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株式会社 早野組  H28 黒川第五砂防堰堤工事 

（ 工期：平成 29 年 02 月 25 日 ～ 令和元年 11 月 20 日 ） 
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キーワード「工事用道路」「注意喚起」「危険予測」 

1. はじめに 

 本工事は山梨県北杜市白州町上教来石地先に砂防堰堤の構築と、そこに至る工事用道路の一部法面

崩落個所を安定化させる工事である。堰堤施工箇所は長野県との県境に位置し、国道20号から約14km、

狭小で凹凸の激しい町道・工事用道路の走行を要し、標高約 1,300m の山間僻地の狭隘な渓谷で、その

周辺は重荒廃地域となっている。法面崩落個所は、堰堤施工部の約 2km 手前で、幅 4ｍの工事用道路

の右手にある最大垂直高約 60m の法面を安定化させるものである。また、工事用道路をはさみ、反対

側は高さ数 100m の崖となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 工事概要 

    砂防堰堤 ： 砂防土工   残土処理工      23,400m3 

法面工    法面吹付工      297m2 

鋼製堰堤工  鋼製堰堤本体工    7,012m3 

仮設工    工事用道路工、他   1 式 

法面処理 ： 砂防土工   掘削工 (RCM 工法)      4,610m3 

法面工    吹付工        2,556m2 

構造物撤去工 構造物撤去工、他   1 式 

仮設工    アンカー設置工    1 式 

山梨県 

長野県 

国道 20 号 

釜無川 

黒川 

堰堤施工箇所 

法面施工箇所 

堰堤施工箇所 法面施工箇所 

工事用道路 

～ 施工箇所位置図 ～ ～ 施工箇所位置詳細図 ～ 
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3. 安全対策 

  3-1 工事用道路中の危険個所調査とハザードマップ（被害予測地図）の作成 

全ての作業開始前に、本工事の一番の懸念材料である工事用道路の危険個所の調査を行った。現

場事務所から 12km、40 分を所要時間とする「落石」・「路肩からの転落」の危険性が高い道路である。  

作業所方針『安全は全てに優先する』のもと、工事用道路での災害発生を防ぐ事が無事故・無災害の

達成には不可欠だと考え、この調査結果をもとにハザードマップを作成し、作業従事者に対しては

新規入場者教育や教育訓練時に、新規の材料搬入業者にはその初日に教育を行った。「これから赴く

場所は非常に危険が高い場所である」事を十分認識して頂く様、取り組みを継続した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 UAV による 3次元データを活用した現地把握 

それぞれの施工箇所の現地調査に際し、危険要素の抽出を目的とし、UAV を用いて空撮を行った。

これにより得た空撮写真から点群データを作成し、現地での目視確認が困難な箇所の凹凸や落下し

そうな転石の有無等、細部の現地確認を複数人で行い、抽出した危険要素を作業従事者に周知し事

故・災害の発生防止に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3 工事用道路の注意喚起 

狭小で凹凸の激しい本工事用道路は「見通しの悪い箇所」「（冬季は）凍結する箇所」も点在する。

運転中は体が常に上下動を繰り返す中、先の尖った石をタイヤで踏まない様に集中していると、つ

い前方への意識が薄れる事も懸念される。この為、至る箇所に「のぼり旗」を設置し対向車へ対する

～ 釜無川工事用道路ハザードマップ ～ ～ 教育訓練による指導 ～ 

～点群データを用いた危険個所抽出 ～ ～ 現地の点群データ ～ 
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注意喚起を行った。ただ「対向車注意」では対象者の心に響かないと考え、「対向車来るかも」とい

う不安を煽り、意識が前方に向く様工夫した。 

当作業所は竣工までに 1,900 台弱の生コン車が往来したが、車両事故の発生は無かった。これら

の注意喚起と共に、「～～だろう運転」の危険性を指導・教育の継続が実を結んだと感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-4 現場における迅速な連絡体制の確保 

本工事の作業箇所は携帯電話の使用が不可能である。有事の際の現場から外部への連絡や、急な

気象の変化の連絡等、作業従事者の安全を確保する為に安定した連絡手段の確保は必須事項と考え、

現場の休憩所に衛星電話と、それを常時受信可能とさせるソーラーシステムの設置を行った。休憩

所の設置場所は、事前に衛星電話の受信状況を調査したうえで、良好な箇所を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの体制を整えたことで工事期間中、強い雨雲の接近を現場へ知らせることが数回行えた。

危険リスクの低減に繋がったと考えている。 

 

3-5 休憩所への非常食の常備 

本工事で使用する工事用道路は、大雨等による土砂崩落で通行が寸断される現象が過去幾度も発

生している。台風の様に予想進路から事前に予測可能なものについては作業中止措置等の対応がと

れるが、夏のゲリラ豪雨等の気象の急変により道路が寸断され、作業従事者が現場に取り残されて

しまうケースを事前に想定した。そこで、休憩所に非常食及び飲料水を常備し、作業従事者に周知し

～ 衛星電話の設置と緊急時連絡表の掲示 ～ ～ ソーラーシステムの設置 ～ 

～ 注意喚起（対向車） ～ ～ 注意喚起（スリップ） ～ 
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た。食量・水は作業員 8名が取り残されたと想定し、被災当日・救助が行われるであろう翌日・予備

日として翌々日の 3日間分とし、飲料水は 2ℓを 120 本常備した。 

結果として、これらが使われる事は無かったが、当作業所で従事される方々に安心感は与え、作業

環境の改善に繋がったと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-6 季節に応じた安全措置 

本工事は 3年に渡る長期間の工事であった。春は融解に伴う法面からの落石、夏はゲリラ豪雨や

土石流、秋は台風や落葉による車両のスリップ、冬は火災や凍結によるスリップ等、季節により危

険要素は変化していく。 

これらに対応する為、季節毎に危険要素を抽出し、それに応じた安全への取り組みを行った。 

 

 

 

4. まとめ 

自然条件が厳しい本工事では、その危険度を関係者に周知させる為の事前調査に多くの時間を割き、

慎重に行った。当初は「危険な場所での作業」を認識していても、無事が続けばその認識が薄れてい

くのが人間である為、「これまでの無事は次の一瞬を約束しない」という言葉で指導を続けた。 

私自身が今後巡り合う現場においても危険を先取りし、工夫・努力を積み重ね、建設業に従事する

方が安心して働ける環境づくりを続けていく。 

～ 非常食・飲料水の常備 ～ ～ 非常食 ～ 

～ 土石流想定避難訓練 ～ ～ 落葉による発電機からの火災防止 ～ 
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湯澤工業株式会社 H31小武川
こ む か わ

崩壊地
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現場代理人 ○広瀬
ひ ろ せ

 寿樹
と し き

 

監理技術者 

キーワード「測量時の墜落災害の防止対策」「落石防止対策」「作業員の安全対策」 

1．はじめに                                        

1 本工事の施工箇所は、釜無川右支流小武川の上流域で標高 1200m に位置する崩壊斜面です。施工斜面直

下には、地蔵岳・観音岳・薬師岳からなる鳳凰三山に通じる登山道があり、登山シーズンになると多くの

登山者が通行します。 

施工箇所は急斜面な法面で、落石や崩壊の恐れがある為、斜面対策工として、法面整形工・法枠工・鉄

筋挿入工を実施し斜面崩壊を抑制する事で、第三者の人命、土石流の発生を防止する目的の工事です。ま

た、現場に通じる林道小武川線は暗くなると多くの動物が道路に出没します。そのため動物等の移動時に

よる落石等の危険性もあります。冬季には落ち葉や路面凍結によるスリップ事故の危険性が高い場所で通

勤時も気を抜けません｡ 

 

2．工事概要（主たる工種） 

工事場所  ： 山梨県韮崎市清哲町青木地先 

工  期  ： 令和元年 6 月 12 日～令和 2年 1 月 27 日 

工事内容 

1)法面整形工  一式     2)法枠工    一式                   

3)鉄筋挿入工  一式     4)仮設工    一式 

 

    

 

H31 小武川崩壊地対策工事 

6



3. 測量時の墜落災害の防止対策 

○レーザースキャナーによる測量（ICT 活用施工） 

施工箇所は土砂崩落による崩壊地で、起工測量時の斜面は凹凸や不安定土塊が堆積しており転石などに

よる飛来落下事故、ロープ作業時の墜落転落災害の防止が必要となります。 

また、作業員の労力の負担や人的災害の減少を考え、レーザースキャナーを用いた施工数量の計測を行い

ました。レーザースキャナーで計測したデータを解析し表面積の計測を行い数量の算出を行いました。 

収集したデータを短時間で PC に取り込み点群ができ、作業員が法面の測定箇所に行くことなく計測が可

能なため､墜落転落災害の危険も無くなり安全に測量することができます。 

当現場では、起工測量・法面整形完了・モルタル吹付け完了時の面積確認及び､法枠延長の出来形確認

をレーザースキャナーにて計測し、いずれも現地実測は行いません。 

        

 

4.落石･墜落防止対策 

4－1 落石防止対策 

○モノレール駅・乗車中の安全対策 

モノレール始点駅やモノレールルート付近の斜面は急斜面で､落石等があった場合モノレール利用者

に危険をおよぼす可能性があり､鹿や猿等の移動時におこる落石は何処に落ちてくるか予想ができない

ため､立ち木とロープを利用し､ポケット状の落石防止ネットの設置を行いました。モノレール使用中に

は､落石等はありませんでしたが､降雨後の点検時には何個かネットに止まっていましたので、効果があ

ったと思います。 

    

