
 

 

                  

        

 

 

 

 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 安全就業強化月間特集号 ～ 
 

 

この度、県連合会の安全・適正就業対策委員会において、平成２２

年度の安全就業にかかわる目標が決定しました。『前年度の事故件数

を10%以上削減』としており、目標達成のための重点課題として次

の事項について取組み徹底を指示されています。 

（１）剪定及び草刈時による事故撲滅 

剪定班・草刈班の定められたルールを確実に守って就業する。 

草刈時の作業間隔の確保及び飛石防止には細心の注意を払う。 

（２）交差点での事故撲滅 

信号・通行ルールを守るのは当然。ルールに従った通行をしても相

手がルールを無視した場合、事故に遭うこともある。事故を回避する

には、ルールに従った上で自らが安全の最終確認をする。 

（３）身体能力の確認 

自分の体力を確認することで、日常生活及びセンターにおける就業

に際して支障がないかを確認。自分の身体能力を自覚することで無

理な動作、作業を回避し、事故防止につなげること。 

 当センターにおいても以上のことを念頭に安全啓発を行ってまい

りますが、会員皆さんの自主的な安全対策をお願いします。 
 

連続無事故日数（7/1４現在） 

傷 害 事 故   ２２９日 

賠償責任事故    ２７日 

交通事故(車両)   ２１１日 

 

 

 蒸し暑い中、会員皆様は体一杯に汗をかき安全就業で頑張っ

ておられると思います。また、お客様に喜ばれ生きがいを肌で

感じたり、趣味を楽しむなど充実した生活を送られていること

と思います。 

この度、安全就業委員長に就任致しました小郡本所植木剪定

班の石橋です。大役をお引き受けしたものの不安で一杯です

が、会員皆様に沢山のご協力をいただき、何とか頑張ってまい

りたいと思います。 

 委員長となるやいなや福岡県シルバー人材センター連合会

からの通達や指導項目、事故事例等、沢山の資料を渡されまし

た。内容に目を通しますと、交通事故による重大事故が増加し

ていることがわかります。当センターにおきましても、昨年度

５件の交通事故が起きております。 

 高齢者であるシルバー人材センター会員は皆、加齢による体

力、判断力などが低下しています。健康面にも十分な注意が必

要です。交通ルール、マナー、安全就業基準を確実に守り、一

人ひとりの方が安全意識を高めて事故を無くし、いつも笑顔で

ハッピーなシルバー生活を過ごしましょう。 

皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

            《 安全就業委員長 石 橋 眸 》 

 

（社）小郡大刀洗広域シルバー人材センター 

安全就業委員会発行 会員ニュース第４号

(平成２２年７月) 

 

⇒ 両面刷りです 

賠償責任事故発生       ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 

 ① 発生日時  ６月１７日（木）１３時３０分頃 
 ② 場  所  小郡市大板井  発注者宅 
 ③ 会  員  小郡本所 家事援助サービス ６０才 女性  
  ④ 事故内容  ３名の会員で室内清掃に就業し、会員は窓ガラ

