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nø¨¨£«t¡søsz s«ø¨mp"
だい

第１

あんぜん さ ぎょう

なん

ひつよう

安全作 業 は何のために必要か？

pµpÒnsmz søp
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Ò°£ò°øsm«øp£~ttµ÷s¨p¢°s©ó¨¢øp
あん ぜん だい いち

①安全第一（あんぜん だいいち）
◆どんなときでも あんぜんを いちばんに

かんがえる。

 ¬øm÷
øs¡m¬ø¨÷pøs¨þ ¡ês

危険

き けん

②危険（きけん）
◆あんぜん ではない。あぶない。

 
¬÷¨þ
き けん

し

に ほん ご

③危険を知らせる日本語（きけんを

しらせる

にほんご）

 pµ©tøs¨þÒ°£ò
あぶない！

$EXQDL £¬  

1

さわるな！

6DZDUXQD£ øt

いくな！

,NXQDp£ ø¬
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nø°m÷øs°p£~m~¨u¨v÷«"
だい

第２

けんせつげん ば

とくちょう

建設現場はどのような特 徴 があるか？

pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
°m÷øsp©m÷stmªss£m÷smt¡stµ¨þ÷sês°tøsµp¨nø«t¡sp£~m~
ns°«ø¨m÷

p£~m~¨uns°m÷øs
 ¤ø ¨©p¤÷ÒÒ ¤ø ¨v÷s tøs÷¢÷«tm«m÷s¨p©£n¨¢°ósm
«ø¨m£ ¨£©p¨¨éêstmmµsp v ns©÷p÷
 «pp¢ ønsmz st£«°µst¨°©s¬£m
 ¨p¢°stmn«Ò÷tµm°µs¤÷¨t¤mè ¢¨s©÷m¯tµ¬¤÷m¬ø p ¨t¯ ø©s
¢t¡s©m÷v¬ø
 «°m÷øs¨t¤øptm °µs÷mw¡êstmpp¢ ønsmµstµ«ø
¨é±nss¨°©s¤÷ ÷®
 mz smtn¡±¤÷m m¨v÷©
 £ ¨£t¨mn¡±¬øtm¨£¨v÷£ ¨£tmmm÷¢mm£ ¨£tm¨p¢°stmm÷øs©
¨p¨þømtm±søss£ ¨£ øs°¨mn¡±÷sm¨sµs¢mÒt
«°m÷øsmø

Ò°£ò°øsm«øp£~ttµ

¤ø ¨

しょくちょう

①職長（しょくちょう）
◆さぎょうを ちょくせつ しきかんとく
する しょくばの せきにんしゃ。

 øs
¤øêsm«mz sªs¤ø 
v «°µsw¡êsø°p p£m
µs
つい らく

てん らく さい がい

② 墜 落 ・転 落 災 害（ついらく・てんらくさ
いがい）
◆けんちくぶつ あしば はしご
かいだん などから おちて おきる
けが。
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pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
mtmmytt«mn û©ø¨smy«mµs«°m÷øs«ø¨mp¨÷m
mmy±ª¨p÷spm¨

myp¢±{
 z myns°z s©n±mµs°mµ¬ø÷s¨p÷sp
 z pµ©µnsøs©¤øðmz s¨pp
3) «÷£m~ûósm÷s¤møs¨v÷m°mµ¬ø mm¯m ¨n¯n © p ømmm£òs
 ¬÷¢tm£m~û¨¢°p¨v÷t
 mµt©t¨m¯ êsns«ø¨ ømp¨¢°£n¤÷¨ mtm6