○移動中の安全対策 

  モノレール終点駅から施工箇所までは沢内に階段と足場板を併用した通路を設けました。通路の下部

は一部施工範囲になるため作業員が通行した際に振動や何らかの要因で落石や資機材等が落下する危

険があるため落石防止ネットを足場通路の左右に設置するとともに､沢の途中にもネットを張り 2 重 3

重の対策を行いました｡ 

レーザースキャナーによる計測 

落石防止ネット

三角網作成図 
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○施工範囲上部の安全対策 

施工箇所は法面の中腹に位置し、上部からの崩壊はありません｡しかし上部の地山表面には転石が多

く見られます。現場周辺には鹿や猿等の野生動物が生息しています。これらの動物が移動した際に落石

が想定されたため､作業前に不安定な浮石等を撤去しました。また施工箇所上部に作業用通路を設け通

路の左右にネットの設置を行い、落石及び野生動物が法肩に侵入できないよう対策をおこないました｡ 

   

 

    

4－2 墜落防止対策 

施工箇所上部には、モノレールと徒歩で移動します。終点駅から作業員の安全通路を確保するための

仮設通路は､作業の支障にならい施工箇所上部に設置しました。設置箇所は､自然斜面で起状も激しく勾

配もきつい箇所に設置するため手摺一体型でステップ角度が自由に変えられるアルミ製のらくらくタ

ラップを使用しました｡ 

5.登山者の安全対策 

  施工ヤード直下は登山道になっており、5月から11月の登山シーズンには多くの登山者が通行します。 

登山道迂回路の整備後は、近隣の山小屋に工事説明及び迂回路の利用をお願いしました。 

迂回路の入口には登山者が迷うことの無いよう迂回路看板･注意喚起のぼり旗･路肩等の立入禁止サイ

ドポール･トラロープ等で明示し、トークナビの設置を行い登山者等の通行人の皆様にご協力をお願い

しました｡また､工事用道路やモノレールルートとの隣接箇所にはオレンジネットを設け登山者と工事

用車両が接触しないよう防止対策をはかりました｡ 

登山道迂回路の途中に工事説明書や進捗写真、青木鉱泉からのバスや市内の駅からの電車時刻表の掲

示を行い、仮設トイレも自由に使用してもらいました｡また、沢水を利用し手洗いやタオル等の冷やし

に利用してもらいました｡ 

      

山小屋に工事･迂回路説明 迂回路掲示・ﾄｰｸﾅﾋﾞ 登山者向け掲示板･隣接箇所ﾈｯﾄ設置

作業通路･沢内の落石防止ネットの設置 

山頂通路の落石防止ネットの設置 
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6.作業員の安全対策 

6－1 クマ対策 

今年は現場より約 4km下流側の小武川林道と御座石林道交差点のゲート付近でクマの目撃情報があり

ました。現場付近ではクマの目撃情報はありませんが､出張所管内でもクマの出没を聞いていましたの

で、現場でも出没してもおかしくありません。クマ避けには火薬の匂いが効くとの情報が有り当現場で

は、作業前に人間の存在がわかるようにおもちゃのピストルと競技用（ファースト信号器）の紙雷管を

使用した爆発音を出してから作業を開始するようにしました。また、モノレールのエンジン音ではクマ

が逃げないと情報がありましたので､モノレールの前列にクマ撃退スプレーを携帯し万が一に備えまし

た｡ 

6－2 毒虫対策 

山中では、ヘビ･蜂･毒虫なども生息しているため、作業中に負傷する可能性がありましたので緊急事

態に備え毒吸引器(ポイズンリムバー)と救急箱を常備しました｡ 

6－3 熱中症対策 

当現場の法面は日差しも強く、木陰も無いため、熱中症が懸念されました。現場では常に携帯型黒球

式の熱中症計を携帯し作業員の体調管理を行いました。作業員がいつでも休憩ができるようテントを設

け、塩分補給用に塩飴・タブレット・瞬間冷却パック等を完備し､ク-ラ-ボックス内に保冷剤・経口補

水液・スポーツドリンクを常備し熱中症対策を行いました。 

    

     

    

 

7.おわりに 

現在、現場は法枠工が完了して施工法面からの落石の危険は軽減されましたが、法面工事の危険因子

は多く存在しています。小さな危険の芽を取り除き、今後も安全意識を高め、安全第一に務めます｡ 

よろしくお願い申し上げます｡ 

毒の吸出し器･クマ対策
クマ撃退スプレー 

救急箱セット 

熱中症対策セット

携帯型黒球式熱中症計・対策セット 
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Ｈ３０夜子沢砂防堰堤改築工事における安全対策について
よな ご ざわ さ ぼうえんていかいちくこう じ あんぜんたいさく

植野興業株式会社 Ｈ３０夜子沢砂防堰堤改築工事
うえ の こうぎようかぶしきがいしや よな ご ざわ さ ぼうえんていかいちくこう じ

(工期：平成３０年６月～令和元年５月)

現場代理人 ○ 茂木 信人
も ぎ のぶひと

監理技術者 茂木 信人

現 場 担 当 植野 正保

キーワード：「ケーブルクレーン作業の安全対策」、｢土石流対策｣

１．はじめに

夜子沢は、南巨摩郡早川町の荒廃した支川の一つであり、春木川へと合流します。平成 23 年の台

風 12 号や 15 号では春木川合流直上流では土石流が氾濫した経緯もありました。夜子沢砂防堰堤は、

春木川の支川である夜子沢に位置し、堤高 15.5m を

有する不透過型砂防堰堤です。施工箇所の地形は元

河床勾配が 1/4.2 と急なところであり、なおかつ川幅

が狭く両岸が切り立った急峻な場所であるため、ケ

ーブルクレーン作業や地形的条件を考慮した安全対

策を行いました。

写真-1「土石流により流出した堰堤の一部」

１．１ 工事概要

工 事 名：Ｈ３０夜子沢砂防堰堤改築工事

工事場所：山梨県南巨摩郡早川町赤沢地先

工 期：平成 30年 6月 6日 ～ 令和元年 5月 31日

工事内容：砂防土工 1式

コンクリート堰堤工 1式

コンクリート堰堤本体工 V=1,004m3

コンクリート副堰堤工 V=1,227m3

間詰工 1式

構造物撤去工 1式

仮設工 1式
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図-1「施工位置図」

写真-2「本堰堤および副堰堤完成」

２．ケーブルクレーン作業の安全対策

本工事では索道(つり上げ荷重 2.95t)3 基を使用し資機材の運搬を行いました。ケーブルクレーンは

本工事の生命線となりますが、タワーの倒壊、ワイヤーの摩耗による切断、誤操作等事故の発生要因

が多いため、当現場での重点安全対策事項としました。

本索を跨ぐ形で副ケーブルを設置するため、副ケーブルの弛みによるケーブル同士の摩耗を考慮し

副ケーブルの設置をしました。本索操作室から本堤までの水平距離は 220m、高低差が 68 ｍあるため

操作室から吊り荷が直視できるよう支障木の伐採を行い視認性を確保しました。

ケーブルクレーン設置後に作業に従事する者を集め特別教育を受講し、緊急時に誰でも操作ができ

るようにするため、資格の取得を行いました。

施工箇所

春木川

早川

副堰堤

本堰堤
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写真-3「ケーブルクレーンを使用した資材運搬状況」 写真-4「クレーン特別教育実施状況」

コンクリート打設時は本索および副索同時のクレーン作業となるため無線機の混信防止、また山間

部のため電波の送受信環境を考慮し、通話制に優れたデジタル簡易無線機を使用しオペレータと合図

マンとの連絡方法を確保しました。主索操作盤にはデジタル距離計を装備し、吊り荷の到達距離と副

堤・本堤までの距離をオペレータが把握出来るようにし、安全性、操作性を高めました。

日々の点検方法としては、操作員が工事開始前と昼休み後に始業前点検を実施しました。不良箇所

の早期発見と整備の実施により機械トラブルなく作業を行うことが出来ました。

３．土石流対策について

平成 23年の台風による土石流災害を教訓に本工事の対策を計画・実施しました。

施工箇所は本堤上流部から副堰堤にかけ急激に川幅が狭くなるため、より土石流のエネルギーが増大

する傾向になることが予想されました。土石流安全対策として土石流センサーの設置、安全教育（夜

子沢地区の過去の土石流の被害と土石流の理解）および避難訓練を中心に実施しました。

３．１土石流センサーの設置

1）土石流感知ワイヤーは本堤および副堰堤での作業員の待避時間（約３分）を考慮し、本堤上

流 1,000ｍの場所に設置しました。

2）施工箇所が本堤と副堰堤の 2 箇所となるため、作業員が警報音を確実に認識できるよう本堤、

副堰堤の各々に警報装置を設置しました。

3）重機のオペレーターは重機作業中は騒音で警報音を確認しづらいため、各々の重機に車内警

告灯を取り付け土石流発生時の待避遅延に対応しました。
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写真-5「警報装置（本堤部）」 写真-6「警報装置（BH内部）」

３．２．安全教育（夜子沢地区の過去の土石流の被害と土石流の理解）と避難訓練

平成 30 年 9 月度の安全教育として現場作業員に対し土石流に関する勉強会を実施しました。土石

流（山津波、岩屑流）の発生と特徴、平成 23 年 9月台風 12 号の豪雨による土石流の被害について認

識を深め、最後に避難訓練を実施しました。訓練ということであまり緊張感がありませんでしたが万

が一の時に備えたよい機会となりました。

写真-7「避難訓練の実施状況」

５．おわりに

本工事は令和元年 5月に無事竣工を迎えました。

無事故で工事が竣工できたことは国土交通省富士川砂防事務所、早川出張所およびに早川安全協議会

のご指導、また協力業者の積極的な災害防止意識、行動によるものでした。この場を借り深く感謝申

し上げます。
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         しろこうちこうじようどうろのりめんたいさくこうじ      あんぜんたいさく 

H30 白河内工事用道路法面対策工事における安全対策について 

                         

