助するものです。当局では先
頭に立って、この運動を主唱し、建設業界の
安全を希求し、「安全・安心な建設現場の実現」
を目指していきます。
　次に、働く人の健康面に関してですが、県
内の定期健康診断結果における有所見率（速
報値）は、令和元年までで 9 年連続全国ワー
ストとなってしまいました。健康に問題を抱
えた状況では、安全に対するリスクの増加に
もつながっていきます。当局では、職場にお
ける健康づくりへの「見える化」の手法として、

「ひやみかち健康経営宣言登録事業」を展開し
ています。これは働く人の健康増進に取り組
んでいる「健康経営宣言企業」を当局のウェ
ブサイトで公表する制度で、職場の健康づく
りの気運を高めるものです。宣言書様式は当
局のウェブサイトより簡単に入手できますの
で、働く人の健康確保・改善のために積極的
に取り組んでいる建設企業におかれましては、
是非、率先して御登録いただき、県民各層へ
のアピールをお願いいたします。
　また、当局では、働く人が、働きやすい職
場づくりに取り組めるように、各種相談に応
じるワンストップセンターとして、働き方改
革推進支援センターを設けるなど、働き方改
革を推進するための取組みを、積極的に進め
ているところです。
　建設産業は、郷土の社会基盤、生活基盤の
整備を担う重要な役割と雇用を支える魅力あ
る産業であります。私ども沖縄労働局は、安全・
安心な建設現場の実現を目指し、皆様が抱え
ている課題に向き合いながら、一生懸命取り
組んでまいりますので、御協力の程、よろし
くお願い申し上げます。
　結びに、建設業労働災害防止協会沖縄県支
部並びに会員各位におかれましては、日頃の
安全衛生活動の取組みに敬意を表しますとと
もに、来る年の益々の御発展と御健勝を祈念
申し上げます。

年末・年始労働災害防止
強調期間を迎えるにあたって
厚生労働省 沖縄労働局長
福味　恵
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　会員の皆様におかれましては、平素から
労働災害防止活動の推進につきまして格別
な御支援、御協力を賜り厚く御礼申し上げ
ます。
　さて、沖縄県内における建設業の労働災
害発生状況をみますと、休業 4 日以上の受
傷者数は 135 人（前年 10 月末速報値）で
前年同期と比べて 34 人減少しましたが、
死亡者数は減少に転じず、前年同期と同じ
く 6 人の尊い命が失われています。まさに
憂慮すべき状況にあり、今一度安全の原点
に戻り、一から労働災害防止対策の取組を
徹底しなければなりません。
　これらの労働災害の発生状況をみますと、
墜落・転落に起因する災害が全体の 3 割強
を占めています。死亡災害では依然として

「墜落・転落災害」、「建設機械・クレーン
災害」、「飛来・落下」等により発生しており、
建設業における三大災害の労働災害防止対
策を一層強化する必要があります。
　こうした状況を踏まえ、建災防沖縄県支
部は、沖縄労働局、沖縄総合事務局、沖縄
県土木建築部と連携を強化し「沖縄県建設
業 Safe-Work 運動」の取組を推進している
ところです。ぜひ皆様の積極的な参加でこ
の運動を広げ、もって安全管理活動の取組
強化を図っていただきますようお願い申し
上げます。
　また、昨年から新型コロナウイルスの感
染症の拡大が続く中、建設現場においても

「三つの密」を回避する基本的な取組に加

え、感染防止に向けた一人一人の行動変容
等の取組強化を図っていただきますようお
願い申し上げます。
　建設業においては、技術者・技能労働者
の不足や高齢化、作業に不慣れな新規参入
者の就労等、依然として労働災害の増加要
因を抱えていますが、いかなる状況下に
あっても労働災害はあってはならないもの
であり、店社と現場が一体となった安全管
理を推進し、「沖縄県建設業 Safe-Work 運
動」のスローガンであります「安全・健康
に働くことができる 建設現場の実現」を業
界一丸となって追求していかねばなりませ
ん。
　いよいよ本年も 12 月 1 日から令和 3 年 1
月 15 日まで「建設業年末年始労働災害防
止強調期間」が始まります。これから迎え
る年末年始は、様々な工事が輻輳して行わ
れる等、慌しさが増加することにより、労
働災害の発生が危惧されるところですが、
会員事業場におかれましては、経営トップ
の強いリーダーシップの下、関係者が一体
となって、一層の安全衛生意識の高揚を図
り、労働災害防止対策の徹底を図っていた
だきますようお願いいたします。