Ò°£ò°øsm«øp£~ttµ÷s¨p¢°s©ó¨¢øp
あん ぜん

①安全ルール（あんぜん るーる）
◆あんぜんに はたらく ための

しょくばの

きまり。

 my©÷sp
my¨  ¨¢°«øµs«°µs¬ø÷s
さ ぎょう て じゅん

②作業手順（さぎょう てじゅん）
◆しごとを きめられた とおり

あんぜんに

おこなうための

じゅんじょ。

 n±mµs
µ mµs°¤mmµ¨¢°«øµs¬ø÷s
ほ

ご

ぐ

③保護具（ほごぐ）
→けがや びょうきから

じぶんの

みを

まもるため

もちいる

どうぐ。

 £m~ûósm
£m~û°µ«vø¨¢°ósmm ¨t¯ ¢¨t¯ òns¨s
ほ

ご ぼう ちゃく よう

④保護帽着用（ほごぼう ちゃくよう）
◆けが しないよう あたまに かぶり

 m
«vø¨¢°«ø¨s¬÷«ø¬ø ¨t¯

みを

まもる。

あん ぜん たい し よう

⑤安全帯使用（あんぜんたい しよう）
◆ゆ か や て す り が な い こ う し ょ で
いのちづな つき べるとを もちいる。

さぎょうするとき

ついらく

しないよう

 «vø¨n¯n
«vø£m~ûósm«ø¨mmm«n~°z s¤÷ °¤s©¬÷¢±¢¢t
うん どう

⑥４Ｓ運動（よんえす
◆せいり せいとん

うんどう）
せいそう せいけつに

とりくむ

しょくばの

かつどう。

 mtm6
mtm6«°µsp¢t  6HUL¨w ¨m¯ s¨ ø 6HLWRQ¨ws ª÷s 6HLVR¨wªw 
 6HLNHWVX¨w¨pw¡
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けんせつ さ ぎょう

あんぜん

建設作 業 における安全ルールとは？
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ømmósmês°¨þ
«÷s¨ø¨¢°ósmm ¨t¯ 
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第４

さ ぎょう

あんぜん

おこな

き ほん

作 業 を安全に 行 う基本は？

 ps«ø©÷¬÷£s÷

«÷v£°©¨
m nns÷sm
¨n¯n«ø©÷
v¨¢±«÷¬øø«ms¨ms«ø¨ ø
m£°©n¨¢±

«÷s¨ø«ø¨ ms

øs«vø¨n¯n¨¢°
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nøp£~ ¢m ¨«°ptµ¨þ÷s"
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し かく

しゅとく

とくべつ

きょういく

う

ひつよう

ぎょう む

資格の取得や特別に 教 育を受ける必要のある 業 務とは？

pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
s°øsp£~  ©¬ø m ¨þ¨  ÒÒnsmy©s¨þs°®
ø¤s£mpt¡søsz  my©¬÷µ¬ªm

mtmµ s°mtµmmz s
 m~è°øsz   ÒÒnsmy¨m°m s°mtµmmz stµ¨þøsp£~ °mµ
÷s¨p÷sp
2) ms±¬÷p£~ °p øt¢÷¨þm¨  ÒÒnsmyø«øz sª¨¯n

m m ¨
 m~è°mµs°¨þ©°my©my¨  mµøs¨nø m ¨¨¢°p
¢£nns¨tøø°
 m¬÷¬ø m sm÷øµs°¨m°nøsª¨¯n

÷ss°mtµmmz s
is°øs«vø¨p¢¨p°¨þ© ø© ¨p¢°°¬ø°µm
ª«mm¬÷øm÷
is°øsn z s °¤sw¡ês¤÷ ¢±°p¤s¬÷øm÷¨
is¨¨p¢°stmµ m÷øs°¨m°m û°«vø«mt¨sn
øªns¢«vø«mn£¨t°mµsns¨p¢°s¬÷øm÷
is¨¨p¢°sªûpû°±µmª¬÷øm÷

÷ss°tµ¨þøs m ¨

¤øn

¤ø«øÒÒ~

mmnsm

øs

÷s«vø¨p¨p¢°°«m
z s¨m°m mmnsm

is¨v¢°sª°«vø¨p¢°s¨v¢°ûp
is°øsn z s °¤sw¡ês¤÷ ¢±°p¤s¬÷øm÷¨
is¨¨p¢°stmµ m÷øs°¨m°m û°«vø«mt¨sn
øªns¢«vø«mn£¨t°mµsns¨p¢°s¬÷øm÷
is¨¨p¢°stm°¨p¢°°¬øø¨s«°°mµ
¬øø¨p¢°s 
is°øs«vø¨p°µmª«mm¬÷øm÷
is¨tû©¨°¨tû
is¢±¢m¨°©sªpsøsêsø m¨ø¨¢°mµ¨m
«øpv÷¨¢tm¢±¢ v±µs°êps  mµm
m÷øs°mmyp  tmvp

