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　建設業労働災害防止協会沖縄県支部並びに
会員の皆さまにおかれましては、平素から労
働災害の防止を始め労働行政の運営につきま
して、格別の御理解と御支援を賜り厚く御礼
申し上げます。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止対策にも積極的に取り組んでいただき
まして、重ねて御礼申し上げます。
　冬季を控えて予断を許さない中、引き続き、
状況に応じた有効な対策に取り組んでいただ
きますようお願いいたします。
　さて、建設業労働災害防止協会におかれま
しては、12 月１日から１月 15 日までを建設業
年末年始労働災害防止強調期間として、「無事
故の歳末　明るい正月」をスローガンに掲げ
て安全衛生活動の強化に取り組まれます。
　年末年始の工事の輻輳等による労働災害発
生リスクの高まりが懸念される状況を踏まえ、
貴支部並びに会員の皆さまにおかれても、「三
大災害絶滅運動」の促進、建災防方式「新ヒ
ヤリハット報告」の普及促進、経営トップに
よる現場点検の実施等の取組みが展開される
ことと存じます。
　このような年末年始の積極的な取組みを通
して、安全衛生水準の一層の向上が実現する
ことを期待いたします。
　ここで、県内の労働災害による休業４日以
上の死傷者数を見ますと、全産業計では平成
11 年から令和２年まで増加傾向が続く中で、
建設業では減少または横ばいとなっています。
　これは、貴支部が沖縄総合事務局・沖縄県
土木建築部・沖縄労働局とともに主唱する「沖
縄県 Safe-Work 運動」を始め貴支部並びに会
員の皆さまによる不断の取組みの賜物であり、

皆さまの御尽力に敬意を表するものです。
　一方で、令和３年 10 月末速報値を見ますと、
県内の建設業における休業４日以上の死傷者
数が前年同期比 21 人増の 156 人となっており、
そのうち４人の尊い命が失われています。
　年末年始労働災害防止強調期間の積極的な
展開を始め一層の労働災害防止対策をお願い
いたします。
　特に、死亡災害等の重篤な事故につながる
墜落・転落災害、建設機械・クレーン等災害、
崩壊・倒壊災害、火災・爆発災害の防止を重
点としていただき、これらの中でも、

足場からの墜落・転落災害防止のための
法定の措置
足場からの墜落・転落災害防止のための

「より安全な措置」
墜落制止用器具の安全な使用に関するガ
イドラインに基づく取組み
移動式クレーンやクレーン機能を有する
建設重機に係る労働災害防止対策

につきましては、最重点で取り組んでいただ
くようお願いいたします。
　また、心身の不調が事故を招くこともあり
ます。年末年始は、各職場で働く皆さまも公
私ともに何かとお忙しいと思われますが、適
度な運動や十分な睡眠を勧め、朝礼で体調を
確認する等により、心とからだの健康確保対
策にも取り組んでいただくようお願いいたし
ます。
　結びに、建設業年末年始労働災害防止強調
期間の取組みの成果を期待し、年末年始の無
事故による明るい新年を願い、貴支部並びに
会員の皆さまの益々の御健勝と御発展を祈念
いたします。

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
西川昌登
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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 156 人（前年 10 月末速報値）で
前年同期と比べて 21 人増加しており、死
亡者数は減少しているものの、４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」、熱中症により発生しており、建設
業における三大災害及び熱中症の労働災害
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、一昨年から新型コロナウイルスの
感染症が続く中、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ひとりの行動変容等
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４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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　10月7日～8日に京都府京都市で開催を予定しておりました「第58回全国建設業労働災害防
止大会（京都大会）」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止と参加者の皆様の安全を最優先
に考え、国立京都国際会館での現地開催とオンライン配信を組み合わせたハイブリッド開催
となりました。大会期間中、全国からオンライン配信も含め約4000人が参加されました。
　なお、来年は令和4年10月6日～7日に金沢市内で開催される予定となっております。

『開催内容』
１　黙祷
２　会長挨拶をはじめ、厚生労働大臣、国土交通大臣、京都府知事、京都市長の祝辞、
　　京都府支部長の歓迎の挨拶
３　安全衛生功労者に対する表彰・顕彰基金による顕彰
４　安全の誓い
５　講演

第58回 全国建設業労働災害防止大会（ハイブリット開催）

大会全景

大会壇上
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令和３年度 沖縄労働局長表彰

　沖縄労働局は10月１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２事業場と12個人が選定され、建災防沖縄県支部から５名が受賞されました。

