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研究・技術資料 特集「新規参入者の安全を考えるj

建設業界の安全管理体制からみた林業作業の安全上の需題点と対策*

長瀬雅彦**

1. たかやま林業・建設業協同組合の設立の趣意

岐阜のこの広大な森林を適正に管理し，地球溢暖化防

止に貢献するとともに，豊富な資源を有効に活用するた

め，地域の建設業者と森林組合の協働によって森林施業

の集約化を行い，高性能林業機械の活用と地域に合った

路網整備による低コスト木材生産システムの確立を目指

し，全国に先駆け「たかやま林業・建設業協同組合Jを設

したO

取り組みのねらいとして，森林組合との協調のもと，

建設業の複業化推進に向けたモデル事業とし，地域全体

の森林管理の取り組み，地域全体の計画的な森林整備・

木材生産体制を確立し，地域の森林管理不足の課題と建

設業者の濯用確保の課題をこれまで、連携のなかった林業

と建設業が績極的な協働を行うことで，建設業労働者の

林業分野での雇用促進を図り，木材生産の促進等により，

地域の再生(経済効果の発生)を図ることを目的とし

た。

また今回の組合の設立にあたり，参加した企業は，従

来から森林土木の工事を得意分野とし，林道，治は/，出

張などの工種は，森林整備，路網整備とは繋がりが深く，

そういった業種としての経験から十分に林業には参入で

きると思い，設立した。

2.建設業の安全管理

林業と建設業は開じ屋外での作業であるが，造林や伐

採などの林業労働は，特に天候の影響を受けやすく，さ

らに傾斜地の足場の惑い場所で伐樹木等の重量物を扱う

ことなどから，労働災害の発生頻度は他産業に比べて非

常に高い状況にあり，作業環境が非常に厳しく，危険が

多い業種であると認識していた。作業については同じ条

件での作業がないことから，担当する技術者の経験，判

断が大きく左右する。

建設業の安全管理とは，重層下請構造のもと，所属の

異なる労働者が同一場所で作業するという作業形態であ

り，短期間に作業内容が変化するという事業の性質から，

建設業における労働災害防止対策においては，工事現場

における元方事業者による統括管理の実施，関係請負人

を含めた自主的な安全衛生活動の推進を基本に，現場を

管理する本庖，支庖，営業所等がそれぞれ工事現場への

安全衛生指導・援助を的確に行うことが重要である。ま

た，労働災害を防止する責務が事業者に課せられている

ことを経営トップ自らが厳しく認識し，率先垂範して，

労働安全衛生関係法令の遵守はもとより，自主的な安全

衛生活動の活性化を図る必要がある。

さらに，行政側カミら毎年通知される「建設工事事故防

止のための重点対策の実施についてJにおいて，発注者

としての実施事項等が示される等，発注者自らの取組も

進められているところであり，発注者と労働基準行政と

の連携も重要になってきている。このような状況の中で，

建設業における労働災害防止対策の推進に当たっては，

工事現場における統括管理を基本とし，工事現場におけ

る安全衛生管理に対して，現場を管理する本高，支}苫，

営業所等が指導・援助を的確に行うとともに，労働災害

防止団体，関係業界団体，発出者及び労働基準行政が一

体となって，総合的に推進している。また，この対策の

推進に当たっては，労働安全備生関係法令の遵守はもと

より，危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく

措置(以下「危険性又は有害性等の調査等Jという)の

実施及び事業者の主体的能力に正、じた労働安全衛生マネ

ジメントシステムの導入を推進させることにより，自

的な安全衛生活動を活性化し，工事現場における安全衛

生水準のさらなる向上を図ることとした安全管理体制が

とられている。

こういった体制のもと，現場での安全衛生管理は，す

べてに優先されるものであり，現在の入札契約制度の中

でも重要な事項とされ，かなりの費用を投入し安全衛生

活動を推進している。

3.林業の安全管理

林業では，作業者の慣れによる油断や過信，安全管理

* The safety problem and measure in forestry from the viewpoint of the safety management in conshuction industry 
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体制の不備や安全軽視を原因とした同種，類似の災害が