ラ イ ト 工 業 株 式 会 社 

                   ながた りゅうたろう  

現場代理人   長田 龍太郎    

キーワード：｢地山の崩壊災害｣「落石対策」 

 

 

1 はじめに 

H30 白河内工事用道路法面対策工事(以降、本工事)は、日本三大急流河川であります富士川を形成

する河川の 1 つ早川の西山ダム上流側に流れ込む白河内川の砂防事業の一環であり、本体工事のため

に早川の右岸側に奈良田橋上流側から建設される工事用道路の安全性の向上及び法面保護を目的とし、

不安定土塊を掘削、除去し、落石防護柵工、及び鉄筋挿入工を施工する工事です。 

本工事の法面はフォッサマグナに近いこともあり、全体的に節理や断層が多く存在しており、崩れ

やすく、いたるところで崩壊を起こし、急斜面を形成している地形になっております。 

本工事においては、掘削工が終了し、大規模崩壊による危険はほぼ無くなった状態とは言えますが、

未だ法面保護が道半ばであり、最後まで気を引き締めて施工していく所存です。 

 

2 工事概要 

 工 事 名 ： H30 白河内工事用道路法面対策工事 

 工  期 ： 平成 30 年 7 月 24 日～平成 31 年 12 月 25 日 

 工事場所 ： 山梨県南巨摩郡早川町奈良田地内 

 工事内容 ： 法面対策工事 

         砂防土工･････････････････････････････7280 ㎥ 

         鉄筋挿入工‥‥･･･････････････････････1797ｍ 

         山腹水路工‥‥‥‥‥‥･･････････････‥228ｍ 

         落石防護柵工････････････‥‥‥‥‥････122ｍ 

         仮設工･･････････････････････････････････1 式 

         

3 地山の崩壊災害に対する安全対策 

法面工事の大きな目的の一つとして、法面の崩壊を防止するということがあります。崩壊自体は施

工して完成したインフラにより防ぐことができるものであり、施工中において防ぐことは不可能であ

ります。また法面工事は前述の目的があるため、そこに人や物を入れないということもできません。 

そこで、少なくとも人的災害を起こさないためには、崩壊が予想される部分を人が近づくことなく

除去するということを達成しなければなりません。 
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よって、本工事においては、遠隔操作のロッククライミングマシーン（以降、RCM）を導入し、地山

崩壊の可能性がほぼ無くなるまで掘削を行いました。 

 

4 遠隔操作型 RCM について 

本工事の施工範囲においては、軟岩が突起状に大きく張り出した形状をしており、かつ上部には大

きな亀裂があり、さらに突出している部分にも小規模な亀裂が入っているという崩壊が予想される部

分が存在しました。法面の安全性を確保する都合上、切土が必須事項でありますが、挙動を目視でし

か判断できないうえ、直接地山を痛める掘削を人力で行うと巻き込まれる危険性があり、通常の掘削

機械も急斜面で土砂が少なく、進入ができないという問題点がありました。そこで本工事では、遠隔

操作型の RCM を使用しました。 

RCM は 2 本のワイヤーで吊り下げられたバックホウであり、本体に取り付けられたワイヤードラム

を巻いたり、緩めたりすることにより、勾配 80 度以下の法面であれば上下に移動できます。またキャ

ビン部分は水平が取れるようにキャタピラのついたベースが稼働するので、通常の機械掘削と同様に

ブームを動かすことが可能な機械です。 

しかしながら、オペレーターが搭乗するタイプを用いると、バックホウごと崩壊に巻き込まれ、オ

ペレータが被災する恐れがあることから遠隔操作型を使用しました。これにより少し離れた個所から

リモコンにより無線操作ができるため、オペレーターが掘削中に崩壊が予想される部分に立ち入らず、

掘削することができました。 

 

写真 1：遠隔操作型 RCM による掘削状況 

 

5 落石による飛来落下災害に対する安全対策 

本工事の法面は山全体で言うならば下方に位置しており、施工範囲上方にも法面が続いている立地

条件にあります。また、上方の法面はいくつかの沢筋を有しており、大雨の際には、常時流れている

沢水がオーバーフローし、普段水が流れていない施工範囲につながる沢にも水が流れてくる条件下に

あります。このような状況下なので、沢部にはこぶし大の石がたまっており、野生動物が通過すると

石が施工法面上に振ってくる状況にありました。 

本工事の施工法面は掘削対象部分において岩の強度がまちまちであり、非常に硬い部分は残し、そ
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れ以外の岩は安定勾配にて掘削を行う 2 面作戦にて不安定土塊を除去しております。それゆえ、施工

法面には凹凸があり、表面には浮石も存在します。法面作業においては、親綱、ライフラインを装備

したうえで、人間が法面上で作業する必要があり、親綱等が地山に擦れると、浮石が作業員に落ちて

くる状況化にもありました。 

よって本工事においては施工法面上方からの落石についてはオレンジネットの防護柵にて、施工法

面上の浮石については部分的にエクシードネットを先行張りすることにより対策を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

              施工法面上方の沢の分布 

 

       上方の沢内部            掘削完了後の起伏状況 

 

6 オレンジネットの防護柵について 

本工事開始当初においては、本工事に含まれる落石防護柵(イージーネット)を先行して施工するこ

とにより上方からの落石対策としようと計画しておりましたが、イージーネット設置予定箇所付近の

地山状態が悪く、掘削によりその部分の土塊を除去し、鉄筋挿入工による保護がなければ安全が担保

できない状態であると結論付けたため、施工法面上部の地形及び用地境界を考慮した結果、イージー

ネットを鉄筋挿入工施工箇所上に一部通さねばならず、先行施工を断念しました。 

そこで、高さ 2m の柵を単管パイプにて、鉄筋挿入工施工エリア法肩に設け、簡易の落石防護柵を鉄

筋挿入工に先立ち設置を行いました。地山から単管の間は基本的にオレンジネットを張り、落石を防

護しているがネット地山のすり抜け及び大きめの石が落ちた際の防護として、足場板による巾木も併

設しました。なお、沢が深めになっている場所などは巾木を 2 重にする工夫もしています。さらに、
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法肩付近においての親綱の擦れの防護も兼ねています。 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

当初イージーネット予定箇所         オレンジネット設置状況 

 

7 ネット先行張りについて 

 親綱の擦れによる落石は、親綱により動きに制限が出ている人間の直上で発生するため、回避は困

難です。よって本工事では親綱がすれる可能性のある凸部にまで先行してネットを張り、親綱が当た

っても浮石が発生しない処置を取りました。これにより親綱がネット越しに浮石に当たっても、ネッ

トにより拘束されているため、落石が発生せず、かつ親綱がネットの上を滑るように設置するため、

擦れによる親綱へのダメージを避けることができます。 

 6,7 の対策により現況、落石による災害が起きることなく施工できています。 

          

先行張りしたネット下部の施工状況 

7 おわりに 

以上、本工事における安全対策を地山の崩壊災害及び落石対策をテーマに発表させていただきまし

た。上記事項は災害防止の 1 要素であり、ほかにも危険な要素が多々含まれているのが現場です。こ

れから終盤戦を迎えますが、皆で再度気を引き締め、無事故で終えたいと思います。 

最後に、富士川砂防事務所の皆様、また、富士川砂防工事安全対策協議会早川支部の皆様にこれか

らも御指導、御鞭撻をお願い申し上げ、安全対策の発表とさせていただきます。 

崩落危険個所 

当初イージーネット予定箇所 

親綱の擦れ

発生個所 

作業個所 
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調査
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における安全
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対策
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について 
 

株式会社 建設
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技術
ぎじゅつ

研究所
けんきゅうしょ

 

主任技術者 原
はら

 大輔
だいすけ

 

 

キーワード：「一体となった活動」、「危険予知活動」、「情報共有」 

 

１．はじめに 

労働災害は企業経営に深刻なダメージを与えるリスク要因である。当社では、「安全は企業活動の

前提である」という安全方針のもと、労働災害未然防止の重要性を認識し、労働災害「ゼロ」に向

けた安全活動を実施している。ここでは、当社の掲げる安全方針に沿って実施している地質調査実

施上のいくつかの取り組みについて紹介する。 

２．業務の概要と安全管理上の取り組み 

2.1 業務概要 

当社では、富士川砂防事務所管内で整備される砂防堰堤・工事用道路等に係わる改築、新設等に

必要な地質情報を得るための地質調査業務（表１参照）を受託・実施中である。 

表１ 地質調査業務 

業務名 対象地域 工期 主な調査数量 

Ｒ１早川流域砂防施設地質調査業務 早川流域 
2019/09/26 ～

2020/02/28 

電気探査 0.3km 

調査ボーリング 25 孔 

Ｒ１釜無川流域砂防施設地質調査業務 釜無川流域 
2019/09/26 ～

2020/02/28 
調査ボーリング 25 孔 

Ｒ１富士川砂防管内砂防施設地質調査業務 
釜無川流域 

早川流域 

2019/10/02 ～

2020/02/28 
調査ボーリング 30 孔 

業務対象である調査地域は、急峻な山岳地形となっている

南アルプス山脈を流下する釜無川流域と早川流域に点在して

いる（図１参照）。地質調査業務の主たる内容は、調査ボーリ

ングを主体としているが、調査地点が点在しているため、調

査地点毎に安全上特に留意すべき事項も様々である。 

2.2 安全管理上の取り組み 

安全管理は、実施する内容・作業手順をふまえた上で、①

現地条件を整理し、②作業上の安全リスクの抽出（危険予知）

し、③安全対策を立案・実施する、といったリスクマネジメ

ント手法に基づき対応することを基本としている。 

なお、安全管理では、安全意識の向上等含め業務関係者間

で一体となった取り組みが重要であることから、「地質調査 

合同安全連絡協議会」を立ち上げ、関係者間で安全管理の情

報共有を図っている。 

 

