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◆ブレスローの７つの健康習慣を 

        実践してみませんか◆ 

 常務執行役員 営業部長 池永 裕人 

 

 今回は、安全もまずは健康であることが大切であり、

皆様もよくご存じであると思いま

すが、あらためて、健康習慣につ

いて書かせていただきます。 

肥満症や高血圧などの生活習慣

病は、環境や生まれつきの遺伝的

な要素にも関係していますが、食

習慣や運動習慣などの生活習慣に

も大きくかかわっていることが知られています。「7 つの

健康習慣」は米国のブレスロー教授が生活習慣と身体的

健康度との関係を調査した結果から広く知られるように

なりました。 

肥満症や高血圧また糖尿病などの生活習慣病は、環境

や生まれつきの遺伝的な要素にも関係していますが、食

習慣（エネルギーや食塩の取りすぎ、飲酒など）・運動習

慣・睡眠・ストレス・休養の取り方などの生活習慣にも

大きくかかわっていることが知られています。後者の生

活習慣について、40 年以上前に行われた研究結果から、

「ブレスローの7 つの健康習慣」として広く世界に知ら

れているものがあります。 

 

ブレスローの7 つの健康習慣 

1. 喫煙をしない 

たばこを吸うと血管が収縮して血行が悪くなり、ビ

タミンC も消費してしまいます。 

2. 定期的に運動をする 

全身持久力を維持するためにウォーキングなどの有

酸素運動、体を支えるための筋肉を鍛える筋トレ、

柔軟性を高めるためのストレッチを組み合わせて。 

3. 飲酒は適量を守るか、しない 

内臓脂肪の増加につながります。特に女性は、男性

の半分の飲酒量で、肝臓や膵臓に影響が出ます。 

4. １日7～8 時間の睡眠をとる 

睡眠は、高血圧や糖尿病、肥満と関係することもわ

かってきました。生活習慣病の予防は、老化を遅ら

せることにもつながります。 

5. 適正体重を維持する 

肥満は生活習慣病の元になるだけでなく、腰痛に膝

関節痛、睡眠時無呼吸症候群などにも関係していま

す。やせ過ぎは、肌荒れ、脱毛、貧血、冷えなどの

症状を引き起こします。 

6. 朝食を食べる 

朝食のエネルギーで一日のスタートを！ 

エネルギーが空のままでは頭も体も動きません。元

気な一日のスタートは、朝食をとることから始まり

ます。 

7. 間食をしない 

食べるときには、心と体の潤いを考えて！ 

ホッとした時に甘いもの…美味しいですね。どうし

ても間食をしたい時には、ヨーグルト製品、果物が

お勧めです。 

 

これは米国・カルフォルニア大学のブレスロー教授が、

生活習慣と身体的健康度（障害・疾病・症状など）との

関係を調査した結果に基づいて提唱されています。そし

て上記の7 つの健康習慣の実践の有無によって、その後

の寿命に影響することがわかっているのです。例えば45

歳の男性において、7 つの健康習慣のうち6～7 つを実施

している人の場合はあと約33 年生きられるが、実施し

ていない若しくは3つ以下を実施している人の場合には

あと約22 年しか生きられないといった具合です。 

生活習慣病を予防し健康を保持するためには、各人が

主体的にこれらに取り組んでいく必要があります。従っ

て時には日頃の生活を振り返り、上記の7 つの健康習慣

が実践できているかを確認してみるというのはいかがで

しょうか。そしてもしも実践できていない場合には、ひ

とつでもできるところから実践してみてはいかがでしょ

うか。 

 

 5 月度合同パトロール 

 

5月11日(水)13:45 より 

協力会：㈱日本サルベージサービス 井上氏、 

安衛委員：奥野･木本･大八木･寺田･松永･池田 

以上7名で実施しました。 

『寸評』 安全衛生委員会 

5月度の合同パトロールは、京都市右京区地内の土木

現場「一般国道162号(川東第二工区)道路改良(その2)工

事」を、安全衛生協力会1名・安全衛生委員会6名の計7

名により実施しました。 

最近の約2年間は、コロナウイルス感染症対策のため、

安全衛生委員会のみで実施していましたが、前回に引き

続き安全衛生協力会の参加を、再開させて頂きました。 
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当日の雨も午前中で上がり、山々の新緑も一段と映え

