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安全作業の基本

【休息・喫煙】
休息場所、喫煙場所は顧客と打合せ後、顧客の指示に従う
休息に入る前は作業場の整理整頓を行い、工具等の電源を切り、電源切断
の確認をする

柱上、鉄塔、屋根、屋上では、風速１０ｍ以上ある場合は作業を中止する

【撤去作業】
稼動機器と撤去機器の区別をはっきり表示、マーキングを行う

　１・報連相を実行し互いの信頼と理解を高めよう
　２・整理整頓、清潔、清掃を励行し安全で快適な作業環境を築こう

安　全　五　則

安全と品質の意識を高めてゼロ災を達成しよう

　３・安全第一状態よし！行動よし！危険を予知し事故を防ごう
　４・計画、指示、実行を正しく確認、ミスを無くし信頼を高めよう
　５・明るく健康で創造豊かにベストを尽くし作業しよう

【活電活性作業】
稼動している機器と工事個所を表示する
必要に応じトラロープ、トラコーンで囲い立入り禁止とする
電源部を作業する場合は絶縁の養生を確実に行う

【高所作業】
高所作業は必ず安全帯、保護帽（ヘルメット）を着用する
足場、手すり、梯子、脚立は各部の機能と強度が確かなものを使用する
脚立は 上部（天板）での作業をしてはならない

撤去機器電源は事前に調査し、供給が単独か共有（装置間経由、トモ付け）
かを確認する
撤去ケーブルは事前に表示及びマーキングをしておく
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危険性有害性の調査手順

S４ 重大な危害 死亡・重症・若しくは後遺症を残す傷病

４・　　リスクを評価する（危険の見積）

年に数回起こるであろう
数ヶ月単位で起きる可能性がある
月単位で起こる可能性あり

策後、関係者で対策を立案し実施する。
TBM・ＫＹ

（安全ミーティング）
現場で作業する前に各作業、作業所の危険性を抽出し対策をたて
る。

数年に１度起こる可能性がある

３・　 　リスクの発生確率

発生確率

Ｓ１ 些細な危害 病院に行くほどで無い軽微な負傷

Ｓ２

事故対策をたてる。
過去に類似の対策が無ければ新たに手順集に加える。

発　生　の　確　率

判定基準

　　１・危険性有毒性とその危険源を抽出する。
　　２・結果として想定される傷病の程度（通院回数・入院期間）を想定する。

１・　　調査実施

調　査　の　実　施 内　　　　　容

安全パトロール・巡
視指摘事項

修正可能事項はその場で是正、根本的対策が必要な場合は仮対

軽度のリスク
些細なリスク

受け入れられないリスク
重大なリスク
阻止しなければならないリスク

軽い危害 病院に数回の治療を要する傷病

Ｓ３ 中程度の危害 入院及び１・２ヶ月の治療を要する傷病

２・　　リスクの程度の判定

程　　度 目　　　安

　　３・起こりうる頻度を予想する。
　　４・想定される事故の重さ（人身・損害・社会的影響）を 優先し次に頻度を優先させ対策をたてる。

工程毎・作業手順毎に予測される危険を抽出し対策をする。
工程・作業手順毎に安全対策を記述もしくは通知する。

作業依頼書・作業手
順書

事故・ヒヤリハット
報告

人・物・管理から要因を検討し原因とﾊｻﾞｰﾄﾞ（危険源）を特定し類似
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 現場手順

　検査シート、工事試験マニュアルに準ずる
  元請け、顧客指定検査があれば優先して実施

  次の作業者（現地調整員等）、顧客担当者へ引継ぎの連絡と双方で確認

  顧客、元請け、工事関連者に工事完成の報告をする

終業時の作業
  工事完了及び工事途中の終了作業（整理整頓、清掃）
        ・各作業場の整理整頓、清掃

工事検査、試験
  出来形検査（据付け、移設、撤去、付線、敷設、標示）、ケーブル間の導通検査、ケーブル間の
  電気特性、光特性試験、装置別電源電圧、相、電流検査、無停電装置試験、ｼｽﾃﾑ試験等

  顧客、元請け等検査確認及び当社検査、試験の報告、完成図書の引渡し

  関連部署に終了の報告と撤退の連絡

引渡し、竣工

終礼
  作業員全員の点呼確認と各作業場の進捗状況を確認
  作業者全員で各作業場の連絡と次回作業指示及び確認

        ・作業途中の作業場の養生及び必要に応じた危険回避の標示

　　　　・火気点検、電源・照明ON／ＯＦＦ確認、入口の詮錠確認

        ・資材、機器、置場の整理整頓清掃と必要に応じ危険回避の標示
        ・工事完了時の資材、工事機材、工具、廃棄物の撤収、清掃

        ・安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙによる不安全状態の是正と指示
        ・工事の進捗状態を把握し、定められた引渡し（竣工）期日、時間を守る
        ・工事仕様からの逸脱、出来形不良等を監視し、良い工事品質を保つ指示を行なう