凡 例 
赤：Ｒ１早川流域砂防施設地質調査業務 
青：Ｒ１釜無川流域砂防施設地質調査業務 
緑：Ｒ１富士川砂防管内砂防施設地質調査業務 
①～③：安全管理の取り組み紹介地点 

図１ 地質調査業務実施箇所 

①～③は取り組み紹介地点 

18

kt700358
長方形



2 
 

３．取り組んでいる具体的な安全対策例 

以下に、これまでに取り組んでいる安全対策例について示す。 

3.1 丸山林道利用時の危険予知と安全管理 

早川上流域の荒川工事用道路の地質調査に際して、調査地点

の気象条件（12 月以降積雪の可能性）より、11 月中に現地調査

を終了させる必要性があった。 

今年は台風 19 号等による豪雨災害が発生したが、その影響に

より早川沿いの県道 37 号（南アルプス街道）の通行止めが生じ、

早川上流部の荒川工事用道路へは丸山林道を利用する必要が生

じた。 

丸山林道は、急峻な山地斜面に位置している道幅の狭い一車

線林道で、落石や法肩の崩壊等、移動時の安全リスクが多く存

在する。具体の調査を開始するにあたっては、事前に林道の道

路状況を調査し、図２に示す危険箇所ロードマップを作成した 

上で、合同安全連絡協議会関係者間で情報共有を図った。また、実際の運用では、助手席者が車両

運転者に危険箇所のナビゲートを行うことで、安全を意識した移動を心がけた。 

また、県道 37 号の通行止め期間は、地域住民の方々の生活用道路としての利用もあったことか

ら交通ルールの遵守はもとより、地元車両優先の原則に基づく運転を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 丸山林道利用時の危険箇所ロードマップ 

3.2 荒川工事用道路物理探査における安全活動の取り組み 

荒川工事用道路調査地点では、工事用道路の延伸部における地質状況を確認するため物理探査（電

気探査）を実施した。物理探査における主な現地作業は、測線測量、測線上への検出器（ピックア

ップ）の設置、観測作業からなる。写真に示すように当該地は急崖の存在する斜面であり、斜面崩

壊が頻繁に発生しているような現地条件である。 

地質調査 合同安全連絡協議会 
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調査に先立って、調査範囲周辺の現地踏査を実施し、図３に示す作業エリア危険度ゾーン区分図

を作成し、情報を共有して調査を実施することで危険に備えた対応を図った。 

 

 

 

 

 

 

 

荒川工事用道路調査地点の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 荒川調査地点における作業エリア危険度ゾーン区分図 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理探査作業の状況 

急峻で落石の多い斜面であるが、
落石の状況に着目すると、コケの
生したもの（長期安定）から比較
的新しいもの（最近発生）が存在
している事が分かる。 
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3.3 初鹿島における斜面状況の巡視と情報共有（試行的な取り組み） 

早川流域の初鹿島調査地点では、調査箇所背面斜面が急崖となっており、調査前に斜面状況を確

認した結果、落石を発生させる恐れのある転石が斜面に点在し、斜面状況を監視しながら作業の安

全を確保する必要があると判断した。 

ボーリング足場の仮設等を実施する際には、危険度の高い転石等は除去する対応を図ったが、斜

面状況の変化の有無を把握するため、可搬式カメラを用いた取り組みを試行したので紹介する。 

本カメラでは、携帯電話回線によって WEB 上に画像がリアルタ

イムでアップされ、アドレス/パスワードを用いることで、イン

ターネット環境が有れば状況を確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

初鹿島地質調査地点の状況           可搬式カメラの設置状況 

今回の試行では、河川水位を監視する目的で開発した機材を用いて、斜面上状況を把握するため

に活用した。WEB 監視では、担当部室安全責任者（部長）だけでなく、当社技術統括部の安全管理

マネージャが１時間毎に状況を確認し、斜面状況に変化があった場合には現地へ連絡する手順で運

用している。試行的な取り組みではあるが、作業員の安全意識に関してもヒアリングの結果、見ら

れることによる意識の向上等、副次的な効果も得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

可搬式カメラの WEB 画像 

４．おわりに 

本報告では、地質調査業務における安全管理活動の事例について紹介した。安全活動に関する取

り組みには、KY 活動や安全対策等、様々な取り組みがあるが、「労働災害や事故といった敵」には

勝つことができない戦いである。しかしながら、勝つことはできなくても「絶対に負けてはいけな

い戦い」でもある。このことを肝に銘じ、組織一体となって安全管理に取り組むこととが重要であ

り、今後も地質調査業務における安全管理活動を継続していく所存である。 

おわりに、今回地質調査業務における安全管理の取り組みについて紹介できる機会をいただいた

富士川砂防事務所調査課のみなさまに感謝致します。 

カメラによる斜面状況の確認 

（落石の有無・倒木の状況変化） 

作業状況の確認 

ボーリング調査地点背面斜面状況が不安定 

落石となり得る転石が点在する急斜面 
←落石が点在 

←転石が点在 

←転石が点在 
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〜応募論⽂〜

22



 

 

23



24



25



26



 

H29  

  

27



  

  

28



 

 
 

 

29



 

 

20  

30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

31



 

 

 

 

 

32



 

 

 

33



 

 

 

34



35



36



37



38



　藤森
ふじもり

土木
どぼく

建設
けんせつ

株式会社
かぶしきがいしゃ

  H30洞ヶ沢砂防堰堤改築工事
どうがさわさぼうえんていかいちくこうじ

　　　 （工期：平成30年8月～令和元年9月）

　　　　現場代理人　〇五味　哲也
ごみ　てつや　

　　　　監理技術者　　片塩
かたしお

　真二
しんじ

キーワード　「土石流対策」「緊急時の対応」「野生動物対策」

１．はじめに

　　当現場は、釜無川上流域の支流洞ヶ沢における堰堤（昭和５８年竣工）を補強する改築工事です。

　コンクリート堰堤工を行うことによって崩壊の拡大を止め、土石流の停止、流出土砂量の調整の効果

　を期待する工事です。

　　当現場が整備されることにより土砂流出が抑制され、釜無川下流域の土石流災害や土砂流出に起因

　する洪水氾濫の危険性を軽減することができます。

２．工事概要

　　工事名　　H30洞ヶ沢砂防堰堤改築工事

　　工事場所　長野県諏訪郡富士見町落合地先

　　工事内容　砂防土工１式　法面工1式　コンクリート堰堤工１式　流路護岸工1式　

　　　　　　　構造物撤去工１式　砂防堰堤付属物設置工１式　仮設工１式

H30洞ヶ沢
ど う が さ わ

砂防
さ ぼ う

堰堤
えんてい

改築
か い ち く

工事
こ う じ

における安全
あんぜん

対策
た い さ く

について

平面図
平 面 図

9 9
9.

68

10
00

99
8.

89

既設堰堤堰堤

側壁水叩き

緩衝盛土

銘板
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３．土石流対策

　１)土石流センサー

　　現場は急峻な箇所にあり、現地を調査したところ山腹の地質等から砂礫型土石流の発生が考えられ

　た。土石流センサーの設置位置の選定については、避難するまでの時間的な余裕が必要なこと、発生

　を下流側で逃さないことを考え、土石流の想定速度から現場より４２０ｍ上流にワイヤーセンサーと

　送信機を設置しました。

　　土石流センサーは、上流の送信機から警報機まで、中継機を経由しなくても届くことも確認出来た

　ので、上流のワイヤーセンサーから無線で警報装置と接続するタイプを採用することりより、容易に

　設置できました。

　２)避難経路の安全確保

　　当現場では、作業場所から退避場所までが急傾斜のため、作業員の安全通路を確保するために

　NETIS登録の自在階段を作業員通路として設置しました。

　　土石流の到達時間を６０秒と想定しているので、自在階段を設置したことにより避難訓練時に

　おいても、６０秒以内で安全に早く避難ができました。

ワイヤーセンサー 受信機・警報機

避難経路の確保 昇降階段
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４．緊急時の対応

　１)応急処置道具の常備

　　当現場は、釜無川上流部であり作業員が歩行困難な緊急事態が発生した場合に、作業員を安全に搬

　送できること、応急処置が現場で行えるように緊急時に備えました。

　２)野生動物対策

　　当現場では、現場へのモノレール移動中や現場作業中に熊の目撃があった為、遭遇時に備えて熊除

　けスプレーを現場内に設置し、熊の生態を調査して熊を近づけない対策として動物が嫌う臭いの液体

　を定期的に散布しました。

　　また、モノレール移動中に熊との遭遇であった為、モノレールに熊除けスプレーを設置して対策を

　しました。

　　３)河川汚染防止対策

　　当現場は、砂防工事であり建設機械等の油類の河川流出には特に注意し、現場下流部河川にオイル

　マットを常時設置、緊急油処理ボックスも設置しました。

応急処置道具・担架 AED設置

熊除けスプレー・忌避液 熊除け忌避液散布
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５．索道操作時の安全確保

　　ケーブルクレーンによる事故防止対策

　　当現場の主な使用機械の１つとして、ケーブルクレーンが挙げられます。安全対策として下記の事

　項に取り組みました。

　　資機材の荷下ろし時は、オペレーターから状況が見えないため、誘導員により無線機で連絡を行い

　ますが、オペレーター自身も停止位置を目視確認できるように、操作室前の横行策・巻上索のワイヤ

　ーに目印をすることで、停止合図の予測ができる。目に見えることで、過巻による事故防止にも繋が

　り安全な作業が行えます。

６．おわりに

　　安全対策は、作業員が作業に対して十分理解し、周知徹底しなければ安全作業につながりません。

　元請職員は安全管理に対して、朝夕の安全指示を行うだけではなく、作業中でも危険だと感じたこと

　を現場従事者全員で確認と共有し、コミュニケーションを取り合いながら安全への意識を向上させる

　ことが大切だと思います。

　今後厳冬期となり積雪凍結等が予想されますが、現場環境を十分把握することにより無事故無災害で

　竣工出来るよう頑張ります。

ワイヤーへの目印 操作室から見える位置

現場機械オイルマット設置 緊急油処理ボックス(現場下流部)
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     Ｈ30中島
なかじま