る中、『墜落･転落災害の防止、重機災害の防止、交通･

第三者災害の防止』を主眼に、安全パトロールを行いま

した。 

◆一般国道162号(川東第二工区)道路改良(その2)工事 

当工事場所は、京都市右京区梅ヶ畑地内の高山寺から

約1.0km、清流清滝川の左岸側に位置しています。 

一般国道162号の高雄･中川間は、幅員が狭いうえ線形

不良の箇所が多く、通行止めの災害も発生するなど早急

な整備が課題となっており、第一工区(L=850m)・第二

工区(L=1300m)、の延長2.15kmに渡り道路改良事業が

行われ、この内第一工区は平成19年度に供用が開始され

ています。 

当工事は、第二工区の内延長約90mにおいて、切土･

法面対策･コンクリートブロック積･落石防護工を施工す

るもので、本年1月より着手しました。現場では下方の

国道への落下防護対策として、高さ約3mの強化ネットを

設置し、必要に応じて土提を設ける等、落石等には十分

注意を払いながら施工しています。また、出入り口は見

通しも悪く、交通災害防止にも十分気を配る必要があり

ます。 

当現場ではICTを活用していますが、これらの基本と

なるドローンを使った起工測量、三次元設計データ等に

ついては、自社施工に取り組んでいます。 

現在は、1段目の法面対策が完了し、2段目の掘削中で

すが、湧水も発生しており、対策を施しながら施工中で

す。今後6月より2段目の法面対策を行い、10月より三次

掘削、ブロック積を施工し、来年2月に完成予定です。 

当日は､降雨予報の為土砂の場外搬出は中止となり､切

土･法面整形作業を主とし､職員も含め関係者は6名､丸

山所長の概要説明を受けた後、安全点検を実施しました。 

工事場所：京都市右京区梅ケ畑川東地内 

工期：令和3年12月2日～令和5年3月15日 

発注者：京都市建設局 道路建設部 

工事概要：工事延長90m、掘削工7,140㎥、法枠工650㎡

、鉄筋挿入工36本、アンカー工60本、コンクリートブロ

ック積452㎡、排水構造物工1式、落石防護柵工1式、仮

設工1式 

出来高14.6％､4/30現在の安全成績：労働延人員587人 

無災害労働延時間4,696 時間、休業･不休災害0件 

▼≪良好な事項≫ 

①場内整備、資機材整理整頓 

②落石防護ネット、昇降設備等の仮設備工 

▼≪改善･点検を要する事項≫ 

①重機運転席離脱時の措置（キーを抜く） 

②大雨時の土砂流出防止、仮設備の点検等、第三者災害 

 防止対策の取り組み 

③熱中症対策の取り組み 

█ 講評では各委員から上記の様な意見が出されました

が、第三者災害防止対策にはより一層の安全管理に努め、

無事故無災害の継続と工事の完成をお願いしました。 

█ 丸山所長からは、「指摘事項の改善と落石や大雨によ

る土砂流出による第三者災害防止対策と熱中症対策につ

いては現場全員で取り組み、無事故無災害で完成を迎え

たい。」とコメントがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一般国道162号(川東第二工区)道路改良(その2)工事】 

安全衛生委員会事務局記    

 

重 点 実 施 例 

 

『木津川神矢地区堤防強化他工事』 

土木部 土木G 工事主任補 森 敬洋 

 

当工事は、全長約 1.1ｋｍにわたり、矢板の圧入・そ

れに伴う土工事をメインの作業として行いました。矢板

やクローラークレーンの搬出入車両は、交通誘導員と職

員で誘導して、交通事故やゲート等にぶつけたりしない

よう注意して作業しました。また矢板の荷卸しや圧入の

際は、近くに吹き流しを設置し強風時は作業を中断した

り、高圧線の付近での作業時は高圧線明示だけでなく、

補助クレーンをつけることで安全作業に努めました。 

土工事においては、床掘を行った箇所には階段の設置

と法肩の明示を行い転落の防止に努めました。日々同じ

作業の繰り返しとなるため、注意力が散漫にならないよ

う朝礼の時に同じことでも日常的に注意事項を確認する

ことが大切だと感じました。 

 他にも、堤外地に現場事務所・仮設トイレを設置して

いたので、増水時にすぐに避難できるようユニックを常

に現場内に置いておく等の配慮を行い災害への対策も行

いました。 

 当工事は竣工したので、また次の現場で安全な作業を

行えるように日々勉強していきたいと思います。 

ご安全に！ 

 

合同パトロール（講評） 

合同パトロール（二次掘削） 
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【木津川神矢地区堤防強化他工事】 

 

現 場 ニュース 

 

『御所西シンワビル外壁等修繕工事』 

建築部 建築G 工事所長 熊澤 章光 

 