作業中の巡回と視察
   安全作業手引書、高所安全作業手順書、及び各作業手順書に準じ工事長及び工事担当者
   は安全の保持と作業進捗状況の把握、作業指示、技術指示を行なう

        ・各作業のＫＹ実施、ＫＹの対策を全員で確認し、ＫＹＭﾎﾞｰﾄﾞに記入し掲示する

　避難方法等の通達をする

        ・安全の指示、注意を行ない各作業配置に就く
　新規入場者教育が必要な場合は元請け等の安全通達、規律、当日の現状、工区、禁止事項

        ・開始の挨拶と作業者全員の点呼（作業者の健康状態、服装のチェック）

        ・材料、工事機器、工具、測定器の配置、置き場所を確認

        ・作業時間、休憩時間、作業区域の確認
        ・依頼書、指示書及び当日の作業を確認し各作業者の配置を決定する（初心者の配置に注意）

ＴＢＭ、ＫＹＭの実施 
  依頼書、指示書の確認、作業分担と作業者の配置、各分担作業のＫＹＭ実施

        ・作業区域
        ・作業時間、休憩時間及び休憩場所
        ・入退出注意、連絡事項
        ・作業中の注意事項

　連絡・調整・伝達（進捗状況と当日作業説明、指示、安全通達）

        ･複数の請負業者で作業員50名以上の場合は朝礼に参加（元請の場合は実施）

　各作業グループ毎に分散

顧客、元請（現場代理人）に挨拶し打合せを行う 
   工事工程に沿い、当日の作業を双方で確認
        ・作業内容

朝礼
　集合整列・体操（服装・健康状態確認）
　現場所長挨拶

　　　・工事長及び担当者は担当部署、管理責任者に入所の連絡をする
入所
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現場始業前、ＴＢＭ、ＫＹ手順

　　　　＊必要な場合は工事作業安全カードを朗読する

　４）　作業指示書、顧客、元請打合せに沿い今日の作業内容を全員で確認する

　　　　＊工事担当者及び工事長は作業手順を確実に守る通達をする

　　　　＊作業における危険（人身、設備）を各自指摘する
　　　　＊指摘事項を2,3項に絞り込む
　　　　＊指摘事項と防止対策をKYMﾎﾞｰﾄﾞに書き込み声に出し全員で確認する

　　　　＊必要に応じて点呼及び準備体操で確認し不適格者は排除する

　　

　３）　当日の作業区域、作業時間、休憩時間、注意事項を全員で確認する

　　　　【工事担当者及び工事長】　起承転結に行う
　　　　　　

　　　ＴＢＭ、KYM　（5分～15分）

　１）　挨拶
　　　　＊工事担当者及び工事長は作業者全員と対面する位置に付く

　２）　作業者全員の服装と健康状態を確認する

　６）　作業の分担と作業員の配置を決める
　　　　＊初心者は判断が必要な作業、一人作業に付かせない
　　　　＊必要に応じ各配置の責任者を決める

　７）　作業における危険を抽出し対策を決める

　　　　＊活電活線作業（短絡による人、設備の危険）
　　　　＊高所作業（転落、飛来の危険）
　　　　＊火気、危険物取り扱い作業（火災、爆発の危険）
　　　　＊ﾏﾝﾎｰﾙ、洞道内作業（酸欠、有毒ガス中毒の危険）