スを清掃。廊下に面した履き出しガラスサッシ

窓の内側を磨き、次に外側の面を拭こうと身体

を動かしたときに右頭部をガラス窓にぶつけ、

ガラスが割れた。 
 ケガがなく何よりでした。厚さ３ミリのガラスであったため強度

がなかったことが災いしましたが、割れ物・こわれ物の取扱いに

は十分な配慮をしてください。移動できる物は移動させる、保護

をしておく、目印をつける等の工夫をしましょう。 

 増え続ける会員の就業中及び就業途上における事故を無くすため、全国のシルバー人材

センターにおいて、「全国安全週間」に合わせ７月を「安全・適正就業強化月間」と定め

て様々な取組みが行われます。 

本年度は特に『重篤事故につながる就業の見直し』をするようにと指導されています。

そのために 3 つの具体的な項目が示されました。 

１．｢危険・有害作業を受託しない｣ 高齢者にふさわしい仕事であるかよく吟味をし、

受注段階で事故につながりやすい危険作業を排除しようということです。会員さんはよく

「その程度ならできる。危なくない。」と言います。発注者の希望に応えたいという気持

ちでしょうか、現役時代の経験からでしょうか…。“できる”ということ ＝“受注して良

い”ではありません。現在、多くの職群で会員さんに見積をお願いしていますが、受注に

はシルバー人材センターとして決められている基準に基づいた判断が必要です。安全就業

基準第５条であげている作業はもちろん、その他でも危ないと感じたら断わる勇気を持っ

てください。迷ったときには必ず事務局に相談してくださるようお願いします。 

２．「安全保護具の着用徹底」 作業別安全就業基準による安全保護具を必ず着用して

ください。屋外作業・自転車使用時におけるヘルメット、剪定での安全帯、刈払での保護

メガネ等、作業毎に決められた保護具があります。未装着者には就業停止等の措置をとる

ようにとの踏み込んだ指導もなされています。まずは、会員同士で注意し合える雰囲気作

りを心がけましょう。 

３．「健康診断による健康チェックと健康増進」 毎日の体調管理と年に一度の健康診

断で健康状態に起因する事故を未然に防いでください。 

そのほか月間中には、機械器具の総点検、安全保護具の点検と整備を 

各班毎、もしくは各個人で重点的に実施してください。 

また、就業前のグループミーティング（KYミーティング）を実施し、 

会員全員で安全確認をしてから作業にはいるように徹底しましょう。 

 

 

先月の「安全だより３号」にて、５月に発生した県内の死亡事
故についてお知らせしましたが、その事故に先立ち起きた事故の
詳細が入りましたのでご報告いたします。 

４月２６日（16 時 50 分）発生。６５歳男性会員。                                                       
２人で車庫のスレートの張替え作業に就業。下屋に梯子を架け、
破損のスレートを取り払い地面に下ろした。新しいスレートに金
具を取り付け、初めの１枚を当該会員が屋根の修理場所に持って
行った。他の会員が２枚目のスレートを屋根に上げ、修理場所に
運ぼうとしているとき、当該会員が屋根のスレート上から（高さ
4.2ｍ）コンクリートの地面に落下した。会員２名ともヘルメッ
ト未着用。 

 転落の直接の原因は把握できておりませんが、大きな問題点が
いくつもありました。高所作業を受注した事務局の判断ミス、厳
守すべきヘルメット着用義務が守られていなかったこと、スレー
トの危険性について認識が甘かったことが挙げられています。 
 この事故も私達のすぐ身近なセンターで起きたものです。重大事故
は決して他人事ではないことを全ての会員が心して就業にのぞんでく
ださい。                                                              
                               

安全就業基準第５条（危険作業の禁止）

では以下の作業を禁止しています。 
(1)５ｍ以上の高木の剪定 
(2)直径 30cm を超える木の伐採 
(3)急勾配及び池や川に隣接する法面 
 での刈払 
(4)２階以上の屋根、壁の塗装、営繕 
(5)重機を使用する作業 
(6)その他危険が予測される作業 

