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◆スマート・ライフ・プロジェクト について◆ 

建築部 執行役員建築部長 奥野正樹  

  

 ９月は健康増進普及月間です。 

「健康寿命をのばそう。」をスローガンに、国民全体が人

生の最後まで元気に健康で楽しく毎日が送れることを目

標とした厚生労働省の国民運動です。運動、食生活、禁

煙の３分野を中心に、具体的なアクションの呼びかけを

行っています。2014年度からは、これらのアクションの

他、健診・検診の受診を新たなテーマに加え、更なる健

康寿命の延伸を目指し、プロジェクトに参画する企業・

団体・自治体と協力・連携しながら推進しています。 
 

毎日プラス10分の身体活動 

例えば通勤時、苦しくならない程度のはや歩き。 

いつものエレベーターを階段に。 
 

毎日なら、10分のはや歩き。 

くるしくならない程度にスピードをあげてはや歩き。そ

れは立派な「運動」になります。生活習慣病の予防に効

果がある運動としてはや歩きは、すでに科学的に実証さ

れています。通勤通学のときや、ちょっとした移動時間

に。一日10分間の運動習慣。ちょっと汗ばむくらいの運

動強度でじゅうぶんに効果があります。 
 

あと10分歩きましょう。 

歩くことが健康によいと知っていてもいったいどれくら

い歩けばいいのでしょう。生活習慣病の予防には男性で

9000歩、女性で8000歩が目安といわれておりそして平

均的な歩数から考えると足りないのはあと1000歩。時間

にして10分程度多く歩くだけでじゅうぶんに効果があ

るのです。 
 

ひと駅歩きましょうか？ 

歩くことは生活習慣病の予防に効果があります。そして

足りない歩数は平均あと1000歩。ひと駅分、10分程度

の歩き時間の距離でじゅうぶんに有効な身体活動になる

のです。ヒールをはいているので女性の場合はなかなか

気軽ではありませんが目安として覚えておいてください。

ヒールじゃない日には歩いちゃおうかなぁ・・・とかち

ょっとした工夫でけっこう歩けるものです。 
 

「ウチから10分」は歩くべし。 

歩いてちょっと、そう、10分くらいの距離。ついついク

ルマで行っていませんか?スーパー、病院、歯医者さん、

本屋さん。面倒がらずに歩いていけば往復で20分。ちょ

うど不足している一日の歩数に相当します。郊外の駅で

はクルマの送り迎えつきで会社や学校に向かう方をお見

かけしますが生活習慣病予防の観点からすると歩くチャ

ンスをわざわざなくしているのですからあまりいいこと

ではありません。あと20分、あと2000歩。気にしてく

ださい。 
 

3曲分、歩きましょう。 

携帯音楽プレイヤー。好きな音楽を聴いていれば時間が

経つのもあっという間です。通勤通学の行き帰り。ある

いは散歩気分になってなるべく歩いて移動する。そんな

ときにポップスで3曲分合計10分程度歩ければ一日の足

りない歩数（1000歩）が補えます。生活習慣病の予防効

果があることは科学的に実証されています。 
 

1日あと70gの野菜をプラス 

日本人は1日250gの野菜を摂っています。生活習慣病予

防のためには350gの野菜が必要です。１日に＋100gの

野菜摂取で健康寿命を延ばしましょう。 

皆さん、こういったことで健康寿命をのばしましょう。

ご安全に。 

（この原稿は7月26日時点のものです） 

 

 8月度合同パトロール 

 

8月10日(水)13:00 より 

協 力 会：㈱朝日組、ナガタ工業㈱ 

安衛委員：大八木･中村･木本･岸本･松永 

以上７名で実施しました。 

『寸評』 安全衛生委員会 

 

８月度の合同パトロールは、伏見区横大路の土木現場

「伏見西部第五地区30･31街区他築造工事」を、安全衛生

協力会２名、安全衛生委員会５名の計７名により実施し

ました。 
2 

当日は、猛暑の中、『重機災害の防止、第三者災害の防

止、熱中症災害の防止』を主眼に、安全パトロールを行

いました。 

◆伏見西部第五地区30･31街区他築造工事（3件一括） 

当工事は、JR 京都駅から南へ約 8．5km の一級河川、

桂川と宇治川に挟まれた市街地の南部に位置し、伏見西

部地区土地区画整理事業の最終工区として事業着手され、

本地区は、横大路淀線などの都市計画道路を根幹として、

周辺地域と整合した公共施設の整備・改善を行い、併せ

て防災拠点である京都競馬場駐車場と横大路運動公園へ

のアクセス改善及び良好な市街地の形成を目的としてい

る工事です。中川所長より概要・進捗状況説明を受け、

重点目標の「重機災害の防止、第三者災害の防止、熱中

症災害の防止」を主眼に安全点検を行いました。当日の

作業は、排水構造物工、購入土盛土工で関係者は職員も

含め12名でした。 

工事場所：京都市伏見区横大路西海道8-1 

工  期：令和3年12月15日～5年3月15日(15ｹ月) 