　５）　工具、機器、材料、測定器の安全な保管場所を決める

　　　　＊各工程の作業手順を全員で確認する（手順書がある場合は手順書を優先する）

顧客、元請との事前確認、調査事項
　＊作業内容
　＊作業区域
　＊作業時間、休憩時間
　＊入退出注意、連絡事項
　＊作業中の注意事項

現場到着
担当者及び工事長は担当部署管理

責任者に入所の連絡をする

Ｙｅｓ

No

　【工事担当者、工事長】
事前打合せ、指示書に依る現場で
の確認事項（顧客、元請）及び現地
調査事項が有るか

作業者全員集合

各自作業配置に就く
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撤去作業ケーブル切断手順

作業指示書に従い撤去装置の配置図、撤去装置の接続図、撤去ｹｰﾌﾞﾙ配線図
の有無を確認をする
他社管理設備・機器の接続ｹｰﾌﾞﾙ作業は原則作業禁止する

図面は有るか？

図面上で撤去装置と撤去ｹｰﾌﾞﾙの確
認をする

現場で指示書に従い撤去装
置、数量の確認をする

Yes

No

全ての撤去装置は
電源OFFか？

No

ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ責任者に確認して頂き、電
源を落してもらう

全ての撤去装置と接続ｹｰﾌﾞﾙ双方に接続場所付近
に表示及びﾏｰｷﾝｸﾞをする

Yes

ｹｰﾌﾞﾙ両端の接続先は
確認出来たか？

Yes

No

ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ責任者に主幹NFB切断の可否、電源共
用の有無を双方で確認し、ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ責任者立会
の下、撤去装置の分電盤NFBｽｲｯﾁを切断する

ｴﾝﾄﾞﾕｰｻﾞｰ責任者、保守担当者に
確認して頂き、指示に従う

装置側からﾏｰｷﾝｸﾞを確認しながら切
断する
【中央部で絶対に切断しない】

切断及び取外し後は、1本づつ引き抜く、中継端子
経由及び引き抜けない場合は、数ｍづつ確実に目
視で確認出来る間隔で切り進み撤去する
中継端子以降も上記方法で作業する

作業対象は電源ｹｰ
ﾌﾞﾙか？

＊装置側からｹｰﾌﾞﾙをたぐり分電盤端子を確認する
　　併せて運用機器と共用の無い事を確認する
＊装置電源切替え時の分電盤作業手順に従い絶縁
　　処理を行ないｹｰﾌﾞﾙを取外し、分電盤側から作
　　業する

Yes

No
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装置電源切替え時の分電盤作業手順

て頂き、引渡しを完了する

している事を確認する

付ける）

分電盤の中蓋を開く（取外す）

作業で使用した表示を取除く

出力端子の養生を撤去
分電盤系統図より、お客様の現場責任
者、電気管理責任者に説明後、確認し

対象NFBを1回路づつ投入し、その都度 ｶｰを施す
検電、検相を実施する

分電盤系統図と作業後の系統が一致 絡に注意し取付ける

雑材、残材を排除し養生ｼｰﾄを取外し
中蓋を閉める
中蓋を取外した場合は二人作業で、短

けは適正ﾄﾙｸで締付け確認のﾁｪｯｸﾏｰ

      め付ける
   ＊締付け後ﾁｪｯｸﾏｰｶｰを施す    活線銅ﾊﾞｰを絶縁ｼｰﾄで養生する

雑材、残材を排除し中蓋を閉める（取 電源ｹｰﾌﾞﾙの切離しは、1端子毎、行
先（取付先）表示をし、その都度絶縁処
理を施す

主幹NFBを投入し、電圧の確認をする 接続時も1端子毎、確実に行ない、締付

中蓋を開け固定する
電源ｹｰﾌﾞﾙの接続作業実施 取外す場合は、二人作業で短絡に注意
   ＊ｹｰﾌﾞﾙは1端子毎、適正ﾄﾙｸで締 し、慎重に取外す

出力端子に絶縁処理を施す
（ﾈｼﾞ、工具の落下によるｼｮｰﾄ防止策）

電源ｹｰﾌﾞﾙの切離し作業実施

い、対象NFBｹｰﾌﾞﾙに行先（取付先）を を遮断しﾃｽﾀｰで電圧測定し、無電圧を
表示する 確認する

負荷状態を確認する

主幹NFBに「投入禁止」の標示を行な お客様の現場責任者立会で対象NFB

   会の下で全てのNFBを切断する    等を取付け固定する

主幹NFB出力端子をﾃｽﾀｰで電圧測定 対象のNFB負荷側をｸﾗﾝﾌﾟﾒｰﾀｰで無
し無電圧を確認する

   負荷）ｸﾗﾝﾌﾟﾒｰﾀｰで確認し、顧客立 ②全活線NFBに誤切断防止のﾛｯｸｶﾊﾞｰ

   機器の停止、機器電源OFF状態を確    別を明確にする
   認していただく    ＊対象 NFB：黄色ﾃｰﾌﾟを貼る
②負荷側に電流が流れていないか（無

注）検電の際、期待値が0Vの場合,測定器の操作ミスによる0表示と区別する確認方法を決めておく

       【危険回避の為、極力活電作業は避ける事を前提とする】

標準作業手順 活線作業手順

①お客様の現場責任者に電源負荷側 ①作業対象のNFBを色別で表示し、識

   ＊活線 NFB：赤色ﾃｰﾌﾟを貼る

主幹ＮＦＢ遮断出来るか

Ｙｅｓ

Ｎｏ

お客様の現場責任者、電気管理責任者に主幹ＮＦＢ遮断の可否と作業時
間を決め、双方で確認しあう
＊工具は絶縁された工具と絶縁シートを使用する
＊測定器は測定者が普段使用している使い慣れた測定器を使うこと
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分電盤２次側配線手順