多く発生している。また屋外の労働形態が班編制による

作業が多く，安全衛生管理に対する指示，伝達が困難な

ことも原因のひとつとなっている。

今後は伐出作業の機械化をますます進めるとともに，

作業の負担軽減・安全化はもとより，各機械の性能をよ

く分析し，また個人の技術の向上により，作業の低コス

ト化を推進して経済的な要素を重視しながら「重筋労働

からの解放J，I安全作業の重視J，つまり労働負担の軽

減や労働災害の撲滅といった，労働の安全といった視点

で考え，労賃の向上を図らなければならないと思う O ま

た，森林整備事業においては，機械化を推進しているが，

現場の地形上，人力による除伐，保育問伐等の作業によ

るかかり木の処理等の危険な作業を行う機会も増したこ

とから，危険ゼロの考えのもと，新しい作業方法，シス

テムを考える必要ーがあるのではないかと感じている O

通常の場合，若手斑の全員が徐々に班長となり， 1班4

名程度の体制が取れれば，熟練班と合わせて，直庸体制

が整うことになる O 班長は，仕事の段取りから施業の提

案をまかされ，地域林業の中核となる林業従事者となっ

ている O 若手班の指導員として向く人材とは，集中力・

洞察力・協関性が必要とされている。

事業体としての安全管理は，日々ミーティング，班別

の定例ミーティング，月に一度の全員が集合する安全管

理を仁!こ1心とするミーテイングが多く実施されていること

が多い。

4圃建設業が行っている安全管理の重要な事項

4.1 丁目M (ツールボックスミーティング人 KYT(危

験予知訓練)及びKYK(危険予知活動)

TBMとは， J成長を中心にしてその日の作業の内容や方

法，段取り，問題点について短時間で官liし合い，指示伝

達を行うもので，その際，工具箱(ツール・ボックス)

に座って行うことがあることからこのような名称、がつい

ている O このすBMは作業開始前だけでなく，作業の進行

に応じて作業中や職場ミーテイング時にも行われる O

①朝礼後のTBM(朝礼後， 5~1O分間)

管理・監督者からの報告指示，指摘事項、に対し「どの

ように実行するかjの検討。

②作業中のTBM(その都度， 5~1O分間)

指示変更， I危ないj事項， トラブルに対する検討。

③職場ミ…ティング(月に2~3回， 30分~印分間)