÷snss°tµ¨þøs¬ø m «øpøsm m ¨
s°«vø¨p¢°s¨¢°s¨¢© ¢¢

÷smn «vøns
¨p¢°stmm÷øs¨ø
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nøt °µsm÷°t¨êµs
だい

第５

さ ぎょう

ちゃくしゅ

まえ

げん ば

じょうきょう

かくにん

作 業 に 着 手する前に現場の 状 況 を確認しよう！

pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
¨éêstm°m÷østm¨°©s¨©nsmµs¬«©÷µ©÷s°tt¨m
t¡s¬÷¨¢ms±t¡s¨þêsµpÒ°tøst ns°z s«øpm÷°t
¨êømµs©¨¢°ósmm¨mnø°¬÷ppt¡søst ns°z s£mp±s

t °µs
1) ±s«tüspµ ¨m°m °z stmøs ¤øðmz s¨pp ©µp¨nø«t«ø¤møs
 t °°ø¨nø°s¨°° «ø¨ ø
 t µ©÷s°±s£m~û ¨s©£m~û{ 

Ò°£ò°øsm«øp£~ttµ÷s¨p¢°s©ó¨¢øp
たち いり きん し

①立入禁止（たちいり きんし）
◆そのなかに はいっては いけない

ばしょ。

 ø¨nø
¨þ°°ø¨nø¬ø«
あん ぜん つう ろ

さ ぎょう つう ろ

、作業通路（さぎょう つうろ）
②安全通路（あんぜん つうろ）
◆ひとが あんぜんに あるく ことができる つうろ。

 s¨°s¨«mz s
¨þs¨° £pp¨¬ø÷s
しょう こう かい だん

③昇降階段（しょうこう かいだん）
◆げんばで ひとが のぼり おり する

かいだん。

   ¬µ n¡±s
 ¬µ «ø p£ pn¡±s«°z s
きゅう けい しょ

④休憩所（きゅうけいしょ）
◆きゅうけい じかんに すごす

ばしょ。

 °m÷
°°«vø«¨m÷tms
さい だい せき さい か じゅう

⑤最大積載荷重（さいだい せきさい かじゅう）
◆そのばしょ そのあしばに さいだいに のせられる

 ±µmª¤s£
±µmª¤s£° ¨~±¢êsø± ¬ø
か

き げん きん

⑥火気厳禁（かき げんきん）
◆ひを つかっては いけない。

 øt£¬
ø«vø¬
きつ えん じょ

⑦喫煙所（きつえんじょ）
◆たばこを すっても いい

 °¤ £°
 ¨~°¤ £°¬ø
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ばしょ。

じゅうりょう。

最大積載荷重
kg

pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
¨þmósmp°tµ¨þ«ms°µpÒês«sm÷øsøm¨mmm
tm°¤s¨mmm±s÷t¨þ¨£µ«ø¨mp¨¢°®s±tµ¨þøsv÷mµ«ø¬÷¨mm
mtm°¤s¢mm±s÷tm°¤s¨mn¡±

nøps«mz s«°¤sª«vøêsø
 mz s«°¤sª«vøêsøtµ¨þøs«vø¨n¯n©©÷s
 m¨p¢°øn¡±søs«vø£m~ûm°v÷«mn¡±s ¬¢ ¬s¨þø
 ÷°t ¢s¡ ¬÷s®mªm
 «øÒtª«vøv÷ss°¬ø¤mmµ¬ø©ø
 mz s spv¨¢°mósmm¨ tµ¨þøs«vø©÷m¨ ¨

nøps«mz s«møm ÷°¨þv÷ss¨î¢¤

 ÷°¨þv÷ss¨î¢¤°°t ¢÷s®÷¨mªm©m¬ø pµêstm¤øp£s«øm
stmµs¨¯t«øµ±sp¢°¨
 mm÷sêsns¢£°«vøs÷v÷ss¨î¢¤tµ¨þøs«vø¨n¯n¨
 ÷µêsnsm¬«v÷ss¨î¢¤