注）検電の際、期待値が0Vの場合,測定器の操作ミスによる0表示と区別する確認方法を決めておく

　

                   
　

【活電作業は極力避けること、電源ｹｰﾌﾞﾙ新設、ｱｰｽ線被覆色は緑を前提とする】

作業対象のNFBを色別で表示し、識別を明確にする
　　＊対象 NFB：黄色ﾃｰﾌﾟを貼る　　＊活線 NFB：赤色ﾃｰﾌﾟを貼る
活線NFBに誤切断防止処置をする

対象のNFB2次側が配線されていない事を確認する
ＮＦＢ電源の接地/非接地をﾃｽﾀｰで確認し切断する
NFB出力端子をﾃｽﾀｰで電圧測定し無電圧を確認する

分電盤内の出力端子に絶縁処理を施す（ﾈｼﾞ、工具の落下によるｼｮｰﾄ防止）中蓋を
開け固定する
取外す場合は、二人作業で短絡に注意し、慎重に取外す
活線銅ﾊﾞｰを絶縁ｼｰﾄで養生する

対象分電盤と装置の設置位置を確認する
　①準備した電源ｹｰﾌﾞﾙ長の確認及び、配線距離に合わせｹｰﾌﾞﾙ切断する
　②電源ｹｰﾌﾞﾙの両端に元先表示のﾗﾍﾞﾙ貼り及び識別のﾏｰｷﾝｸﾞを施す
  ③ｹｰﾌﾞﾙ両端の各相、ｱｰｽ線毎に規格に合った圧着端子を付ける
　　（配線に支障がある場合は配線後圧着端子を付ける）
　④電源ｹｰﾌﾞﾙ敷設する

測定側と反対の先を各相、接地極（商用電源）、ｱｰｽ間を短絡し各相ｱｰｽ線の導通
と線間の短絡の有無及び接地極とｱｰｽの識別をする

対象NFBをONにし各相間、ｱｰｽ間の電圧を測定し規定値か確認する
3相の場合は検相計で相の順列を確認後、対象NFBをOFFにする

雑材、残材を排除し養生ｼｰﾄを取り除き中蓋を閉める
中蓋を取外した場合は二人作業で、短絡に注意し取付け、出力端子の養生、作業
で使用した表示を撤去する

分電盤系統図より、お客様の現場責任者、電気管理責任者に説明後、確認して頂
き、引渡しを完了する

後にｺﾝｾﾝﾄをﾎﾞｯｸｽに入れｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾚｰﾄを取り付ける

お客様の現場責任者、電気管理責任者に主幹ＮＦＢ遮断の可否と作業時間を決め、双方で確認しあう
供給電源の仕様（単相2線・単相3線・3相3線の極性、相順と接地/非接地）を確認する
接続機器の電源仕様（相数、電圧、消費電力）と分電盤から機器までの配線距離を確認する
接続NFB、ケーブル、コンセントの規格を確認する
＊工具は絶縁された工具と絶縁シートを使用する
＊測定器は測定者が普段使用している使い慣れた測定器を使うこと

NFB端子、装置電源端子、ｺﾝｾﾝﾄ端子に各相、ｱｰｽ及びｹｰﾌﾞﾙ被覆色を確認しｹｰﾌﾞ
ﾙを接続する
接続は圧着端子を取付け適性ﾄﾙｸでﾈｼﾞ、ﾅｯﾄで固定し確認のﾁｪｯｸﾏｰｸを施す
配線前ｹｰﾌﾞﾙに識別のﾏｰｷﾝｸﾞを施した場合は元先ﾗﾍﾞﾙを貼る
　　注）装置接続の場合は装置電源入力ﾌﾞﾚｰｶｰｽｲｯﾁがOFFになっ
　　　　ていることを確認する
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建屋内、穴あけ、貫通工事手順