つい最近施工完了した外壁改修現場について記事にし

たいと思います。工期は 2022 年 2 月 1 日～2022 年 4

月30 日、工事名は、『御所西シンワビル外壁等修繕工事』

です。外壁及び屋上・ベランダ防水等の改修工事になり

ます。既存建物規模は、敷地面積 284.41 ㎡、建築面積

194.67 ㎡、延べ床面積 1,381.27 ㎡の S 造 8 階、塔屋 2

階建てで約36ｍあり、築30 年程度です。現場の位置は、

烏丸今出川交差点を約150ｍ西行し、室町通を約10ｍ南

行した西側に位置します。 

まず外部足場ですが、一部組立高さが30ｍを超える建

地については、足元の補強が必要です。また、建物高が

あり外壁が ALC なので専用壁つなぎの使用はもちろん

の事、建物頂部と建物真ん中のつなぎは全スパンをつな

ぎ、尚且つアルミ手摺を養生し補助的に繋ぐよう、万が

一倒壊が無いよう入念に補強しました。 

外壁や屋上については、30年間1 度も外壁改修されて

おらず、やはり状態はあまりよくなく、高圧水洗浄する

と30年分の汚れが落ちるのがはっきりとわかりました。

今回サッシ廻りのシール打替え、ALC 目地シール、クラ

ック補修、塗装を施し、建物の雰囲気が良くなりました。 

チラシを各玄関ポストに入れても留守の所が多々あり

ました。したがってベランダにある洗濯機、資材等をこ

ちらで仮に外部足場に預けたりと余計な作業が増え、い

ろいろ予想外の事があり大変でしたが、なんとか無事

故・無災害で工事を終える事が出来きました。引続き次

の現場も頑張りたいと思います。『ご安全に』‼ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【御所西シンワビル外壁等修繕工事】 

 

安 衛 コ ラ ム 

 

『安全に関する事業者責任』 

建築部 積算Ｇ 課長 宇野 元浩 

 

 建設業は社会資本の整備等を通じて社会に大きく貢献

していますが、ひとたび法令違反や第三者災害、労働災

害を発生させると社会に信頼されず、責任を問われ、人

的損失や経済的損失が発生し、企業の存続が難しくなる

ことさえあります。その責任には以下の４つがあります。 
 

①刑事上の責任 

  法違反を発生させた行為に対して刑罰をもって制裁

することにより、その責任を問うものです。労働基準

法・労働安全衛生法・刑法の責任が該当します。（業務

上過失致死罪等） 
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②行政上の責任 

  建設業法・労働安全衛生法の行政処分がなされます。

（許可の取消し・使用停止命令等） 

③民事上の責任 

  被害者に生じた損害を回復し、又はその損害を補填

するために加害者と被害者との間でその負担を公平に

行い、被害者の救済を図る賠償義務のことです。（示談

金等） 

④社会的責任 

  報道等により社会的に厳しい批判を受け、企業とし

ての評価は悪化し、その存続も危ういものとなりかね

ません。（メディア報道やネット上のクチコミによる風

評被害等） 
 

北海道知床半島沖合で乗客・乗員26人を乗せた観光

船が沈没する事故が発生しました。運営会社のずさん

な安全管理等を連日テレビで放送しています。今後、

上記の責任が問われることになりますが、建設業に携

わる我々も、一歩間違えれば「明日は我が身」である

ことを忘れてはなりません。ご安全に！ 

 

重 点 施 策 

 
『建設現場における熱中症予防と 

新型コロナウィルス感染防止』    

建設現場における作業では、換気の悪い屋内空間にお

いて複数人で作業を行う場合には、コロナ感染予防から

マスク等を着用する必要がありますが、単独作業の場合

や屋外で他の作業員と十分な距離（2m以上）が確保でき

る場合などでは、熱中症予防の観点からマスク等を外し

た方がよい場合も考えられます。マスク着用による熱中

症発症リスクについては、現時点では定量的に明らかに

なっていません。軽い負荷の運動では血液中のガス濃度

に影響は少ないようですが、高負荷作業では注意が必要

とされています。 

作業中のマスク選定に当たっては、①作業負荷、②作業

時の人との距離、③作業場所の状況、④連続作業時間等

にも留意し、マスク等の着用が不要な作業であってもマ

スクを携帯し備えることが必要です。 

現場では熱中症予防と感染防止に向けた現場のルール

を定め、徹底しましょう。 

(例)マスク着用ルール、マスクを着用すべき場所の掲示、

休憩場所の使い方等 

土木部 土木G 

 

 

◆事務局からのお知らせ◆ 

 

■ 第95 回全国安全週間 

準備期間：令和4 年6 月1日～6 月30 日 

本 週 間：令和4 年7 月1日～7 月7 日 

スローガン：「安全は 急がず 焦らず 怠らず」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 安全衛生協力会・ 

委員会合同パトロールの予定 

日 時：令和4 年6 月9 日(木) 13:40～15:00 

場 所：木津川流域下水道洛南浄化センター建設工事

その23 

協力会：㈱タカダ・㈱田中組 

 

■ 安全衛生協力会役員会 

日 時：令和4 年6 月17日(金) 17:30～19:30 

場 所：京都東急ホテル 

 

■ 令和 4 年度第43 回安全衛生協力会総会・安全大会 

日 時：令和4 年7 月1 日(金) 14:00～16:00 

場 所：知恩院 和順会館 

     京都市東山区林下町400-2  TEL:075-205-5013 

 

■ COHSMS認定更新審査終了 

 日 程：令和4 年5 月12 日(木)・13 日(金)  

 内 容：店社調査及び現場調査 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

【店社調査】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【現場調査：北部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ及び上下水道部庁舎耐震補強等改修工事】 