発 注 者：京都市建設局 

工事概要：(築造工事)排水構造物工830ｍ、縁石工742ｍ 

     舗装工6,390m2 

      (整地工事)掘削工2,540m3、盛土工5,210m3 

     (公共関連工事)敷地造成工1,200m3、他1式 

出 来 高：46.7％ (7/31現在) 

安全成績：労働延時間=11,668時間 

休業災害0件･不休災害0件。（8/1現在） 

▼ ≪良好な事項≫ 

①場内整備、資機材整理整頓 

②安全施工サイクル活動 

▼≪改善・点検を要する事項≫ 

①架空線明示の追加 

②カラーコーン配置の工夫 

■講評では、各委員より上記の様な所見のほか、休憩所

には、テント設置、扇風機の配置はなされていますが、

日陰のまったくない現場ですので、熱中症には、十分注

意して無事故･無災害での完成をお願いしました。また、

夏季休暇中の盗難防止、飛散物防止についてもお願いし

ました。 

■北村係員からは、「指摘事項については、早急に是正し

ます。また、休み明けからは、府道を規制しての工種が

始まりますので第三者災害、交通事故災害にも十分注意

を払い、最後まで、無事故・無災害で完了させたい。」と

コメントがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

【伏見西部第五地区30･31街区他築造工事】 

 

重 点 実 施 例 

 

『上／ＧＭ第２日赤ライン本復旧工事』 

土木部 ガス設備G 主任 田路 瞬也 
 

当工事は、中圧の鋳鉄管を鋼管に替えた工事跡の舗装 

本復旧工事となります。工事内容は新町通の丸太町通か

ら下立売通までの約 200ｍの舗装工事と付帯工事になり

ます。 

西側には、第二日赤病院。東側には行列のできる飲食店 

や、会社、コインパーキングなどが並び、交通量が多い 

通りとなっております。その様な条件を踏まえて次の 

安全重点項目を掲げていました。 

① 第三者災害の防止 

誘導員の適切な配置と舗装工事中の西側歩道には 

仮歩道を設けず、東側の歩道を利用して頂くこと 

で、工事範囲と分離し接触事故を防ぐ。建物から 

出入りがある際は、重機を止めてから誘導する。 

② 重機災害の防止 

A 型バリケードに注意喚起の垂れ幕を付け、 

バックホウとダンプの間に生じる隙間に設置し、 

挟まれ事故を未然に防止する。又、合図者を 

配置しオペレーターは指示に従う。 

③ 騒音・振動の最小限化 

西側が第二日赤病院の為、検査の妨げになるような 

騒音・振動は控える。指示があった場合は、工事を 

中断する。 

以上のことを実施し、梅雨時期ではありましたが、工

期も延びることなく、無事故無災害で終えることができ

ました。ご安全に！ 

 

 

 

 

 

合同パトロール（講評） 

合同パトロール 
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【上／ＧＭ第２日赤ライン本復旧工事】 
 

現 場 ニュース 

 

『寺田拡幅久保田地区上り線改良工事』 

土木部 土木G 工事所長 吉田 毅 

 

国道24号寺田拡幅（事業の紹介） 

寺田拡幅は、城陽市内の国道24号における交通混雑の

緩和、交通安全の確保等を目的とし、新名神高速道路と

一体となって整備する全長2.1kmの拡幅事業です。 

 

交通混雑の緩和 

現道の交通量は交通容量を大きく超過しており、交通

混雑が起こっています。寺田拡幅の整備により、現道2

車線から4車線に拡幅することで交通容量が拡大され交

通混雑の緩和が期待されます。  

 

交通安全の確保 

事業区間では、渋滞による速度低下が一因とされる追

突事故の発生割合が、京都府全域の約2倍となっていま

す。4車線整備により交通混雑の緩和が図られ、交通事

故の減少が期待されます。 

 

新名神高速道路との連携 

現在事業中の新名神高速道路開通により城陽JCT・IC

は、東西南北につながる高速道路の交通結節点になりま

す。当該地周辺では、交通利便性の良さから、物流拠点

整備や市街地整備が進展しています。寺田拡幅の整備に

より道路ネットワークが強化され、さらなる企業立地な

どが期待されます。ご安全に！ 

《国土交通省近畿地方整備局京都国道工事事務所ホームページより》 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【寺田拡幅久保田地区上り線改良工事】 
 

安 衛 コ ラ ム 

 