２・穴あけ、貫通工事に従い作業を実施

電灯、コンセント、電話機、防犯火災センサー、分
電盤、端子盤、中継ﾎﾞｯｸｽ等の位置から各配線

深度を表示する三次元スキャナーで埋設設備が
無い事を確認する

離す

穴あけ、貫通個所は配線図
配管図の位置より30ｃｍ以上

配管ルートを想定し安全な個所を選択する

  ＊貫通工事による建屋の強度、建屋内設備の影響を確認して頂く

顧客より建屋のオーナーにガス、水道
の配管図をガス会社、水道局より用意
して頂く

十分注意し必ず配管ルートを確認してください
  ＊ガス、水道の配管ルート
  ＊電気、電話、防犯、防災、ﾃﾞｰﾀ通信の配線配管ルート
  ＊壁、床の穴あけ、貫通許可を建屋のオーナーに承諾して頂く  

１・穴あけ、貫通個所選定

顧客確認事項
建屋が古いとガス管が埋設されている場合があります

工事対象建屋のガ
ス、水道配管図は

有るか

現地でｶﾞｽ、水道
の配管が確認で

きたか

電気、電話、ﾃﾞｰﾀ通
信、防犯防災配線、配

管図はあるか

No

Yes
Yes

No

Yes

No

埋設物は検出されたか

No

Yes
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２・穴あけ、貫通工事

＊ガス、水道、電気、通信、防犯防災設備等の緊急連絡先を確認する
注）作業者は穴あけ、貫通するまで現場を離れない

原因は建屋強度、設備に影
響を与えるか

Yes

No

直ちに工具のスイッチを切り異常の
原因を調査する

作業を中止し建屋設備の各関連部署
に連絡し、修理、補修の手配をする
修理、補修完了後、再度安全な個所を
調査選択し顧客の承認をえる

１・穴あけ、貫通個所選定に戻る

異臭、異音、異常振動及び冷
却水に異常があるか

穴あけ、貫通完了

Yes

No

穴あけ、貫通作業開始

顧客責任者と立会いの下、穴あけ、貫通個所を双方で確認をする

再度ｽｷｬﾅｰで埋設物が無い事を確認する
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指示外、予定外作業（ｲﾚｷﾞｭﾗｰ）確認手順

　　　工事責任者に連絡し指示を待つ

　

Yes

１・顧客、工事関係者外より別途作業の指示を受けた
2・当日現場で顧客及び工事関係者より未確定作業、予定外作業の指示を受けた
3・指示作業途中、工事完成させる為に予定外の作業及び工程が必要となった

No

　　　　【工事責任者】
①　機材、人の手配、工
　　　事工程の再検討
②　工事関係者相互連絡

　　顧客担当者
指示外作業の報
告と許可の確認

　工事関連会社
指示外作業対応
策を相互で検討

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　指示外作業実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【現場責任者】
①　作業検査及び作業報告書に当日発生した作業内容を記録する
②　必要に応じ作業後の点検、試験を工事関係者に依頼する
③　工事後必要に応じ工事責任者、工事関係者に電話で連絡し報告する

指示、予定外作業中止

顧客、工事関係会社等に了解を
得た後に現場責任者に中止の連
絡をし改めて善後策を検討する

Yes

No

　　　　　　　   【現場責任者】
①　予定作業から著しく逸脱していないか
②　現在の作業環境で安全に作業出来るか
③　現在行なっている工事工程に支障は無いか
④　現場ですぐ対応出来る作業か
⑤　作業後の確認、検査方法はあるか
⑥　品質、技術、法規等に支障はないか

作業を一時中断

個人で判断及び作業は禁止、現場責任者に報告
し、現場責任者（工事長）の指示を待つ

　　　　　　　　【工事責任者】
指示外、予定外作業施工に当り、工方、日
程、品質、技術、安全、法的に支障は無いか

　　　　　　　　　　　　【現場責任者】
指示外、予定外作業に対してTBM/KYMを実施
工事後の検査、作業手順、作業配置を確認し指示する
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＊配線配管の敷設工事及び撤去作業を行う場合は必ず事前に配線図と実際の配線ルー
　　トを比較し高所作業の有無、天井及び屋根上作業の有無を確認する

　　は避ける事を前提とする
＊危険回避の為、高所作業車使用、足場の組み立て等極力、屋根、天井に直接昇る作業

屋根、天井配線及び撤去作業手順

＊天井裏に入って作業する場合は粉塵の堆積、飛散等を確認し状況に応じ、防塵マスク
　　防塵ゴーグルを着用する

　　高所安全作業手順書に沿い準備作業、施工をする
＊2m以上の高さでの作業は安全作業手引書35頁5-5墜落・飛来落下の安全事項及び

作業する屋根、天井の高さ材質を確認、梁、吊ボルトの間隔材質を確認
し屋根、天井の強度を推定し踏板使用、昇降方法を決定する。
＊（材質がスレートの場合は無条件で踏板を設置する）