砂防
さ ぼ う

堰堤
えんてい

改築
かいちく

工事
こ う じ

における安全
あんぜん

対策
たいさく

について 

         松本
まつもと

土建
ど け ん

株式
かぶしき

会社
かいしゃ

 Ｈ30中島
なかじま

砂防
さ ぼ う

堰堤
えんてい

改築
かいちく

工事
こ う じ

 

         （工期：平成 31 年 3 月 27 日～令和 2 年 3 月 27 日） 

現場代理人  ○輪
わ

湖
こ

 栄二
え い じ

 

監理技術者   山崎
やまざき

 祐
ゆう

輔
すけ

 

 

キーワード  「見落し」「遭遇」「起工測量」 

 

１．はじめに 

本工事は、釜無川上流に位置する昭和３８年７月に構築された中島砂防堰堤の改築工事です。本堰

堤１基、副堰堤１基で構成され、本工事では主に副堰堤の改築工事を施工しています。 

施工箇所はいずれの携帯電話も使用することができない（いわゆる圏外の）場所で、今まで携わっ

てきた現場で当たり前の様に利用してきた「インターネットを利用した気象情報の把握」や「モバイ

ル端末を利用した気象観測装置によるデータ収集」、「現場カメラの設置による遠隔地での確認」、「グ

ループウェアによる情報共有」などは論外のうえ、現場で緊急事態が発生した時の連絡手段の確保か

らスタートすることになりました。 

連絡手段は、現場事務所と現場を結ぶ複数の小型無線機と現場下流約 300ｍにある携帯電話スポッ

トにより、どうにか確保しましたが、「あーひと昔前はどこの現場でも当たり前だったよな」と感じ

ながら、当現場で実施した安全対策を記述します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．工事概要 

   砂防堰堤        

   ・砂防土工 1.0 式 ・鋼製堰堤工 1.0 式 ・構造物撤去工 18ｍ3 ・仮設工 1.0 式 

   斜面対策        

   ・砂防土工 1.0 式 ・落石雪害防止工 800ｍ2 ・仮設工 1.0 式 

副堰堤正面 

（奥に本堰堤） 

副堰堤右岸上部法面 

（写真下に副堰堤） 
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３．安全対策 

3.1 堰堤の腹付コンクリート施工中の安全対策 

 腹付工を施工するにあたり、既設副堰堤を削孔して『差筋（D25，L=1,000mm）』を設置する必要

がありましたが、差筋は型枠内（作業エリア内）に設置され、チッピングした既設堰堤や残存型枠な

どの背景と同化して見えることから、作業をする方との接触が懸念されました。そのため、リスクア

セスメントを実施して対策することにしました。 

【懸念されるリスク】 

  □差筋はプレミックスタイプの無収縮モルタルで固定することから接触した際の遊びが無く、目

や顔にあたった場合には、重大事故になる懸念がある。 

  □特にコンクリート打設中は、差筋に背を向けて作業することが予想されることから、コンクリ

ートバケットと差筋に挟まれる懸念がある。 

  □鉄筋の切断面は刃物になりうることから、皮膚を切る（切り傷）懸念がある。（恥ずかしなが

ら、過去に橋梁の耐震補強の現場で、鉄筋に触れて服を破いた経験があります。） 

【リスクに対する対応策】 

 対応策の立案にあたっては、①安全性が向 

上すること、②差筋の性能を低下させないこ 

と、③目立つこと、④設置・撤去が簡単であ 

ること、⑤コストが低く転用できること（本 

数が多いため）を重視して検討し、誰でも手 

軽に入手できる『水道管の断熱材カバー』【写 

真‐1,2】を差筋に取付ける方法を採用しました。 

 水道管の断熱材カバーは、設置前に比べて視認性が向上【写真‐3】するうえ、保温性を確保の為

の厚さ 10mm の発泡体が接触した時のクッション材となり、差筋よりも長い寸法（+17cm）で取付 

ければ柔らかい緩衝部が事前に体に当たり、事故 

を未然に防ぎます。 

予め入っている切れ目により差し引きだけで設 

置と撤去が容易にでき、様々な径の物が流通して 

いて鉄筋径に合わせたサイズのものが選定できる 

ため、テープなどによる２次的な作業が不要で効 

率的でした。また、元々屋外で使用するもので、 

雨や日光に対する耐久性が確保された材質のため、 

転用可能でコスト面でも助かりました。 

 品質面においても鉄筋の損傷を防ぎ、ゴミの付 

着によるコンクリート付着力の低下防止に効果的 

でした。 

 水道管の断熱材カバーは、灰色だったことから、 

設置前 

設置後 

〔 設置前と設置後の比較 〕 

【写真-1】 【写真-2】 

【写真-3】 
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色彩のもうひと工夫について現場の皆で相談しましたが、「十分目立つし、スプレーを撥くカバーに

色付けたりテープを巻いたりすると、手間が掛かるうえ、ゴミが散らかる可能性があるから」との結

論になりましたが、何か簡単にできる改善方法があれば探っていきたいです。 

 

3.2 クマ避け対策 

 今年度は全国的にクマの目撃情報が多く、施工場所 

の町内ではクマ出没注意の看板が多数設置され、また、 

出張所管内の工事でも目撃情報があったため、現場で 

は、野生動物との遭遇を考慮して「一人行動をしない 

」「飲食物を散らかさない」を徹底してきましたが、本 

工事でも右岸法面にクマが現れました。【写真‐4】 

よく、「人の気配がするところ」「重機の音がするとこ 

ろ」には現れないと聞きましたが、現れたクマは気配 

や音に臆することなく、しばらくその場を離れませんでした。実際にクマが現れてリスクが増大した

ことから、より具体的な対策を実施する事にしました。 

【リスクに対する対応策】 

 相手は頭脳を持ち合わせた動物であり、どの様な行動をするか予測が難しい部分がありましたが、

少しでもリスクを低減するため、①クマが現場周辺に現れない様にすること、②現場周辺に現れたク

マへの対処、③現場の全員が情報共有することの３項目に重点をおいて対策を実施しました。 

 具体的には、まず、クマが現場に現れないように周辺へ「ウルフピー（オオカミの尿）」【写真‐5】

を設置しました。オオカミの尿は縄張りを意識する動物にとって抵抗になりうるらしく、クマ対策と

して市販されているものです。その上で、クマが寄ってこない様に２種類の異なる高い音を発するこ

とができる「電子ホイッスル」を現場の全員に渡して予防しました。また、万が一クマが現れた時に

備えて、「クマ撃退スプレー」【写真‐6】を配備しました。実際にクマと対峙する状況になった場合

は冷静に対処できるか自信がないですが、安心感は増大したと思います。以上の対策を現場全員が情

報共有できるように、「現場対策配置図」【写真‐7】を作成して周知しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写真-5】 

【写真-6】 

【写真-7】 

【写真-4】 
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 どうやらクマの予防対策に効果があったらしく、幸いにもその後はクマが現れる事がありませんで

した。電子ホイッスルは休憩時に遊び感覚で使えて効果的でしたが、持ち運びでポケットに入れてお

いたはずが、時の経過と共に車に置き忘れたり紛失することもあり、今後の課題として残りました。 

 

3.3 崩壊箇所の安全対策 

 工事着手の段階で現地踏査を実施した結果、副堰堤右 

岸側が崩壊地【写真‐8】になっていて副堰堤の腹付工 

を施工するために掘削した場合、安全を確保する事が難 

しいことから斜面対策を実施することになりました。 

その測量にあたり、崩壊地は急勾配で起伏が大きく、人 

間が立入って安全に調査できるか危険度の判断が難しか 

ったことから、調査の前段階として、ドローンにより上 

空からの写真を撮影して情報を入手したところ、①作業 

中の落石に対する危険性が排除できない②測量中の作業 

足場の確保が難しい③機材の運搬が難しいとの判断に至 

りました。そのため、崩壊地に極力立入らない方法で測量を実施することにしました。 

 測量の方法としては、①ドローンによる空中写真測量 ②レーザースキャナーを用いた測量 ③ノ

ンプリズム方式のトータルステーションを用いた測量について検討しましたが、現地の問題点として、 

◆測量箇所は山間地で下の作業床からは 150ｍの高低差があり、起伏が多く激しい◆樹木により死角

になる箇所が多い◆下の作業床からは施工箇所の全てが見渡せない◆各測定機械の測量精度と費用

のバランス等々を考慮する必要がありました。 

 検討の結果、ドローンによる空中写真測量とノンプリズム方式のトータルステーションを用いた測

量を複合して実施し、求める結果を得る事ができました。 

危険性が高い斜面におけて、人が立入って情報を得るのではなく、情報通信技術を用いて人が立入

らないで情報を得られたことは大きな収穫となりました。各現場で条件の違いや改善点はありますが、

今後の類似工事において参考にしていければと思います。 

 

４．おわりに 

 今回は堰堤左岸施工途中、台風 19 号が発生しました。予測降雨を大幅に上回り河道内の仮設物が

皆流されました。現場への管理用道路も 4.3ｋｍ中、1/6 にあたる 700ｍが全壊しました。幸い、

休日であった為人災はありませんでしたが、関東を中心に広大な被害がでました。亡くなられた

方もおり心よりお悔やみ申し上げます。今後復興も続きますがわれわれ建設業界も強い国土を作

り上げていきたいと思います。 

最後になりますが、施工途中で災害が起きましたが管理用道路の復旧もあと少しとなりました。工

事完成までまだまだ時間を要しますが、発注機関の皆様には引き続きご指導のほどよろしくお願いし

ます。 

【写真-8】 
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      R1 洞ヶ沢第二砂防堰堤改築工事における安全対策について 