グループ目標実施計画や作業手順表の見宜し，安全規

律など，長時間を要する事項、の検討。

TBMのポイントは，以下のとおりである 0

. 5~10分間で手際よく簡潔に行う。

-安全ミーテイング日報を活用する O

]. ]pn. For. Eng. Soc. 27 (1) 2012 

・元請け(班長)からの安全指示事項を徹底する。

-全員で話し合う O

KYTには種々の活動手法が用いられるが， 4ラウンド

法が最もポピュラ…であり，その{却を以下に示す。

①現状把握

まず，職場や作業現場等の何気ない日常の風景を写真

に撮ったりイラスト図を書いたりして，それらの図表を

作業チームの前に提示する O その後，どのような危険が

潜んで、いるか，問題点を指摘させる。問題点の指摘は自

由に行わせ，他のメンバーの指摘内容を批判するような

ことは避ける O

②本質追究

指摘内容が一通り出揃ったところで，その問題点の原

因などについてメンバ一間で検討させ，問題点を業理す

るO

③対策樹立

整理した問題点について，改善策，解決策などをメン

バーに挙げさせる O

④目標設定

挙がった解決策などをメンバ一間で討議，合意の上，

まとめさせる G

KYTとKYKを同じものとして取り組んで、いる企業ヤ建

設現場もあるようだが，厳密にいうとKYTは現場での

KYのために準備として事前に行うもので， KYKは現場

でその日の作業開始前に行うものとして区別できる O

KYTは，イラストによって作業に関係する危険個所や

危険行動の直接原因を視覚的に見つけ，その対策を考え

るO これは現場でKYがスムーズに行えるよう，事前に

訓練するものである O こうした直接原因もさることなが

ら，例えば， ~:H~ijJ前の妻との口論など，間強的な要因に

よっても，足場を短絡して堕落するなとマの災害が発生し

たケースカfある O そこで， KYTではさまざまな事i~士号可刈

から学ぶことが重要である O

K目玉は，作業開始前にその対策について経験と想像力

を働かせ，起こる可能性のある災害を想定し，その防止

対策を立てることによって，災害を未然、にi功止する手法

である。実際の作業開始前に行い，その日の作業内容や

現場の状況に治って考えていくため，不安全状態や不安

全行動に対しての対策が現実的で、わかりやすく，作業員

の危険に対する感受性を高める効果がある O さらに以下

の項百を加えることにより，一層の成果が期待できる。

①些細なヒヤリ・ハットの体験も活かす。

②災害事例を常に自分のl殿場に取り入れる。

③重機・機械・電動工具の機能をよく理解し，取り扱い

ミスの危険性を知る O

全員で合意した結果は，現場内に掲示したり，朝礼な

どで発表したりして，メンバー間の共通認識として情報
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を共存し，事前の危険回避を図る。このような活動を定

的に行ううちに，日常の作業をただ流すだけでなく，

に，何か危険は潜んで、いないかと各自に考える習'1貫を

持たせることも期待できる。建設業では，一般的にこの

ような活動を取り入れている。また，新規入場者教育，

り出し教育なども行われ，安全に対する取り組みにつ

いても確実に実施している。

「ヒヤリ・ハットJとは，ヒヤリとかハッとした出来

ことで，事故には至らないものを指す。ハインリッ

ヒの法則では， lf牛の死亡・重傷災害が発生したとすれ

，それと開じ原閤で29件の軽傷災害を起こし，同じ性

の無傷害事故を300件ともなっているとされている O

つまり，この300fヰカfヒヤリ・ハット司手{殉ということに

なる O このような結果も予防処霞や是正処置の対象とし

て，事故の防止に向けた取り組みを進めている O 現場で

はなかなかヒヤリ・ハットが出てこないことが多いが，

縮かな事まで記録として対応することが大切である。

4.2 リスクアセスメン卜

最近ではこのKY活動にリスクアセスメントを取り入

れた新たな安全活動も進められている O リスクアセスメ

ントとは，作業における危険性または有害性を特定し，

された危険性または有害性によって生ずるおそれの

ある負傷または疾病の重篤度(被災の程度)とその災害

が発生する可能性の度合いを組み合わせてリスクを見積

り，そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決め

で， 1)スクの除去または低減の措置を検討し，その

を記録する一連の手法をいう(閲 1)0 リスクアセ

スメントによって検討された措置は，安全衛生言1-画に盛

り込み，計閥的に実施する必要がある O 使用している

KYFI報でリスクアセスメントも耳文り iみまれている

口頭 2)0 リスクアセスメントの運用の効果は以下のと

おりである。

岳現場のリスクが明確になる O

Ii{] 1 危険j原，事故，危害とリスクアセスメントの関連図
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②職場のリスクに対する認識を職場全体で共有できる O

③安全対策が合理的に復先順位を決めて取り組める。

③残存するリスクに対する対処法，対処の理由が明確に

なる O

⑤全員で取組むことにより「安全jに対する感受性が高

まる O

4.3 rグーパ一運動jの推進

危険が多い重機の周辺では，近くにいる作業員が移動

する際，重機のオベレータに手で「パーjを出す。それ

を確認したら運転手は「グ-Jで返事をする。これによ

り，重機の旋回半径内で行動する際の安全を確保できる O

喧騒な現場で作業員とオベレータの双方で意思を伝達・

確認しあえる方法として非常に有効である(図一針。

4.4 安全施工サイクルの実施

朝に伝えたこと，決めたことが，結局その場限り

葉だけで終わり，ややもすると夕方には忘れている O 日

常よくあり，これが遅単位や1ヶ月になれば，さらにル

ールや取り決めた事項への認識が希薄になってくる。繰

り返すこと，継続することで成果を上げ，これをベース

により高いレベルの活動に進む。集団での活動を維持・

拡大するために必要なことである O 施工品質の向上と安

全確保の2つの面から毎日，毎週，毎月に分けて繰り返

す活動のパターンが安全施工サイクルである(国-4)0

きっちりとこのサイクルを閉していくことで，方針や計

画を確実なものとし，連絡や調整した事項の確認徹鹿も

図れる。また， トラブルが生じても対策・措置の検討と

実施がスムーズにいくようになる o rみんなで閉そう安

全施工サイクルJを合言葉に，各職長，作業員のそれぞ

れの立場でうまく活用することが重要で、ある。

4.5 教青司11練の原則

現場に従事する人の教育は非常に重要となる O その教

育訓練の原期は，以下のとおりである。

-聞く側の立場に立って 相手を中心に

.自らやる気を起こさせるように

-易しいことから難しいことへ

・一時に一事を (1回にひとつのことを教える)