作業する屋根、天井の高
さと昇降の梯子長さ脚立
の高さは十分か

高さに合った梯子、脚立
を用意する

屋根、天井の強度は移動
時に屋根、天井板が抜け
る恐れはあるか

幅30cm以上の踏板を引
く、傾斜がある場合は緊結
する

移動範囲に安全帯を掛け
る場所及び設備はあるか

セフティーロック機構付
命綱の使用及び移動範
囲に親綱を設置する

作業開始

NO

NO

NO

YES

YES

YES

作業場の、粉塵の堆積、
飛散は無いか

YES

防塵マスク・防塵ゴーグル
を用意する

NO
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移設、増設工事に伴う既設ケーブル抜差し手順

ケーブル配線整理及びルート変更作業時のケーブル抜差し作業を前提とする（端子盤は除外する）

作業対象ｹｰﾌﾞﾙは活
電、活線か

工事責任者、工事長に作業の承認を得る判断が出来ない場合は顧客、元請責任
者の指示に従う

NO

YES

YES

NO

活電、活線の作業が
承認されたか

ｹｰﾌﾞﾙ抜差し作
業を中止する

作業前の機器配置図、機器接続図、通信ケーブル配線図等作業後にケーブル
接続を確認できる図面、資料を事前に準備する

抜取るｹｰﾌﾞﾙと装置側にｶﾗｰｼｰﾙ及びﾞﾃｰﾌﾟ等、識別の記号を付け接続口とｹｰ
ﾌﾞﾙに識別のｼｰﾙ、ﾃｰﾌﾟを貼る

抜取るｹｰﾌﾞﾙは多数で複数
の装置に渡ているか

各装置側接続口とｹｰﾌﾞﾙに貼付けたｼｰﾙ、ﾃｰﾌﾟが装置別に認識出来るように記号
を付け、ｽｹｯﾁし記録に残す
必要に応じてﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗで各接続部分を記録する

ｶﾗｰｼｰﾙ、記号付きﾄﾞﾗﾌﾃｨﾝｸﾞﾃｰﾌﾟを貼
り付けたｹｰﾌﾞﾙを抜取る

ケーブルの整理、ルート変更作業

各装置毎、接続口と接続ｹｰﾌﾞﾙがｽ
ｹｯﾁ及びデジタル録画した記録と同じ

か

接続口と接続ｹｰﾌﾞﾙに貼り付けた装
置種別、色及び記号が同じか

接続修正複数人で確認

　　　　　　                  再度接続を確認し作業終了
必要に応じて関係部署に接続、運用試験を依頼し稼動を確認する

YES

YES

NO

NO

YES

NO

ｼｰﾙ、ﾃｰﾌﾟでﾏｰｷﾝｸﾞがないｹｰﾌﾞﾙ
は抜かないことを遵守する

接続修正複数人で確認
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　廃棄を依頼しマニフェストを発行後、廃棄物管理台帳により５年間保管する。

　尚、都道府県の地方行政により指定産業廃棄業者が特定地域で産業廃棄物を回収する場合

　りません。

　少量の廃材等、作業場から自社の保管場所への運搬は保管として移動が可能です。
　この場合は保管した量が一定量に達したら委任契約先に産業廃棄物処理運搬と廃棄を依頼
　する。

　マニフェストによる管理は必要とされない事例があります。

　産業廃棄物処理業者が発行するマニフェストは廃棄者に代わりサービスで行ってる行為
　で、本来は廃棄者が発行するものです。
　尚、ケーブル等再生原料、材料、部品として扱った場合はマニフェストを発行する必要あ