 

                                     

キーワード「墜落・転落災害」「交通災害」「日常管理」 

1  はじめに 

 本工事は釜無川左支川洞ヶ沢に昭和 39 年に完成した洞ヶ沢第二堰堤を改築する工事である。施工

箇所は、国道 20 号から釜無川に沿って町道及び工事用道路を経由して約5km通行する必要がある。 

工事用道路にプレキャストボックスカルバートを布設し、上下流にプレキャスト L 型擁壁及び大型ブ

ロックの設置を行い、砂防ソイルセメントにて盛土を行う工事である。また、冬季は厳しい寒さが懸

念される場所での施工である。『墜落・転落災害の防止』『通退勤時の災害防止』『日々の安全管理』

について特に留意し安全管理を行う計画である。 

工事概要 

工事場所：長野県諏訪郡富士見町落合地先 

  

       図 1.1 工事箇所             写真 1.1 着手前全景 

 

工事内容：砂防土工 1 式（法面整形 430 ㎡、路体盛土 6,000 ㎥） 

     流路護岸工 1 式 ( 作業土工 1 式、コンクリートブロック基礎49m、大型ブロック積 243m  

天端保護コンクリート 433m3)  

     擁壁工 1 式 ( プレキャスト擁壁 8m)  

     カルバート工 1 式 ( プレキャストボックス 9m 、頂版コンクリート 54m3 、底版コンクー

ト 54m3 、インバート 53m3 、目地板 1 式、足場支保工 1 式 )  

株式会社早野組 R1 洞ヶ沢第二砂防堰堤改築工事 

  ( 工期：令和  元年 8 月～令和 2 年 3 月 )  

           

現場代理人・監理技術者 川端 裕弥 

釜 無 川 出 張 所  
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     構造物撤去工 1 式 ( 構造物取壊し 1 式 )  

     仮設工 1 式 

2  墜落・転落災害の防止について 

2 ． 1  既設構造物からの転落防止 

 施工範囲下流の工事用道路には既設の砂防ソイルセメント（約H=4.0ｍ）が施工されているが、転

落防止対策がなされていない。本工事の仮設計画では、工事用道路の設置及び盛土材の改良を既設構

造物に近接しての作業を計画している為、法面からの転落防止対策が必要である。また、冬季は日の

入が早く、退勤時の視視界も悪くなることが予測される為、バリケード及び視線誘導灯を設置するこ

とにより、危険個所の明示を行い転落防止に努める。 

 

   

    写真 2.1 転落防止明示箇所           写真 2.2 視線誘導灯 ( イメージ )  

 

 バリケード及び視線誘導灯を設置することにより、通行時の危険箇所が明確になり、転落災害の防

止に繋げる。 

 

3  通退勤時の災害防止 

3 ． 1  路面凍結による災害の防止 

 施工期間には 12 月～ 3 月の冬季期間が含まれている。現場は日平均気温が 0 ℃を下回ることが予

想されるため、通退勤時の路面凍結が懸念される。路面凍結によるスリップ及び転倒による災害を防

止する為、凍結防止剤の散布に加え、垂れ幕等により注意喚起看板の設置を行う。また、作業員の安

全に対する意識向上の為、朝礼時及び KY 活動実施等に路面凍結の危険性及び時間にゆとりを持った

運転を心がけるよう呼びかけを行う。 
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写真 3.1 注意喚起看板設置予定箇所         写真 3.2 注意喚起イメージ図 

  

 

4  日々の安全管理について 

４．１ オレンジネットによる落石災害の防止 

作業範囲上部斜面上には石が存在し、動物が通過した際や降雨後には落石の危険が考えられる。そ

の為、現地調査を行い落石の危険性が考えられる箇所については浮石を除去する。また、作業員に当

たる可能性を懸念し作業範囲上部にオレンジネットを設置し落石対策を行う。また、降雨後は作業範

囲内の地山の点検を行い、状態に異常がないか確認してから作業を開始する。 

  

      写真 4.1 作業範囲上部         写真 4.2 オレンジネット設置イメージ図 

 

オレンジネットを施工することにより、落石が直接作業範囲内へ侵入することを防止することがで

きる為、落石災害の危険性を低減することができる。加えて日々の点検を行う事により落石災害の防

止を図る。 

 

 

 

オレンジネット設置検討範囲 

オレンジネット設置イメージ 

注意喚起看板設置予定箇所 

注意喚起設置イメージ 

53



4 ． 2  重機災害の防止   

 施工は重機・クレーン等による作業が大半を占め為、重機と作業員との接触する危険性が懸念され

る。接触災害はその性質上、重大な事故に繋がるケースが少なくないと考える。その為、重機作業範

囲と作業員通路をバリケード若しくはカラーコーン等にて明確に分離し、混合作業が必要な場合には

合図者を選任し作業を行う。また、重機オペレーター及び作業員には日々の教育・指導の中で、十分

に危険性を周知し、旋回半径内への立入禁止の徹底、旋回時の周囲確認を徹底させ事故防止に繋げる。 

 

5  おわりに  

砂防工事はその性質上、急峻な地形や厳しい現場環境下での作業が多い。墜転落・落石災害等、作

業における危険が常に潜んでいるため、リスクを定量的に見積もり、対策を施すことが重要である。

今後も継続して日々の RKY 活動や安全教育訓練に意欲的に取り組み、危険に対する知識の獲得・周

知を行っていく。現場の安全管理はハード面・ソフト面双方からのアプローチが必要であると考える。

危険箇所の対策を行い、作業員一人ひとりが安全に対する意識を持つことにより、災害が起こる可能

性を極めて低くすることができる。竣工までの期間継続して安全対策を行っていきたい。 
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株式会社　新光土木 H30小武川護岸工事
            　　  こむかわ　ごがん　　こうじ

　現場代理人 上松
うえまつ

　茂
しげ

嘉
ひろ

監理技術者 〇金山
かねやま

　好治
よしはる

1. はじめに

　本工事は、釜無川右支小武川の下流部において、河道・河床の安定を図り、上流

からの流出土砂を安全に流下させることを目的として、整備している小武川下流床

固群のうち、護岸を整備するものです。

1.1 工事概要

平成31年3月23日から令和2年3月25日

左岸　山梨県北杜市武川町新奥地先

1.2 工事位置図

１　式

流路付属物設置工

工 期

根 固 め ・ 水 制 工

構 造 物 撤 去 工

１　式　（工事用道路工）

１　式　（坂路工）

１　式　（根固めブロック207個）

流 路 護 岸 工

H30小
こ

武川
むかわ

護岸
ごがん

工事
こうじ

における安全
あんぜん

対策
たいさく

について

工 事 場 所

砂 防 土 工

１　式　（巨石張1,368ｍ2）　

１　式　（コンクリート56m3）

　キーワード　　　「工事用道路」　「土石流対策」　「架空線等事故防止対策」

１　式工 事 内 容

床 固 工

仮 設 工

施工箇所
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2. 工事用道路

と通知があり、再度、発注者と協議を行い、安全性を考えて河川内を利用することになり

ました。

仮設工事用道路

林道との擦り付け部分は、高さが3.9mあるので、施工範囲をできるだけ縮小する

方法で周囲を大型土嚢で積み上げ土の分散を小さくしました。

　

　当初、現場付近の町道を使用して工事車両を搬入する計画を立案していたが地元区民より

住民の危険性と道路の損傷が発生するので遠慮してほしいと要望があり、また、新たに林道

を使用する計画でしたが、韮崎市役所より【橋梁が老朽化しており準中型車以上通行止め】

市営林道小武川線との擦り付け部
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3. 土石流対策

　　　　　　土石流センサー設置個所は、本工事現場から850m上流に設置しました。

土石流発生から現場到達時間は計算上2分50秒になり、現場での避難時間は

作業人員を常時10名とし、避難階段・不確定要素を含み2分21秒の避難時間

が推定されます。したがって 2分50秒 ＞2分21秒 OKとなります。

(余裕時間29秒となり作業従事者が安全に退避できます。)

土石流センサー設置位置図

　また、安全に作業を進めるには、土石流の危険性を把握するため大雨の予測がとても重要に

　なります。台風の早期確認は前もって情報を把握して、データを基に早い時期に被害を防ぐ

　処置をしなければなりません。近年は突発的な大雨も降るのでより早く情報を入手して現場

　に敏速に伝える努力をしています。土石流センサーが切断された場合には、現場に設置して

　ある受信機によって感知し、赤色灯を回転させスピーカーより作業員へ危険が迫っているこ

　とを知らせます。月に一度避難訓練を行い、土石流がどんなに危険か周知徹底します。　

土石流センサー・送信機設置箇所 受信機・赤色灯・スピーカー設置箇所
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4.　架空線等事故防止対策

　　　設計図書にも記載されている架空線等の事故防止対策として、各運搬場所から現場までの

　　道路上にある架空線及び現場上空にある架空線チェックリストより実測して確認を行いまし

　　た。また、運搬時期には再度調査を行うとともに運搬経路上の臨時・仮設架空線の有無を再

　　度確認をします。下記調査結果を基に、新規入場者教育時及び朝礼時に架空線の有無を周知

　　させ、道交法に則り速度超過や過積載の防止、運搬経路の勝手な変更をさせないように努め

　　ています。

大武川第11床固付近左岸から現場への土砂運搬経路 架空線調査結果表

大武川第36床固付近右岸から現場への根固めブロック運搬経路 架空線調査結果表

H30小武川護岸工事　現場上空施設位置図

5.おわりに
　本工事施工中における安全対策を報告させて頂きましたが、現場着手が遅延してしまい大変申し訳

ありません。変更契約を終え工期を延期して頂き、工事完成まで無災害に取り組みますので引き続き

よろしくお願い致します。

⾊ 番号 ⾊ 番号
1 36
2 37
3 38
4 39
5 40
6 41
7 42
8 43
9 44
10 45
11 46
12 47
13 48
14 49
15 50
16 51
17 52
18 53
19 54
20 55
21 56
22 57
23 58
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱
⾼さ 種類 管理者 ⾼さ 種類 管理者