【功績賞】

　〇 米　盛　博　明 （建設業労働災害防止協会 沖縄県支部八重山分会 分会長）
　〇 大　木　哲　二 （建設業労働災害防止協会 沖縄県支部 非常勤講師）
　〇 玉代勢　秀　隆 （建設業労働災害防止協会 沖縄県支部 安全指導者、非常勤講師）

【安全衛生推進賞】

　〇 島　袋　　　聡 （建設業労働災害防止協会 沖縄県支部 安全指導者）
　〇 安慶田　成　夫 （建設業労働災害防止協会 沖縄県支部 安全指導者）

　 令和３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
どに対して表彰するものです。

★ 優良賞（工事現場対象）
　 〇 株式会社福地組
　　  陸自宮古島（30）城辺宿舎新設建築工事
　 〇 株式会社大寛組・有限会社大和緑建 建設共同企業体
　　  ハンセン（H30）仮設進入路等整備工事（その３）

★ 功労賞
　 ○ 山　城　安　次　（株式会社丸政工務店）
　 ○ 宮　城　　　敏　（光南建設株式会社）

★ 功績賞
　 ○ 玻座真　　　敦　（有限会社砂川興業）
　 ○ 仲宗根　宏　幸　（有限会社仲宗根土建）

左から仲宗根宏幸氏（有限会社仲宗根土建）、津波支部長
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　建災防 那覇分会、南部分会、北部分会、浦添・西原分会、宮古分会は9月24日～11月10日
にかけて各地域で沖縄県の建設業における労働災害増加に歯止めをかけるべく、建設現場の
安全パトロールを実施致しました。
　パトロールには、建災防安全指導者が建設現場の転落・墜落災害、重機災害、倒壊崩壊災
害の防止対策がなされているか、コロナウイルス感染症対策がなされているか等の安全管理
状況を確認し、安全対策の徹底を呼びかけました。

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

宮古分会

浦添・西原分会北部分会
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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

大型クレーン使用時の安全実技演習

脚立昇降実技

現場（FD船上）での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、丸尾建設株式会社（令和3年度石垣港（新港地区）工事現場）の従事者教育です。（令和3年11月12日開催）
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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、援助をする者として「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、
　 ご了承ください。
  （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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Ⓒ清水 茜／講談社
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建・災・防・日・誌 令和3年 ８月～ 10 月

8月

9月

10月

2日
3日～4日
5日～6日

6日
10日
13日
17日

17日～18日
18日～19日

24日
25日～27日

31日

1日～3日
7日～9日

8日
10日
11日

14日～15日
16日～17日

17日
22日
24日
27日

28日～29日
30日～12月1日

5日
7日～8日

8日
12日
13日

13日～15日
14日

19日～21日
22日
25日
26日

26日～27日
27日
28日

28日～29日
29日
30日

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
建築物等の鉄骨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（高校生対象）
沖縄労働局・労働災害防止団体等連絡協議会
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
振動工具取扱い作業従事者教育
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）
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
職長・安全衛生責任者能力向上教育
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
足場の組立て等特別教育

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（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転技能講習
【臨時】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
【臨時】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
車両系建設機械（解体用）運転技能講習
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
職長・安全衛生責任者教育
【臨時】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
足場の組立て等作業主任者能力向上教育
北部分会安全パトロール
【臨時】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習
足場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
第58回全国建設業労働災害防止大会 （ハイブリット開催）
中部分会安全パトロール
建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育（金秀建設㈱）
令和3年度沖縄県産業安全衛生大会
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
那覇分会安全パトロール
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
宮古分会安全パトロール
【臨時】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
【臨時】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
職長・安全衛生責任者教育
【臨時】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
【臨時】フルハーネス型安全帯使用作業特別教育
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
南部分会安全パトロール
全国支部事務局長会議（web開催）

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
九州沖縄トラック研修会館
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
宮古総合実業高等学校
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
八重山建設会館
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
具志川農村改善センター
建設業安全衛生技術センター
北部監督署管内
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
国立京都国際会館
沖縄監督署管内
建設業安全衛生技術センター
web開催
建設業安全衛生技術センター
那覇監督署管内
建設業安全衛生技術センター
宮古監督署管内
建設業安全衛生技術センター
（一社）沖縄県電気管工事業協会本館
建設業安全衛生技術センター
（一社）沖縄県電気管工事業協会本館
（一社）沖縄県電気管工事業協会本館
建設業安全衛生技術センター
那覇監督署管内
建災防本部
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