nøps«mµsª«vø ¬©©÷sµs© m
 p«vø©÷sµs© m«øm°£¨÷°¨þ¬¬ø
 nøpsnss°«vø©÷s© m
i÷sm¤÷øn¡±s©÷¢êsns«®n~n¡±s
imµs ©÷mmy©ø«øz s¨sp¨
i¬÷«vø«¢±°÷ ¢¢±°°¨mm¢°¬øs÷
i÷sêsns¨p¢°s¢¨p¢°s«vø ©÷m
 mz °øs«vø ¬
iøêsµs n± ¬¢µsª¢°m¬mn± ¬
i«vø£m~ûù¡÷s®¨
i÷¢¨p¢°s¢£m~ûn~n¡±©s ¬

nøps«mz sª«vø ¬
 ÷ øs«ø¢°mmm÷¨w¨©¡s¬ø«ø©÷«vø£~s
 «vø£m~û°© ósm¢°©«ø© v¤÷¨
 ÷¢nsø¢¨©n¡±s¨¯n

Ò°£ò°øsm«øp£~ttµ÷s¨p¢°s©ó¨¢øp
ついらくちゅう い

①墜落注意（ついらく ちゅうい）
◆たかいところの さぎょうは あぶないので

ついらく

しないよう

きをつける。

 pµ¨¢¨m°m mm
«øs¨s¨«¨¢°smm¨¨þ¨¢°sµ mz s«¢±°¤s
かいこう ぶ ちゅう い

②開口部注意（かいこうぶ ちゅうい）
◆あいている ところから おちないよう

きを

つける。

 pµ¨¢«÷°¨þv÷ss¨î¢¤
«øs¨s÷«÷s÷mstm ¨~°¨þ¢±°¨î¢¨þ¤ª÷
あし

ちゅう い

③足もと注意（あしもと ちゅうい）
◆だんさや かいこうぶに きを つけて

あるく。

 pµ¨¢«øs¨øm¨¨
¨øps¨s«÷°¨þv÷ss¨î¢¨þ¤©÷°¨þm~¢±÷s
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nønøps°tµ¨þ«mósmmmmm±smtm°¤s"
だい

第７

ついらく

てんらく

ちゅう い

ひつよう

墜落・転落しないためにはどのような 注 意が必要か？

mz s°øs«vøêsø
êsø
s¡ ¬

©÷s

mz s«møm ÷°¨þv÷s¨î¢¤
p¨ms
p¤s¨w¨

mz s°øs«vø ¬
¬÷¢°m¬mn± ¬

«vø¨n¯n¨
©÷mn ø÷s p¤smm÷¨w¨n¡±¬
÷sn ¨n÷s®ns¢±°÷°¨þv÷s¨î¢¤
¤

¢
¨î 
s

÷
v
þ

÷sns©÷ss© m

«vø ¬«mz s
mm÷¨w¨ ps°

¨° 

÷

÷sns ¬m¢°
÷sî÷°¨þv÷s¨î¢¤
9
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pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
«¨nm÷øs¨þ¢±°°s÷p¨°s°m÷«ø¨m¤ss±«¢±°sm÷µ«ø¨m
£©sm¨nø¬¤÷«¢±°±s±ø¨nø¬«¢±°søè±ª¨¯n

nøps«¨¢°smz s¨p¢°øêsns÷s®ø¨p
 ø¨nø¬«¢±°¨nz sns¨pªm
 ÷¨nø¬¤÷«øsmª¨¯n
 ¨v¢°üsm«øÒÒ~tm¤ø«øÒÒ~ª¨p÷sp
 m~è¨p¢°s¢ó¨p¢°s¨nsø¢¨nø¨nøøs÷¨nø¬«¢±°±ª¨¯n

nøps«mz s°«vø¨p¢°stmm÷øs¨ø
 ÷¨nø¬¢ªm«¢±°°© ÷s¨þ¨nsø ¨~°m«vø¨p¢°sm÷øs¨ø
 ÷¨nø¬¢¢±°¨p¢°stmµsª¨¯nª¨u¨p¢°stm¨£tµm £øsm³m © ¯pª
 ¨v¢°üsÒÒ~tm¤ø«øÒÒ~÷s¨p÷sp
 m~è¨p¢°s¢ó¨p¢°s¨nsø¢¨nø¨nøøs÷¨nø¬«¢±°±ª¨¯n