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱ 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱ 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱ 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱ 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本 6.5ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

⾊ 番号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖
㉗
㉘ 6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

7.0ｍ 通信線 ㈱⽇本ネットワークサービス
7.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

7.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱
6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱
6.0ｍ 通信線 NTT東⽇本

6.0ｍ 通信線 ㈱⽇本ネットワークサービス
6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱

⾼さ 種類 管理者
6.0ｍ 配電線 東京電⼒パワーグリッド㈱
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道村
みちむら

建設
けんせつ

株式
かぶしき

会社
かいしゃ

   H31白州
はくしゅう

出 張 所
しゅっちょうじょ

管内
かんない

砂防
さ ぼ う

整備
せ い び

工事
こ う じ

 

現場代理人・主任技術者 飯塚
いいづか

 純也
じゅんや

 

  

キーワード 

「交通災害の防止」・「第三者への周知」・「作業員の怪我防止・健康管理」 

 

１ はじめに 

 本工事は、富士川砂防事務所白州出張所管内の砂防施設の整備、維持管理を行う工事です。白州出

張所管内は山梨県北杜市から韮崎市にまたがります。そのため、多くの河川があります。大武川を始

め、小武川、石空川、尾白川、神宮川、流川があります。この流域は、昭和 34 年の台風 7 号、15 号

により河川が氾濫し下流域に大きな被害をもたらした地域です。 

その後、災害を防ぐため緊急砂防事業が始まり白州出張所管内ではこれまでに多くの砂防施設の整

備が進められてきました。 

 

2 工事概要 

 当工事の概要は以下のとおりです。   

  工   期 ： 平成 31 年 4 月 1 日～平成 31 年 9 月 30 日 

  工 事 場 所 ： 山梨県北杜市及び韮崎市 

  工 事 内 容 ： 流路整備工 1 式、護岸補修工 1 式、根固め工・水制工 1 式、 

砂防整備工 １式、仮設工 1 式  

 

                『 白州出張所管内図 』 
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3 交通災害の防止 

 3.1 経路案内図の配布 

 護岸補修工の施工に伴い、現場までの経路内に生コン工場内の敷地を通行する区間が一部ありまし

た。日々、大型車両の往来が多いことから生コン工場構内で工事車両が交通災害を起こさないために

もまず、生コン工場と打合せをし、アジテーター車があまり通行しない側の経路を本工事の工事車両

が通行できるよう了解を得ました。次に、工事車両が生コン工場内の経路を間違えないよう、経路案

内図を作成し、事前に工事関係者に周知しました。 

 

           

                   【経路案内図】 

 

 3.2 経路案内看板の設置 

  上記内容の経路案内図だけではなく、交通災害防止対策として現場では工事車両の運転手に目視

で経路が判断できるよう経路案内看板を作成し経路上の別れ道となる箇所に、看板を設置し交通災害

防止に努めました。 

 

      

【経路案内看板の設置状況 全景】     【経路案内看板の設置状況 近景】 
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4 第三者への周知 

4.1 作業内容に応じた工事説明看板の設置 

工事の特性上、いろいろな場所で作業を行います。そのため、作業場所ごとに作業内容が変わる

ことがあります。本工事では、作業場所ごとに作業内容に応じた工事説明看板を設置し、第三者へ周

知を図りました。 

 

    

【工事説明看板の設置状況（護岸補修の場合）】   【工事説明看板の設置状況（草刈の場合）】 

 

4.2 のぼり旗の設置 

大型連休や夏休み期間に入ると、レジャー施設の利用者や川遊び、登山者、釣り人などの一般者

が増加します。本工事では、作業箇所に第三者が立入らないよう注意喚起として通常の工事看板の

他に追加して、工事中又は除草作業中と記載されたのぼり旗を設置し第三者へ注意を促しました。 

 

    

    【工事中のぼり旗の設置状況】      【除草作業中のぼり旗の設置状況】 

 

5 作業員の怪我防止・健康管理 

5.1 強力雑木・草刈り機の導入 

本工事は、砂防施設の維持管理の目的から伐採、草刈りの作業を頻繁に行います。その殆どの作

業場所に最近はハリエンジュ（通称ニセアカシア）の木が生息しています。この木は、生育期の早い

頃は枝から多くのトゲを出しており非常に鋭く、刺さるとケガを負う危険性がありました。従来はそ
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のような場所では、チェーンソーや肩掛け式の刈払機などで作業を行うことが多く、トゲに刺さる、

蜂に刺される又はチェーンソー、刈払機を使うことで厚手の防護服の着用などで夏場の炎天下では熱

中症になりやすくなる条件下など様々な危険が伴います。そこで本工事では、作業員が怪我を負わな

いよう危険性を低減するために強力雑木・草刈り機「クサカルゴン」という機械を導入しました。こ

の機械は、バックホウのアタッチメントとして装着しハンマーナイフ方式により雑木、雑草を強力に

粉砕します。バックホウでの作業となり作業員が直接ハリエンジュ若木のある箇所に立ち入っての作

業がなくなり、バックホウでの少し離れた箇所からの作業となりニセアカシアのトゲに刺さることな

く、蜂に刺される危険性も減り、厚手の防護服も着用せず熱中症の予防にもなり、安全に作業を行う

ことができました。また、作業後はニセアカシアのトゲも細かくなり、回収作業がなくなり作業手間

も減りました。 

 

         

【強力雑木、草刈り機 クサカルゴン装着状況 全景】 【強力雑木、草刈り機 クサカルゴン装着状況 近景】 

       

【装着されている刃 新型強化ブラケット ハンマーナイフ方式】          【作業状況】 

 

6 おわりに 

本工事を無事に終えることができました。これも関係者が日々努力し、互いに協力し合った結果

だと思います。これからも現場に携わる関係者が互いに知恵を出し合い、一丸となり安全に作業が

行えるよう取り組んでいきたいと思います。 
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植野興業株式会社 R1大武川工事用道路法面対策工事
        おおむかわ   こうじようどうろ       のりめん たいさくこうじ

かさいひでちか

現場代理人・監理技術者 笠井秀親

１・はじめに

　本工事は、山梨県の北西部、長野県との県境にある甲斐駒ヶ岳より流れる

大武川に砂防堰堤を建設するための工事用道路法面崩落対策工事です。

２・工事概要

・工　　 期 令和元年７月１１日～令和２年２月２７日

・工事場所 山梨県北杜市白州町横手地先

・工事内容 砂防土工　　　　 １式 （法面整形　950m2)

法面工　　　　　 １式 （法枠工F-300　2000×2000 945m2)

(鉄筋挿入工　φ65mm L=695m)

構造物撤去工　１式 （吹付法面取り壊し　人力　480m2 機械480m2)

仮設工　　　　　 １式 (仮橋・仮桟橋）

・工事個所

Ｒ１大武川工事用道路法面対策工事
 おおむかわ       こうじよう      どうろ     のりめん  たいさく    こうじ

における安全
あんぜん

対策
たいさく

について

キーワード　①「熊対策」　　②「法面作業災害対策」

⼯事個所
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３・安全対策　キーワード①熊対策

１）・地球環境の変化により、近年、熊、イノシシなどの野生獣類が人里に出没することが多くなって

きています。当現場は山中での工事であり、出没の可能性が人里より数段確率が上がります。

現場事務所を別荘地内に構えているのですが、事務所から数百メートル離れたところや、林道入

口のゲート付近でも、熊の目撃情報、熊に襲われたと言う情報が寄せられています。

　現場内で重機、ダンプ等が動き始めれば、直近にまでは熊が寄ってこないとは思いますが、ゲ

ートでの鍵の施錠、ゲートの開閉の際は、いつ林の中から現れるとも限らないので、作業員に熊

よけの鈴、ホイッスル、撃退スプレー、鳥獣用ピストル（熊などは火薬のにおいが苦手なため）を

携帯させ、襲撃予防措置を行いました。

熊撃退スプレーはアメリカ
軍正式採⽤の催涙スプレー
を⽤意（噴射距離6m） ピストルに使⽤するピストル・

⽕薬は⿃獣撃退⽤のものを⽤意
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安全対策　キーワード②法面作業災害対策

２）・起工測量にあたり、従来ではアンカー木を選定後、親綱、ライフラインの設置、親綱、ライフライン

の防護、路肩部の安全対策などの作業を経て、２名の作業員がテープで長さを測り、１名の職員が記

録すると言うスタイルでした。作業の段取り、測量、測量成果の作成と日数もかかり、法面上での作業

であることから、墜落事故が懸念されました。そこで、いかに人力による作業時間を減らし、墜落事故

を防止するかという考え方から、ＩＣＴによる起工測量（ＵＡＶ）を行いました。

　実際の現場での作業時間は下記の通りです。

・基準点確認 １時間

・標定点、検証点の設置 １時間

・フライト（ＵＡＶ測量、ドローン） ３０分

現場作業時間　　２時間　３０分 作業員１名

基準点測量 標定点・検証点設置

フライト（ＵＡＶ測量） 測量成果作成
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安全対策　キーワード②法面作業災害対策