・反復して(何回も根気よく)

-事例に結びつけて(身近な事例で強い印象)

-体験させ，五感を活用させ，実物ややらせてみる

・急、所を理解させ，理由をよくのみ込ませる

建設業のものづくりとは，顧客より 1~司頁を受け，ひと

つのプロジ、エクトの全体の工程を考えて，施工方法の検

討や資材等の調達を安全に行うことが第ーである。そし

て，計画に基づいて，専門工種に分かれた協力会社の

人々の作業が連携し，完成に向かう。技術が進歩し， IT 

化や機械化が進展しているが，それらを駆使して安全と

品質を確保するのは「人Jであり，各現場の社員だけで
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はなく，現場内で働く協力会社，関係者全ての人々の労

働環境について責任を負って仕事をしている O

]. ]pn. For. Eng. Soc. 27 (1) 2012 

が真剣に考え，作業工程を進める気持ちが大切であ

り，すべての閉じ環境条件下での業務でなく，多様な工

種，日々進化する技術に対応するにはそれなりの力量が様々な環境においてどうすれば安全に作業できるかを

(株)長瀬土建 K Y 日 報

平成23年 月 日

工事名 i 
本日の作業内容

指揮者(職長): 

苛 霊 評
危

NO. 予渓IJされる危険性(詳しく)
1能主 性大 価

検
度

例
ユーツク翠を設霊する。アウトリガーの設置方法が悉く、クレーン恵

ム × ム× 4 
が転倒し作業員が下敷きになる。

危険
ポイント

2 

3 

NO. 予測される危険性(詳しく) 残留リスク 確認

{列
旋回はゆっくり行い、クレーンのリミッターは切らない。かいしゃくロー 0ムココ2 旋回三シ
プを使い吊り荷の下に入らない。

本自の
行動隠襟

2 

3 

r -=-"，_~酔占尚唱

災言書受傷穏疫の重大性 3霊E高度の見綴基準 記号

きわめて露大 死亡と降容を伴う災塁審 × 

愛大 休議室災芸書 ム

軽微 不休災裳 O 

災袋発生の可能性(度合い) 可能性の見綴さ基準 記号

かなり起」る 6ヶ月 1::1回程度発生する X 

たまi、起こる 1年!こ1回程度発生する ム

ほとんど起」らない 5年l二1図寺呈夜発生する O 

11守瓦誌トー-fT度
× きわめて霊大 ム E重大 O 軽微

× かなり起こる xx 援めて大きい(5) ×ムかなり大きい(4) xO中程度(3)

ムたまに起こる ム× かなり大きい(4) ムム中稜度(3) ムO かなり小さい(2)
O ほとんど起」らない Ox 中穏度(3) 0ムかなり小さい(2) 00極めて小さい(1)

会社名 氏名(本人署名) 健康状態 服装・保護呉

良 悪 良 悪

良 悪 良 悪

良 豆~ 良 悪

良 悪 良 豆Il!.i豆、

良 悪 良 豆，~互J、

良 豆'''''亘 良 豆'出豆

良 宝'出豆 良 豆~

良 慈 良 豆，出豆

良 悪 良 豆'出E 

良 惑 良 N1亘d、

良 宣'''''韮 良 豆'也至、

良 豆'出韮 良 悪

図-2 リスクアセスメントの取り込まれたKY日報
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とされ，それには重い責任が諜せられるという中で

の仕事である O 安全は全てに優先することをキーワード

に建設業の林業参入を取り組んで行きたいと思ってい

る。実際の安全管理の状況について，図 5~図 13に

O 

5.建設業における新規林業参入の安全管理

建設業の林業参入を考えた最初の理由は，雇用の確保

関 3 グーパー運動

国一4 安全施工サイクルの実施

図-5 KYi舌動の状況

55 

と余剰機械の利用であった。また環境問題等がささやか

れる中での林業の作業道の作設や，森林整舗は林業事業

関 6 1)スクアセスメント周知会

j豆一7 機械の死角休験訓練

図-8 KY活動表の良い事例

(具体的で内容が詳細でわかりやすい)
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体の入手不足もあり，十分対ー応できるものと感じていた。