「無事故の歳末　明るい正月」
のスローガンの下、会員の皆様が年末年始
を無事故無災害で過ごされ、御家族揃って
明るいお正月を迎えられますことを心から
祈念申し上げ、御挨拶とさせていただきま
す。

建設業年末年始労働災害防止
強調期間運動の推進にあたって
建設業労働災害防止協会　沖縄県支部
支部長　津波 達也
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　9月24日～25日に宮城県仙台市で開催を予定し
ておりました「第57回全国建設業労働災害防止
大会（仙台大会）」は新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策のため、9月24日より10月8日まで
建災防ホームページ上で開催されました。
　初めての試みとなったWeb開催でしたが、充
実した内容となっており期間中に約5千件のアク
セスがありました。
　なお、来年は令和3年10月7日～8日に京都府で
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の徹底
を図り開催される予定となっております。

『Web開催内容』
1　会長挨拶（映像）をはじめ、厚生労働大臣、国土交通大臣、宮城県知事、仙台市長の祝辞、

宮城県支部長のメッセージ（書面）
2　安全の誓い
3　安全衛生表彰者名簿
4　専門部会発表論文、特に東日本大震災から10年が経過しようとすることから新設した

「自然災害からの復旧・復興工事安全対策特別部会」の発表論文の全文と各専門部会発
表論文の概要

5　WEBによる安全衛生保護具等展示会の開催

　 令和２年度本部表彰受賞者

　この賞は、永年にわたり建設業の安全衛生活動に顕著な功労・功績のあった個人・企業な
どに対して表彰されるものです。
★ 優良賞（工事現場対象）
　 〇 株式会社國場組・有限会社宮松建設　特定建設工事共同企業体
　 　 沖縄県公共関与管理型産業廃棄物最終処分場施設建設工事
　 ○ 株式会社金城キク建設
　 　 プレサンスロジェ国際通りレーヴタワー新築工事
★ 功労賞
　 ○ 國　場　幸　尚　（株式会社國場組）
　 ○ 具志堅　用　吉　（株式会社豊神建設）
★ 功績賞
　 ○ 玉　城　　判　　（株式会社東恩納組）
　 ○ 伊　保　　準　　（株式会社富士建設）

第57回 全国建設業労働災害防止大会（Web開催）

挨拶される 今井 雅則 会長
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令和２年度 沖縄労働局長表彰

　沖縄労働局は、10月2日、安全衛生に関する水準が特に良好な事業場や個人を表彰する沖縄
労働局長表彰に3事業場と7個人が選定され、建災防沖縄県支部から3名が受賞されました。
　表彰式は例年、沖縄県産業安全衛生大会の中で実施されていましたが、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止の観点から同大会が中止となり、表彰式の実施も見送られました。

【功績賞】

　〇 比　嘉　森　廣 （元建設業労働災害防止協会 沖縄県支部 副支部長）

【安全衛生推進賞】

　○ 花　城　朝　進 （建設業労働災害防止協会 沖縄県支部 安全指導者）

　○ 新　垣　　　健 （建設業労働災害防止協会 沖縄県支部 非常勤講師）
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　建災防 那覇分会、南部分会、北部分会は9月29日～10月29日にかけて各地域で建設現場の
安全パトロールを実施致しました。
　那覇分会の安全パトロールでは、石嶺市営住宅第6期建替工事や県立那覇A特別支援学校
（仮称）新築工事現場などを巡回し、足場や建設機械の安全対策、資材の整理整頓状況など
をチェックしました。
　南部分会の安全パトロールでは、県営南風原第二団地建替工事など、南城市や与那原町、
糸満市、八重瀬町、南風原町、豊見城市の各現場において不安全行動の有無や足場からの墜
落・転落防止対策などを確認しました。
　北部分会の安全パトロールでは、名護高校校舎改築工事や真喜屋第三市営住宅建築工事な
ど名護市、本部町、今帰仁村の各現場において、足場や開口部からの墜落・転落防止対策が
適切かどうかなどを重点的に確認しました。

建災防分会による建設現場安全パトロールの実施

那覇分会

南部分会

中部分会

北部分会
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　建設工事における労災防止対策の徹底を図るためには、関係請負人等が労働災害を防止するため
の措置を確実に実施するとともに、労働者も建設現場での遵守事項を守り、労働災害防止活動に積
極的に協力することが重要です。
　建設従事者教育は、建設現場でみられる労働者の不安全行動、ヒューマンエラー等を防止するため、
労働者が守らなければならない基本的な遵守事項について、建災防沖縄県支部が専門機関として事
業者に代わって行う安全衛生教育です。