現段階では、さらに厳しく制限していま

すのでご注意ください。高さでは２ｍ以

上の高所作業を禁止(1),(2)、３０度以

上の法面刈払作業を原則禁止(3)、伐採

では孟宗竹を禁止し、樹木の高さや直径

だけでなく現場の状況により判断して

おります。 



あすてらすヘル

スプロモーショ

ン 運 動 指 導 員 

小野様のストレ

ッチ指導 

「ストレッチは筋力と柔軟性を向上させ

ます。」 週に２～３度でもストレッチをす

る習慣を身に付けましょう。 

     ＊写真入り資料は事務局まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年７月 ～ １０月 

安全就業で４ヶ月間無事故を達成しよう！  

⇒ 両面刷りです 

地域班長さん、出 欠 集約のご協力ありが

とうございました！ 

前号で大会の参加要請をしたところ、２３

３名の会員さんの出席がありました。出席率

も前年度の４４％を上回り約５６％となって

います。皆さんそれぞれ事情がある中をやり

くりして、ご参加いただきありがとうござい

ました。これも各地域班長さんが、積極的に

動いてくださったおかげと感謝しておりま

す。大会の趣旨を説明して参加を呼びかけて

くださったり、欠席理由をうやむやにせずに

きちんと確認してくださったりと大変お骨折

りいただきました。大会当日の準備はどうな

っていますか？とお問合せも複数の班長さん

からいただきました。職群班長さんが、「不参

加者は○○班の資格がない」とまで言うのを

聞きました。組織を支えてくださっているの

は、こうした班長さん達であることを他の会

員さんは、もっとわかっていただきたいと思

います。そして、次は自分がお世話をする番

だと考えてくださったら…、センターはどん

どん発展すること間違いなし！ 

さて、欠席された残る１８４名の会員さん

（うち４５名は、ローテーション就業などセ

ンターのやむを得ない就業を含む）は、必ず

次の機会に参加してください。次回は、７割

参加を目指します。" 

  
安全・適正就業強化月間のメイン行事でもある平成２２年度の安全就業促進大

会が７月２日（金）小郡市生涯学習センタ－、七夕ホールにて開催されました。 

 理事長挨拶のあと事務局から昨年度事故報告、石橋安全就業委員長の委員会報告、小郡

警察署梅崎交通課長講話、ストレッチ指導、安全標語・安全改善提案の表彰、安全就業宣

言等２時間半にわたって安全啓発を行いました。大会風景を掲載します。 

 

 

暑さが厳しく体力を消耗し集中力がとぎれがちな７月、８月、９月と、例年事故が多く発生する１０月

の合計４ヶ月間を無事故で過ごせるように、全会員が高い安全意識を持って行動し、一丸となって

事故防止に取組みましょう。“目指せぇ～、無事故 エイエイオー！” 

 
 

今年もやります！  

狭い会場でしたが、皆さん熱心です 

ご応募いた 

だいた皆様、

ありがとうござ

いました。 

前大会で皆様に呼びかけ、初回の今大会で

は、即応じてくださった皆さんの積極的な

姿勢を評価して、寄せられた提案５件全て

を表彰をしました。内容的にも工夫がされ

た良いものでした。 

 第 1 回目は剪定班だけの応募となりまし

たが、多くの職種で多くの皆さんが“改善”

に取組んでくださることを期待していま

す。 

大げさな提案でなく手順の見直しやちょっ

としたアイディアで構いません。 

提案書の受付は年中いつでもＯ.Ｋ  

  次はあなたの番です！ 

 

会員氏名の敬称は省略します 

受賞者の皆さん 

チャレンジ期間中に 

『ヒヒヤヤリリハハッットト報報告告  

11 人人１１回回』』  提提出出 

報告用紙は事務局

に用意していますが、様式

にはこだわりません。匿名

でも結構です。 

貴方のヒヤリで、

事故を減らそう！ 

同時実施中  

応募総数８０点より、以下５作品が選ばれました。 

 

天本 寅雄  

「樹木と脚立の固定用具」 

仁田野 智章 

「脚立作業２メートル位置確認目印」 

高尾 武士 

  「三脚固定時のロープ用固定金具」 

若宮 英治 

  「二連梯子ズレ防止固定金具」 

小郡本所植木剪定班グループ 

「トラック荷台の残材積込時転倒 

防止ロープ」 

 
 

 
 

 
 

 

 

ヘルメット 着けた時から 安全宣言       井上 康矩 （菊池３区） 

大丈夫 だろうの前に 「確認」を        友添 憲二 （御 原） 

ヘルメット かぶる私が 守られる        平田 雪子 （大刀洗） 

自転車も 軽車両 法律守って 安全走行     藤原 忠行 （中央・緑） 

安全は 私の決意と あなたの努力 めざそう 災害ゼロセンター 

高田 益三 （大 保） 
 

美山安全就業委員による 
力強い「安全就業宣言」 