Ò°£ò°øsm«øp£~ttµ÷s¨p¢°s©ó¨¢øp
かん けい しゃ い がい

たち いり きん し

①関係者以外 立入禁止（かんけいしゃ いがい
◆さぎょうに かんけいしない ひとは その

たちいりきんし）
なかに はいらない。

 ¤ø¬÷¨m°nøsø¨nøª¨¯n
¤ø°¬÷¨m°nøsm mz sø¨nø¬«
さ ぎょう はん い ない たち いり きん し

②作業範囲内立入禁止（さぎょう はんいない たちいり きんし）
◆くれーん いどうしきくれーん しゃりょうけい けんせつきかいが

うごく

まわりに

はいらない。

 ø¨nø¬«¢±°mµsz s
÷¨nø¬«¢±°ns¨p¨p¨p¢°°¨p¢°stmm÷øs¨ø°mµs¨¨p¢°sµs¤÷
き けん

つ

に

した

ぜっ たい

はい

③危険 吊り荷の 下に 絶対 入るな（きけん つりにの したに ぜったい はいるな）
◆たまがけ さぎょうは あぶない ですから つっているものの したに ぜったい はいらない。

 ø¨nø¬¤÷«øsmnsª¨¯n
÷¨nø¬¤÷«øêsns°mµsm¨¨þês°nsmz s¨m°m mmnsm

12

nø¢±°© ¬°¬÷p¨nø¬¢«¨nmm÷øs"
だい

第８

けんせつげん ば

た

い

ば しょ

建設現場で立ち入ってはならない場所とは？

¢±°n~msz s°«vø¨p¨p¢°°
¨p¨p¢°°

s
¨mîāïā
¤ø«øÒÒ~

¢±°n~msz sª«vø¨p¢°stmm÷øs¨ø
£øsm³m

¤ø«øÒÒ~

11

nømz s¨m°m ¨¢°smnns«ø±µ÷s¬"
だい

に

第10

つみ

おろ

さ ぎょう

あんぜん

おこな

荷の積み卸し作 業 を安全に 行 うためには？

m¨¢°
ósm¨
m©÷s
¢°¤÷¨

pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
µ mn÷£ ¢£©¤¬s¢±°z sm ¨¯m ¨t¯ ¢°¨mtmmn
÷êsns¨÷è±ø £ms±t¡søs¡s¡m¤÷¨«ms°t¨mn¡±

nøs«mz s¨m°m mn÷êsns
 «sn÷êsnsøsmósm¨
 m¨°smz s m  £m¨þ¬¬ø«øz s ¢±¢z stm¢±
 ÷¨p¢°øêsns°{¬÷êps
 ÷sm¬mm 
 m~èêsns°n ¬«ø¤m«ø©÷
 ¬÷µm°¬÷¨v÷mªn¡±mªs«m  £m

Ò°£ò°øsm«øp£~ttµ
と

の

と

お

①飛び乗り、飛び降り（とびのり、とびおり）
◆ちょくせつ にだいに かけあがったり にだいを

かけおりたりする

あぶない

こうどう。

 mªn¡±mªs
m«mn¡±sm  £m

14

nø«n~z s«¢±°z sês¬ øs°tµ¨þ«msø ©ø÷s"
だい

第９

げん ば

さ ぎょう

おこな

さい

じょう げ

ちゅう い

ひつよう

現場で作 業 を 行 う際、 上 下にはどんな 注 意が必要か？

s

pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
«¢±°m÷øsmz s÷s® ¨s±snøs ©nøs÷s¨smz sns¨¢mz s
nsp¢°tm÷«ø¨mm ¨t¯ ¬øs±¨øsz søps±s¢±°ø ©ø÷s

nøpsmz s«¢±°ø ©ø÷s
 m¤øz s¤÷ø ¢±°ø÷søsm¨°s÷z s
 mz s÷m±sø ©øsøs÷s¨sm©m
 ÷nøsªêsnsstmêsøm~è°tµ¨þøsªêsnstm°mm÷¨n¡±¬tµ¨þøsm
±s£m~û÷s®°v÷«mnøsª©t«ø¤øs¨mm~û«ø