建設業者が林業に参入した場合，何ができるのかを以下

に列挙する O

i三1-9 現場のハザードマップ作成

|玄110 熱中症対策のグッズ

Ijgl-ll 携帯エリアの表示

(緊急H寺の連絡m、場合によっては衛星携若干電話も使用する)
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-高密度の作業路網の整備

-団地化・集約化・境界明確化の協{動作業

・測量及び設計，データ管理への対応、

・ベースマシンとしての機械の運転操作

・道づくりの技術

・1二校，コストおよび実行予算管理，施工管理の技術

・安全衛生管理に対する知識(行政からも期待)

-経営マネジメント，技術の提案

以上のような内容について対応できると考えたが，そ

の中でも林業の安全管理の体制整備について，変革でき

る強みも感じている O

今回の参入に際し，労働行政からも建設業の安全管理

が林業に良い影響を与えることを期待していると言われ

たが，私どもから考えると，森林整備の間伐等の作業に

おいての伐倒，造材など，慣れていない作業での労働災

について非常に神経質となった。また林業のように足

場も悪く，体力的にも非常に厳しく，自然要因が影響す

i刻一12 災害事例の周知I

図-13 工事標識類
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る菜種であり，建設業の機械化， IT化が進歩している中 人々の装備の性能や意識の改革も今後重要な課題であ