※厚生労働省並びに国土交通省では、当該教育の普及を求めており、国土交通省及び沖縄県発注
工事の工事成績評定に加算されます。

※建設従事者安全教育の開催については、建災防沖縄県支部にお問い合わせください。

学科を熱心に受講する受講生

フルハーネス型安全帯の装着体験

ロープの結び方実技

全員で KY 活動

建設従事者安全教育を実施しましょう建設従事者安全教育を実施しましょう

写真は、株式会社太名嘉組の建設従事者教育（中城湾港（新港地区）海邦橋耐震補強工事（R2））です。（令和2年11月6日開催）
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建設機械災害が多発しています建設機械災害が多発しています
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■ 安全管理士は安全のプロフェッショナルです。土木、建築工事等の様々な現場に直接お伺い
して安全パトロールを実施し、適切な指導・アドバイスを行います。

■ 安全パトロールは国からの支援により実施しますので、現場までの交通費（航空賃も含みま
す）、安全パトロール等に掛かる経費はすべて無料となります。

■ 安全パトロール結果を外部に公表することはありません。

　労働災害防止団体法により、労働災害防止協会には、労働災害防止に関する技術的な
指導、援助する者として「安全管理士」、「衛生管理士」を置かなくてならないとされています。

（労働災害防止団体法第 12 条、第 13 条第 3 項、第 36 条第 4 項）

● お問い合わせは、建災防沖縄県支部事務局までご連絡ください。
● 安全管理士の日程等の都合によりご希望に添えない場合がありますが、
　 ご了承下さい。
　（写真は建災防本部ＨＰから転載）

安全水準向上のため
　安全管理士（建災防本部所属）による

　　安全パトロールを無料で実施することができます。

安全管理士とは

無 料
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建・災・防・日・誌 令和2年 ８月～ 10 月

8月

9月

10月

3日
4日～5日
6日～7日

12日～13日
14日
14日
17日
18日
18日

19日～21日
22日
25日
26日

27日～28日

4日
8日～10日

10日
11日
14日
15日

16日～18日
24日

24日～25日
28日

29日～30日
29日
30日

1日～2日
6日～7日

8日
8日～9日

9日 
13日

14日～16日
20日～23日

23日
27日～28日
27日～28日

29日
29日～30日

30日
30日
30日 

建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育（㈱第一三興建設）
小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転特別教育（高校生対象）
小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転特別教育（高校生対象）
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育（座波建設㈱）
建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育（國幸興発㈱）
本部安全管理士安全パトロール（㈱美善建設）
振動工具取扱い作業従事者教育
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
車両系建設機械（解体用）運転技能講習
車両系建設機械（解体用）運転技能講習
施工管理者のための足場点検実務者研修
石綿作業主任者技能講習

足場の組立て等特別教育
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習
【臨時】丸のこ等取扱い作業従事者（㈱大成ホーム）
【臨時】丸のこ等取扱い作業従事者（㈱大成ホーム）
建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育（㈱鏡原組）
職長・安全衛生責任者能力向上教育
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
第57回全国建設業労働災害防止大会
職長・安全衛生責任者教育
建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育（㈱丸石建設）
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
那覇分会・中部分会安全パトロール
北部分会・南部分会安全パトロール

足場の組立て等作業主任者技能講習
小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転特別教育
建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育（㈲宮松建設）
【臨時】足場の組立て等作業主任者技能講習
車両系建設機械（解体用）運転技能講習
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習
全国支部経理担当者研修 （リモート参加）
職長・安全衛生責任者教育
小型車両系建設機械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転特別教育（高校生対象）
南部分会安全パトロール
ローラー運転業務特別教育
足場の組立て等作業主任者能力向上教育
フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
全国支部事務局長会議

建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター 
建設業安全衛生技術センター
那覇市建設現場
建設業安全衛生技術センター
西原町建設現場
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター

建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
南海建設ビル
南海建設ビル
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
web大会
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
那覇地区・中部地区
北部地区・南部地区

建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
21世紀の森体育館会議室（名護市）
沖縄県建設会館1階
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
建設業安全衛生技術センター
女性就業支援センターホール
建設業安全衛生技術センター
宮古総合実業高等学校
南部地区
建設業安全衛生技術センター 
沖縄建設労働者研修福祉センター
宮古建設会館
女性就業支援センターホール 4階ホール（東京）
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