産業廃棄物管理台帳（5年間保存）

工事に伴なう廃材、廃棄物の処理（建設廃棄物）

　工事を請け負った元請けが各都道府県の認可を受けた産業廃棄物業者に委任契約し運搬と

建設廃棄物処理基準

　機器の廃棄については所有者（顧客、リース/レンタル会社）に処理を任せ、廃棄の処理をして
　はならない。（機器の所有者に産業廃棄物業者を紹介することはできます）

機器入替、撤去工事、事例による廃棄処理の流れ

建設廃棄物処理委託契約書
不要物　／　産業廃棄物　　管理帳簿

産業廃棄物管理表（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）

撤去機器
各種ケーブル

撤去前の所有者

（顧客、ﾘｰｽ/ﾚﾝﾀﾙ会社）
　産業廃棄物管理

　台帳で管理

ﾒｰｶｰ指定廃棄
運搬処理業者

例）富士通ﾘｻｲｸ
ﾙｾﾝﾀｰ

ﾏﾆﾌｪｽﾄ　発行

　主に顧客
　ﾘｰｽ会社

工事に伴なう端材
等の廃棄物

工事施工業者
（当社、技術ﾊﾟｰﾄﾅｰ）

産業廃棄物管理
　台帳で管理

委任契約先
廃棄運搬処
理業者及び
地域行政指

定業者

大量廃棄
ﾏﾆﾌｪｽﾄ発行
（主に当社）

少量廃棄

保管場所に収集
（持って帰る）

一定量定期的に廃棄
　　ﾏﾆﾌｪｽﾄ発行
　　（主にﾊﾟｰﾄﾅｰ）
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0794-54-0150