Ò°£ò°øsm«øp£~ttµ÷s¨p¢°s©ó¨¢øp
ず じょうちゅう い

①頭上注意（ずじょう ちゅうい）
◆あたまの うえに きけんが あるので

きを

つける。

 s
s¨s¤÷¨¨ ¨ês¤÷¨
き けん

な

お

②危険 投げるな 落とすな（きけん なげるな おとすな）
◆あぶない ですから ものを なげたり おとしたり しては

いけない。

 ÷nøs÷µ÷
÷µns÷¢nøsªêsnsª¨¯n¨tµ«ø¨m

13

nøm~è¨m¨£u£m¨utøsµ¨m©mø¬n÷s¬¡st"
だい

第12

きんきゅう じ たい

はっせい

ば あい

たいしょ

緊 急 事態が発生した場合、どう対処すればよいか？

¨m 
m{ n±ø

pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
¨¢°¨m¨£m~û ¬¬ø¢£ ¨£«°µsøsp¨¯p±s«t©p¨«m
©mø¬nüÒ«ø¨mp¨÷ £pp©£«øø°£

m©mø¬nüÒm~è¨m¨£¬¬ø
 m÷¢°øsv÷¨¢¤ø «øm¬s¢±°«ø¬øm÷
 sm ¨t¯ ¬÷÷t ¨t¯ ¨¯møm¯ª©tøs÷øs¢¨tøø°°p p£êsm
 mt êsm«ø÷s¨ss©tøs«ø¤ø°¤÷«mø¨ps¬ø  ø©tøs«øøs¢¨tøø°°p p£ês
m¬ø mtµ¨þøs¨mu£m¨u«ø÷¬ø°¨ û±s«øttµ°°s£m~ûm£ø«t¬ó
u£m¨u $(' ¬ø«ø¬øm÷
 m~è¨m¨£¨m°m mnm«t¢¬ó¤©p¨þ¬¬ø°t¨m¨£m~ûw±µs©m÷¤ø°¨nø¬v÷
¨¢s±«ø¨v¢°üs¤ø°¬ø  ÷mµm«®ªm÷s¨¯n

mðmè
 mðmè°¤ø ¨stn¡±¨þmðmósmvns÷¨sm£~±s«tðm÷ststs
 ¨¢°¬ø sm¨m©÷¬u£m¨u«ø¡m¡smðm°÷©¨v¢°üspµêsnsøs¢¤øðm
z s¨pp©è¬s°ª¨¯

Ò°£ò°øsm«øp£~ttµ÷s¨p¢°s©ó¨¢øp
たん か

①担架（たんか）
◆けがした ひとを

のせて

はこぶ

どうぐ。

 ¨
£m~û© mµ ¤ø°¬ø ¨t¯

②AED（えい いー でぃー）
◆しんぞうびょうで たおれた

ひとを

きゅうめいする

ための

AED

きぐ。

 $(' ¨p¢°sv¯¬ó«tª
£m~ûv÷vns¤ø°©vt£¨ø

自動体外式除細動器を設置しています

さん けつ ちゅう い

③酸欠注意（さんけつ ちゅうい）
◆さんそ のうどが ひくい くうきを

すわないよう

きを

つけて

さぎょうを

おこなう。

 pµ¨¢¨m°m mnm«t
z søps÷¤«t¨m°p÷mw¨t°µ¨nø¬
16

nønøps°tµ¨þ«m«vø£m~û¬óp¢"
だい

第11

でん き

でんどうこう ぐ

とりあつか

ちゅう い

ひつよう

電気、電動工具の取 扱 いにはどのような 注 意が必要か？

¬m

pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
¬ó¨s©p÷ªûm¯¨þês°p¨°s¤sµ«ø¨m£ ¨£¨v¬øs±t¡sptµ¨þøs
µp¨nø«t«m«vø£m~û÷s÷s©ø

nøps°¨m°m m«vø¬ó
 s¢±° ®°«mø¨psm ¬m¨°«vø£m~ûms©s°® ¨~sp¢¨

nøps¨m°m m«vø£m~û¨p¢°s¢¬ó
 «vø°¡¨p¢°s¨t¬ó©£m~ûuósm¬ó© °¨p¢°°¬ø
 ±s©t mvµ£nsm÷s¨ø
 m~èptµ¨þøs¨p¢°ø«n~z s«øîvûª¨¯n
 mz ¨¢°«vø÷¬ó©¨p¢°s¨t¬ótøs¬÷£s¢