『レジオネラ症について』 

営業部 課長心得 平野 嵩之 
 

7 月以降、新型コロナウイルスの感染者数が爆発的な

勢いで増加している。 

感染対策と自己免疫力を高めて、コロナウイルスに負

けないようにしなければならない。 

また、最近温浴施設での「レジオネラ症」発症のニュ

ースが相次いで報道されていたので、調べてみました。 

このレジオネラ属菌は、川や湖、温泉、土壌に生息す

る常在菌である。エアロゾルや粉塵を吸い込んだりする

ことで発症し、人から人への感染はない。加湿器や循環

式浴槽などで増殖するため、定期的な清掃作業が必要で

ある。また、土壌中の菌を吸い込まないようにマスクを

つけて予防することも大切だ。 

レジオネラ症の症状は、発熱、肺炎、せき、呼吸困難、

意識障害、下痢、多臓器不全、腹痛があり、免疫力が低

下した高齢者ほど死亡率が上昇する。 

国立感染症研究所が、レジオネラ症患者を産業分類し

たデータによると、建設業が 9.2％でトップという結果

になった。この結果を見ると、土壌中のレジオネラ属菌

が感染源ではないかと推測できる。土埃を吸う現場では、

新型コロナウイルスだけでなく、レジオネラ属菌にも留

意する必要があるということだ。 

建設現場では今、高齢化が進んでいる。高齢者を守る

ため、土壌中のレジオネラ属菌の安全対策も講じていか

なければならないだろう。ご安全に！ 
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「あなたの健康があってこそ 
笑顔があふれる健康職場」 

重 点 施 策 

９月安全重点目標 

『令和4年度 全国労働衛生週間』 
 
今月は全国労働衛生週間（10月1日から10月7日

まで）の実効を上げるため、９月１日から９月 30 日

までは準備期間です。厚生労働省、中央労働災害防止

協会の主唱により毎年実施されており、今年で 73 回

目になります。 

 

 

 

今年度は、上記をスローガンとして展開されます。

事業場における労働衛生意識の高揚を図るとともに、

自主的な労働衛生管理活動の一層の促進を図りまし

ょう。 

≪全国労働衛生週間 準備期間に実施する事項≫ 

日常の労働衛生活動の総点検は下記の事項です。 

Ａ．重点事項 (※詳細は厚生労働省「令和 4 年度全

国労働衛生週間実施要綱参照) 

 １．過重労働による健康障害防止のための総合対策

に関する事項 

 ２．「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

等に基づくメンタルヘルス対策の推進に関す

る事項 

 ３．新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた

取組の推進に関する事項 

 ４．転倒・腰痛災害の予防及び「高年齢労働者の安

全と健康確保のためのガイドライン」に基づく

健康づくりの推進に関する事項 

 ５．化学物質による健康障害防止対策に関する事項 

 ６．石綿による健康障害防止対策に関する事項 

 ７．「職場における受動喫煙防止のためのガイドラ

イン」に基づく受動喫煙防止対策に関する事項 

８．「事業場における治療と仕事の両立支援のため

のガイドライン」に基づく治療と仕事の両立支

援対策の推進に関する事項 

９．「職場における腰痛予防対策指針」に基づく腰

痛の予防対策の推進に関する事項 

10．「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に

基づく熱中症予防対策の推進に関する事項 

11．「テレワークの適切な導入及び実施の推進のた

めのガイドライン」に基づく労働者の作業環境、

健康確保等の推進に関する事項 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の

観点から、いわゆる“三つの密”（①密閉空間（換気

の悪い密閉空間である）、②密集空間（多くの人が密

集している）、③密接空間（お互いに手を伸ばしたら

届く距離での会話や発声が行われる）を避けること

を徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと、全国労働

衛生週間を実施してください。 

ご安全に！ 建築部 

 

◆事務局からのお知らせ◆ 

 

 
■○STOP！熱中症クールワークキャンペーン 

期 間：令和４年５月～９月（重点取組期間７月） 

   昨年に続き、熱中症と 

新型コロナ対策が必要 

となります。 

日々の健康管理に 

努めましょう。 
 
■ 2022年全国労働衛生週間 

期  間：令和4年 10月 1日～10月  7日 

準備期間：令和4年  9月 1日～ 9月 30日 

ｽﾛｰｶﾞﾝ ：「あなたの健康があってこそ 

        笑顔があふれる健康職場」 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
■令和４年度「京都ゼロ災3か月運動」 

期 間：令和3年7月1日～9月30日 
 
■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9月8日(木) 13:00～16:00 

場 所：①上野金属工業㈱南工場新築工事 

    ②京都配電EC改修工事 

協力会：㈱城東鉄筋・㈱タカダ・河原建設工業㈱ 

（新型コロナウィルス予防対策により現地集合） 
 
■第58回京都府建設業労働災害防止大会 

日 時：令和4年11月11日(金) 予定 

場 所：ロームシアター京都サウスホール 

 