岐阜県海津郡平田町土倉字江東４７８

兵庫県加古川市平岡町新在家２３３３－２

神奈川県相模原市南橋本４－７－２

富士通周辺機（株）　加古川事業所

　（産業地域で中小企業対象に地域自治体指定業者が定期回収等）

佐賀県鳥栖市河内町転石２８３４－１６

注）建設廃棄物処理は各自地元の知事認可を受けた委託契約先の運搬処理業者で処理すること

　尚、地域行政指定業者の場合ﾏﾆﾌｪｽﾄによる管理を必要としない場合があります。

九州リサイクルセンター 0942-81-2361
エコー電子工業（株）　鳥栖事業所

富士通リサイクルセンター案内（富士通機器廃却処理）

0584-66-4781

会社名/所在地

富士通化成（株）　ﾘｻｲｸﾙ事業部　仙台事業所
東日本リサイクルセンター

連絡先　℡No

宮城県仙台市宮城野区扇町1－７－４５

西日本リサイクルセンター

建設廃棄物の運搬処理委託契約を結んでいない場合は至急都道府県知事の認可を受けた運

中部リサイクルセンター

搬処理業者と処理委託基本契約を結んだ上、廃棄物管理帳簿を作成しﾏﾆﾌｪｽﾄの管理をして

下さい。

022-239-2550

0427-79-4457

リサイクルセンター名

ＦＤＫエコテック（株）　岐阜事業所（富士電機化学）

首都圏リサイクルセンター
富士通化成（株）　ﾘｻｲｸﾙ事業部　相模原事業所

産業廃棄物処理に付いて

平成10年12月1日より「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
（廃掃法）改正実施

１・すべての産業廃棄物の排出に管理票（マニフェスト）の交付が義務付けられる
    【廃棄前の所有者がマニフェストを発行する】

２・罰則規定の強化
    許可を得てない者が廃棄物処理を受託した場合または許可を得ていない者に 廃棄物を処理を委託し

た場合

    【1年以下の懲役又は300万円以下の罰金】

    産業廃棄物を不法に投棄した場合

    【行為者：3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科】

    【法人    ：1億円以下の罰金】

産業廃棄物は都道府県の認可がなければ運搬、処理は出来ない
認可の資格業者に委託する場合は委託契約し排出時マニフェストを発行し保管管理する

産業廃棄物管理票（ﾏﾆﾌｪｽﾄ）の流れ

排出者

記
入

　A，B1，B2，C1，C2，D　6枚綴り
（中間処理業者が介在する場合は７枚綴り）

B2：運搬業者

        ﾁｪｯｸ

B1、Ｂ2、C1、C2、D

C2：処分業者ﾁｪｯｸ

D：処分業者ﾁｪｯｸ

C1：処分業者控え

5年間保管

Ａ：排出者控え
収集運搬

B1：運搬者控え
処分業者

C1，C2，D
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事故回避の自己診断

危険な心理状態

反抗心
指示される事をきらい、規則、法規、手順をバカバカしく不必要と
考える（間違っていると思っても質問しない）

せっかち
作業時間内に決まった工程を納める事ではなく、すぐやり終えよう
とする心の働き（ 初に思いついた事を見直さずやり終えようとする）

思い込み
自分だけは事故を起こさないと思い込み、事故の報告、予防対策
を他人事と考え、自分にも起こる可能性があると考えない

自信過剰 自分の知識、経験、体力を過大評価し自己中心的な行動の結果
（マッチョ） トラブルが発生（失敗は自分の得意分野で発生する　ｾﾙﾌﾁｪｯｸをしない）

あきらめ
決められた事を無駄な事と考える　順調な時は良いが、なにか事が
起こると自分でやろうとせず、他人まかせにする

ﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰを起こす要因となるストレス

物理的ストレス 現場環境によるストレス（気温・湿度・騒音・振動等）

身体的ストレス 疲労・運動不足・睡眠不足・食事抜き（血糖値低下）・病疾患

心理的ストレス
社会的、情緒的要因　家族の悩み心配事・職場での不満
この種のストレスは脳に影響し問題分析、判断ミスを招く

人が情報処理を行う意識レベル

注意の作用 生理的状態 信頼性
0 睡眠・発作 0

活動していない 疲労・単調・居眠り・酒酔い ﾏｲﾅｽ
心の内側に向かう 安息・休憩・慣れた作業時 2～5

前向き注意の視野が広い 積極的作業時 8
一点集中・判断停止 防衛反応　慌てる・ﾊﾟﾆｯｸ 0.9以下

上流に潜む要因
足りない個所を補正・調整する

要因1
計画設計
仕様決定

要因2
施工計画
工程・手順

要因3
現場管理
配置・勤務割

事故

ウッカリ

勘違い

思い込

錯覚

焦って

補
正

補
正

現
場
調
整

竣
工

上流

実作業を想定し各工
程毎に具体化し工程
と手順を落とし込む

細部の工程・時間割
工法・部材・機器・設備
作業員選択決定

進捗状況・難易度・作業
環境により人・機材・作業
予定を関係者と連絡調整
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声をかけると、目を開き、はっき 取りあえず心配ないので、着衣をゆるめて呼吸を
りと応答する。 落にさせ、仰向けに寝かせる
受け答えがあいまいである。 気道を開放し着衣をゆるめて、仰向けに寝かせる
声をかけたり、刺激を加えた時だ 呼吸等の状態を観察。
け目をさます。 ＊ 意識障害が軽い→上記の処置

＊ 呼吸有り、意識無し→昏睡体位にする
手足を動かすだけで、目をさまさ 昏睡状態、状態を良く観察する。
ない。 呼吸有り、意識無し→昏睡体位にする
全く反応しない。 呼吸有り、意識無し→昏睡体位にする

呼吸無し、脈無し→心肺蘇生を行う

15

処             置反     応

   ・  意識障害の判定と手当

人身災害連絡手順

　　　
人身災害発生

災害機械の停止
被害者の救出
被害者応急手当て
関係者に通報
二次災害防止
現場の保存

救急措置

被害者の救出
（救急車の手配）    　　　被災者の観察

（生命に重大な影響の有無）

　　生命に重大な影響あり
1）意識の状態 　2）呼吸の状態
3）脈拍の状態　 4）大出血の有無
5）傷の状態      6）骨折の状態
7）出血の状態   8）火傷の状態

被災者の応急手当て

緊急措置

被災者を横に向
け、指にハンカチ、
ガーゼ等を巻き異
物をかき出し、血液
唾液等の液体物
は、口の中から拭
取る

片手を額に当て、もう一方の
人差指と中指の２本を顎先
に当て顎を上に持ち上げ気
道を開放する

安全管理者、店社管理責任者
・　被災者家族に連絡
・　工事関係者に連絡
・　所轄労働基準監督所に連絡

・　心肺蘇生

工事長
・　顧客.元請、安全関係者に連絡し
　　所轄消防署に救急車を手配する
（119）
・　所轄労災指定病院に連絡
・　所轄警察に連絡
・　安全管理者、店社管理責任者に連絡
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①被災者の脇に片膝を
　　立てた姿勢を取る

②手前の腕を横に開く

③向こう側肩と腰を持つ

④静かに体を起し横向き
　　にする

⑤上になった手の甲を
　　顎の下に置く

⑥顎を軽く前に突出し
　　気道を開放する

⑦姿勢を安定させる為
　　上の足を曲げ臀部に
　　近づける

心肺蘇生1人法 心肺蘇生２人法

鼻孔を塞ぎ口から息を２回吹き込み１５回の
心臓マッサージを交互に繰り返す

初に息を２回吹き込み５回の心臓マッサー
ジ、次から１回息の吹き込みと心臓マッサー
ジを５回交互に繰り返す

心臓マッサージ

胸のみぞおちのすぐ
上が圧迫位置の下端
になる位置に両手を
そえ、両腕の肘を曲げ
ないで真上から１分間
に80～100回、圧迫を
繰り返す

意識障害等が有る場合、救急車の到着まで
の間、被災者に取らせる体位
横向きにし、上になった手の甲を顎の下
に置き、気道の開放と同時に嘔吐物が喉に
詰まることを防げる

・ 昏睡体位