Ò°£ò°øsm«øp£~ttµ÷s¨p¢°s©ó¨¢øp
かん でん ちゅう い

①感電注意（かんでん
◆でんきは とても

ちゅうい）
きけん ですから

きを

つける。

 pµ¨¢¨m°m ¬ó¤
s¨s«ø¨¬ó¨þêsm
こう でん あつ き けん

②高電圧危険（こう でんあつ きけん）
◆ここは でんあつの たかい でんきが

ながれて

いるので

 tm¬ó©s¤s
°èê¨÷m©¬ó¬øp¬ó¤s

15

きけん。

危険

高電圧

nømtm¨m°m p°tn¡±«¨nm÷øs¬ øs"
だい

第14

けんせつげん ば

あんぜんかつどう

建設現場での安全活動にはどのようなものがあるか？

mtm¤ø¬øm÷¨m

÷sm«vø±v±©n¨m

t ¨ ø
¨n¯n¨ ø

¨m°t ø¨n¯n¨ ø
t

ms

pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
¨¢°ósmm¨mp¨¨éêstm¤ø«vø©ss«¨nm÷øsmt©smtm¨m°m p
v÷s®¨¬øw¡êsês¨÷è±øsµp¨nø«t«ø¨s©¨nø÷mtm¨m°m p¨÷
è±÷s±s«t¨¨þês°pµpÒ

mtm¨m°m p°¨÷v÷sÒm~û©ó°©s¡sp÷s®
 mtm¤ø¬ø¨m .<.
¨þmðm¨¢°«ø ¤ø¡sp÷m¨m°m °t¨mn¡±ªmpm~û÷t¨m¨£m~û°t¨þ
÷s®ªm£ªµmðm«øs¨m÷t¨êmz stsªmtðm«v÷sv£¨m°m p

指差呼称で安全確認

 mt pª«vø±v±©n¨m
m¨s©v±±¬«°÷s®¨¢°t pttµ¨nø¬ø«sª¨þmtm
t «ø©÷«tmp±sø¤ns¨s

ヨシ！

18

nøm°¬÷±mósm÷s¬"

だい

第13

ふ あんぜんこうどう

ふせ

不安全行動はどうすれば防げるか？

¤ £°«°t¨m¯ £

ïn¡±s°¬÷«v÷sïn¡±s
¨nø¬«¢±°¨nø¨nø

«vøs¬÷«vø¨øs
¨°¨«
mÒt
s¨°
ês«¨øs¨°

¨øsm¨õ

÷smp¬÷
pµpÒnsm ¢m ¨£m~û÷s®
p¨¢£ ¨£°¨m°m ©ss±¤ms÷¨£¨mtmmns¤ø«vø©ss¨s m°
¬÷p¨¨÷ns¤ø«vø©ss¨s s±¤ø«vø©ssøsz spµ©µ©n±
nsmµs÷s¨p÷sp±søs¡m¤÷¨¨m°m mmµ°«øpµpÒ«mz °
¬÷m÷«ø¨mp¨¨éêstm¤ø«vø©ss¨s

¤© ÷snsm°¬÷©p÷ £pp
 ¨«ês¨pv→©p÷è±ps¬÷¨þ¬¬÷«t
 m°n±m¨øn±→¨ ¢°÷nsªm
 ¨m¨un m~û¬÷¨pv→¬÷p¤ø m~û ¬÷¨st¡sµ«ø«t
 ¬÷s→nps¬÷°ø

17

nø¨nø÷mtm÷s±s«tªµp¨nø«tmtm¨m°m p±s«¢±°¨nm÷øs

だい

第15

けんせつげん ば

いちにち

あんぜんかつどう

り かい

せっきょくてき

さん か

建設現場における一日の安全活動を理解し積 極 的に参加！

m¨s£

mt ¨¢°
z s¨¯t

p
°z s

mv£p
«¨vø
ms£mp

mv£p

m¡mp¡sês
÷sø

stp
«
sm÷øs
ns£m

mt m÷
m¨êz s

¤ømm p p£©¤ø
«÷sz s
v£m m
p

¨ ø

ø¬wûs
t¨
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