が現場で対応できるか心配していたが，事前の

，訓練等が充実し，数をこなすことからそれなりに

対応できたと思う O また林業での機械化が進んだことで，

チェーンソーを使用する作業の他については建設機械の

と同様で、あり，手)11夏，システム，リスクの管理が理

きることも良かったと思われる。

伐1fu，除伐作業で、は伐った木が人に向かつて倒れない

ように，確認をする O 常に声を掛け合って作業をする O

に分かれての作業はやめる O できるだけ左右

陪じ襟高で作業をするといった原則についても作業指示

されている O こういった地道な基本を忘れないこ

とが重要だと感じた。

建設業のように自々の朝礼， KY活動，作業指示，リ

スクアセスメント，器具安全点検，安全施工サイクルに

ミた安全巡視，休憩時間の安全指導，昼礼，グーパ

ー運動の徹成，毎月の災害防止協議会，全社安全パトロ

ーJv，安全教育，司iげ:東など徹底した安全に関する取り組

みが定期的に実施され，それで、も事故が起きているのが

現状である O しかし，この取り組みが林業においても

されれば，必ず事故は減少すると確信している O また，

トップから協力会社までの現場で従事する人とのコミュ

ニケーションが重要であり，作業員の健康状態なども確

できる O このような安全管理をぜひ実施し，林業の安

全に対する取り組みとして取り入れてほしいと思う O

今後の林業機械の開発に関しては，社会情勢やニーズ

を踏まえると，省力・低コスト化に向けたもの，軽

・安全化に向けたもの，機械による環境負荷低減に向

けたもの，さらに今後の林業機械の深化・発展につなが

る基礎・基盤に向けたものが求められることが考えられ

る。特に林業労働の装備に関しでも，日本では明確な規

定や基準が少なく，ヨーロッパと比べてかなり温度差が

じている O

ヨーロッパは，装備品の規格が厳しく，また，顔面ガ

ドfすき耳ガード付きヘルメット，蛍光色のジャケット，

チェーンソー防護ズボン，防護手ft，手袋(それぞれ品質

規定，基準あり)の装着がすべての森林作業員に義務づ

けられているが，日本は森林作業員の安全，命が法的に

保護されていない。政治，行政，ならびに大半の事業体

において，作業員の命と安全に対する認識レベルが，先

進国でありながらかなり低いのではないかと感じてい

るo r安全に気をつけましょうJという口先だけで，具

体的な措置はほとんど講じられていない，というのが現

j犬である O

数千万の機械に対してはお金を出すが，人の命に関わ

る一人当たり数万円の装備は払わない，補助もあまりな

いということが現実となっている O 林業に従事している

るO

図 14は林業に参入した建設業者の欧州仕様の防護販

を着用し作業している状況である O 防護服については怪

我を防ぐだけでなく，安全を与える，ファッション的な

若者の受け入れの面からも効果があり，リスク低減等を

考慮した上でも有効で、あると思う。このような考え方は

これからの林業に従事する全ての人に必要で、はないかと

思う。

6. おわりに

建設業・林業の現場業務での重要な10項目について述

べる O

①災害，事故に出くわしたら人命尊重を第一に行動する

こと O 最大限の手段を用い，その人物の人命確保に全力

を注ぐこと O また，第2次災害の阻止に気を使うこと O

冷静，沈着な行動力が必要である O

②安全標識や看板は効果的に掲示すること O 既製の看板

類を羅列していたのでは，安全意識は逆効果である O 適

材適所に色彩効果も使い分け，方針・趣旨が伝わるよう

に配置することが必要である O 朝礼の場の掲示物でその

現場の安全意識がわかる。

③今日18無事に作業が終わったことに対し，関係者へ

の感謝の気持ちを大切にすること。響きのいい「お疲れ

捺でしたJ，rこ、苦労様で、した」を声に出す。

④危ないことは，すぐにやめさせること O 見逃すのは最

低で，殺人者と開等扱いで、ある。是正しない者は退職さ

せる o r安全第一Jと雷うのは，工程管理，品質管理，

コスト管理とは違い，現場管理は「人の命jを預かる仕

事と思い，妥協せずに徹底することが大事である。

⑤安全は指示だけが仕事でないこと O 愛情，誠意をもっ

て，そこで働く者に代わって計画し，実施確認するのが

閤 14 防護服を着用した作業
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現場監督，管理者の仕事。計画した仮設などができたら

っ先に現場に行き確認であるするくらいの責任感が必

要である O

⑥コミュニケーションが良い現場は災害，事故が起こり

にくいこと O 明るく元気な現場を目指す。現場で働く者

は作業に夢中になると，閤匪i状況等に気付いていない場

合がある O 巡回中の声掛けの一言は作業周囲状況を再確

認させる目的でも効果的である O

⑦整理整頓は安全衛生の基本中の基本であること O 材料

倉庫付近が片付いていないのはもってのほかである O 身

なり服装にもj主意を払う O 安全衛生パトロールでは仮建

物裏や仮囲い周辺の片付け状況，仮設トイレの清掃状況

で現場の裁量を計る O

③バランス感覚を養うこと O 作業床，吊荷，作業姿勢，

仮設施設，重機配置等全てにおいて，バランスの悪い状

態はかなり高い確率で事故・災害につながる O ぱっと見

てバランスの惑いものはすぐに見直す。

⑨現場技宇野者は，万が一今最悪の事故，災害が起きたら

…のことをイメージし，リスク管理を実施すること O 救

急の連絡先，連絡体系，役割，t.e架・消火器等の所在は

案外普段意識にないものである O また，いざという時に

慌てないためにも組織による訓練も効果的である。

⑮現場の作業条件，地理条件をよく理解すること。安全
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衛生の基本方針は全てそこから出発する O 日々変化する

天候，交通事情も含め千差万別の条件を読み取り，事前

の対策を立てる。一歩間違えれば，思閤環境，他産業に

多大な影響を及ぼす事を忘れてはならない。

現場に携わる者は「人命尊重jという崇高な基本理念

のもとに，長年努力した結果，死亡災害を減らすことが

できた。しかしながら，いまだ多くの尊い命が失われて

いる O また潜在的な危険源がなくなったわけでもない。

建設業や林業が地域の基幹産業として，今後とも健全な

発展を続けていくためには，業界ならびに各企業の安全

備生水準を一層高めることにより，誰もが安心して働く

ことができる職場環境を形成することが必要で、あると思

つO

森林・林業再生プランの中で現在の20数%から50%に

木材自給率を高め，路網設計者や人材育成制度の整備L

将来に視点をおいた「森林管理Jやその担い手を育てる

f人材育成jを進めているが，その人材には生産性や採算

性の前に安全性を第一に考えた人材育成を考えてほしい

と思う O そして，地域の安心，安全な生活を守るインフ

ラ整備と同様に，地域の森林もi可じように守り，将来へ

引き継ぐことが今スタートした我々の使命だと感じてい

るO
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