３）・構造物取壊し工（吹付法面取り壊し）は当初設計では、法面上部(H=5.0m以上）が人力による取り

壊し、下部(H=5.0m以下）が機械での取壊しとなっていました。この作業でも起工測量同様、作業員の

転落災害が懸念されるため、法面上での人力による作業時間の削減を考えました。

また、人力の取り壊し作業では、親綱、ライフラインの他、ブレーカーのホース、ブレーカーを吊り下げる

ロープと計４本ものロープ等があり、足場の悪い法面で２０ｋｇを超えるブレーカーでの作業は、効率も悪

く作業員の負担も相当なものになります。

　以上のことから、当現場ではＲＣＭ（ロッククライミングマシーン）による機械での吹付モルタルの取り壊

しを行いました。

　　　吹付モルタル取壊し範囲

人力取壊し図 　　ＲＣＭ取壊し状況
作業員への負担が大きい 作業員への負担が小さい

４・おわりに

　建設業界では就労者の減少、高齢化が進んでいます。その為、重労働の作業においては効率も悪く
体力的な面で疲労が蓄積し、思うように体が動かなくなり、ちょっとした事でもケガをしたりしています。
仮設的な安全設備等はもちろんですが、作業員一人一人の気持ち体調の状態が悪ければ、注意散
漫になり、災害につながりかねません。職員を含め作業員の負担の軽減、メンタル面でのケアを行い災
害発生防止に努めたいと思います。

⼈⼒取壊し→RCM

機械取壊し

機械取壊し

⼈⼒取壊し→RCM
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H30荒川
あらかわ

工事用
こうじよう

道路
ど う ろ

工事
こ う じ

における安全
あんぜん

対策
たいさく

について 

 

湯澤工業株式会社 H30 荒川工事用道路工事 

(工期：平成 30 年 7 月 6 日～令和元年 12 月 27 日)  

現場
げ ん ば

代理人
だいりにん

  

監理
か ん り

技術者
ぎじゅつしゃ

  

キーワード:「落石災害防止対策」「災害時の対策」｢三次元データの安全管理｣                   

1.はじめに 

本工事の施工箇所は、南アルプス市芦安芦倉地先にあり、富士川水系早川の支流である荒川に工事用

道路の設置を行う工事です。 

現場に通じる道路は県道 37 号南アルプス公園線を通り荒川工事用道路を通行します。 

県道南アルプス公園線は、開運隧道からは急な崖に沿った道路を通るため、降雨後は落石、土砂崩れ等

の危険性があります。今年の台風時も、土砂流出や倒木等があり通行止めになる期間がありました。そ

して冬期には、落葉や路面凍結による事故の危険性が高い場所のため通勤時は気を抜けません。 

 

                                          

2.工事概要 

  工事場所 ： 山梨県南アルプス市芦安芦倉地先 

  工期   ： 平成 30 年 7 月 6日～令和元年 12 月 27 日 

工事内容 ： (主要項目)   

場所打擁壁工 掘削工      1200ｍ3 

コンクリート   6032ｍ3 

型枠組立工    2160ｍ2 （内部型枠含む） 

       差筋工      1000 本 

       暗渠排水工     1 式 

根固め工   8ｔブロック    67 個 

仮設工     単管傾斜足場   1300ｍ2                             

H30 荒川工事用道路工事 

○ 井上
い の う え

 圭
け い

太
た

 

3D 図面 

工事着工前 3 次元設計データ作成図 

人口地山工 
 コンクリート数量 6000ｍ3 

3D 図面 
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3. 落石災害防止対策 

本工事は荒川上流に砂防堰堤を設置するための工事用道路工事で、岩盤をコンクリートで巻き込んで工

事用道路の基礎部を施工する工事です。施工範囲は、延長約 90ｍ、高さ約 16ｍです。施工箇所上部は浮

石や、堆積土があり降雨後は落石等が多々見られ下部での作業は危険でした。そのため転石、堆積土の除

去作業が必要となります。施工箇所の上部へ行くのに安全通路が確保できなかったため高所作業車で安全

対策を行い、浮石、堆積土の除去作業を行いました。 

施工箇所上部の岩盤は高低差が 80ｍ以上あり、目視で岩盤を確認できないため、ドローンによる調査を

行い、危険な箇所の抽出をし作業員に画像を見てもらい周知しました。施工箇所上部の人力作業では撤去

できない範囲の転石等が跳ねてくることも考えられました。そのため落石防護ネットをワイヤーでカーテ

ン式に設置したことにより、落石災害も無く安全に施工ができました。 

また、落石防護ネット上部に鈴を取り付け、日々上部の注意を意識してもらうよう工夫しました。 

 岩盤とコンクリートを一体化するための差筋工があり、通常では親綱で法面に作業員が行き作業をしま

す。しかし上部からの落石災害が懸念されるため、仮設盛土を行い自社所有の自走式削孔機で施工を行い

ました。人力削孔よりも安全で工程短縮ができ無事に作業ができました。 

 

4. 災害時の対策 

4.1 土石流災害 

 工事施工箇所は対岸なため、コルゲートを設置し川を渡り作業を行っています。荒川は台風や、大雨時

には地形をかえるほど増水があり、水害リスクが高い場所での作業になります。そのため、河川増水時に

は早急に避難する事が課題となりました。毎月行う避難訓練終了時に参加者全員に意見をもらい、日々変

わる現場状況でも対応できるよう避難経路の再確認・コルゲートパイプの撤去時期・資機材の避難場所等

の再確認を行う事により、梅雨や台風時期のときも土石流センサーが作動する前に避難する事ができまし

た。 

 落石防護ネット設置状況 重機削孔状況 

通常時 台風通過後 

地山状況 

対岸の地山状況

落石箇所

工事用道路洗掘状況

根固めブロック流出箇所

土砂堆積状況

倒木箇所

護岸工背面部土砂流出

台風通過後 
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4.2 連絡体制 

本工事の施工箇所は、携帯電話の電波が無く連絡をとる手段として、衛星電話を使用します。 

施工箇所周辺は、北岳に始まり日本百名山に選ばれている山々があります。そのため登山者や釣り人等の

第三者が施工箇所周辺を通行する事があり、衛星電話やトイレの貸し出しを行いました。 

また、現場事務所も現場内にあるので、電波が無く携帯電話やインターネットが 1日使えない環境です。

そのため情報収集は衛星電話になり、関係機関への連絡や天気予報の確認また緊急時の連絡等の手段は衛

星電話だけでした。そのため誰でも使用ができるよう事務所前に設置し外部との連絡体制を確保しました。 

現場内での連絡は、重機オペレーター・作業員・現場監督が携帯電話の代わりに無線機を使用し連絡を

とる事により、作業効率のロスがなく作業することができました。 

4.3 熱中症・救命備品 

熱中症防止対策や救急箱・AED を設置しています。AED を実際に使ったことはありませんが、救助要請

をし現場に救助隊が到着するまでに約 50 分はかかる場所です。私たちができる処置は限られています。

AED があれば救助が来るまでに私達でも対応ができます。 

そのため、当社では消防署で応急救命訓練の研修を定期的に受け適切に処置できるよう訓練しています。 

4.4 備蓄品 

 工事施工中にも土砂流出や落石が多々あり通行止になる事がありました。前回の工事でも土砂崩落があ

り、その時は避難できましたが、もし避難できなかった場合何日間閉じ込められるかわかりません。実際

このような経験をし、備蓄品の大切さがよくわかりました。自社では各現場で備蓄品を常備しています。 

現場状況 衛星電話・無線機 登山者通行状況 
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5. 三次元データでの安全管理 

 施工箇所は岩盤地帯で、地山の地形はとても凹凸が激しく垂直岩盤やオーバーハングしている箇所もあ

ります。また現場内も狭く、測量機械の据え付けが困難になり十分な測量が行えませんでした。 

 そのため、レーザースキャナーによる三次元測量を行う事にしました。在来の測量機器だと測定できな

い箇所が多くあり、作業員の危険も伴います。レーザースキャナーで三次元測量することにより作業員が

測定箇所に行くことなく、墜落転落災害の危険もなくなり安全に測量作業ができました。 

 またそのデータを解析し、三次元設計データを点群にかさね図面を三次元化することにより、詳細部ま

でパソコンで確認することができます。3D データを設計照査・数量算出及び新規入場時や施工検討会議等

に使用し、現場説明時には「図面よりわかりやすくていい」と好評です。 

 

また、施工管理には ICT 建機の使用を検討しましたが、施工箇所周辺は谷間で GPS がうまく入らないた

め、自動追尾式光波と携帯端末の快速ナビを使用しました。快速ナビは三次元設計データでの測量が可能

なため、どこでも測量ができます。そのため在来工法と比べ測量作業が大幅に効率化され生産性の向上及

び労力の削減を実現しました。 

 

 

6.おわりに 

当現場では、自然の豊かさ厳しさを感じながら、現場に従事する全員で一丸となり安全対策に取り組ん

でいます。竣工まで無事故・無災害で作業を終われるよう日々の安全管理に努めていきます。 

最後に、工事の施工にあたり富士川砂防事務所及び関係各所の皆様、安全対策協議会早川支部の皆様の

ご指導宜しくお願い致します。今後も安全意識を高め、安全第一につとめます。 

 

 

 

地山状況 
打合せ状況 3D 図面 

自動追尾式光波 携帯端末による測量 LS 測量 

地山状況 地山状況 
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湯澤工業株式会社 

（工期：平成 31 年 2 月 14 日～令和元年 12 月 25 日） 

 現場
げんば

代理人
だいりにん

 三井
みつい

 充
みつる

 

 

    キーワード「落石に対する備え、緊急時の備え」 

 

1． はじめに 

本工事施工箇所は、一般国道 52 号から山梨県道 37 号線(南アルプス公園線)を西山ダムに向かい

ひたすら北上します。時間にすると一般国道 52 号から 45 分程度の山岳道路です。 

その西山から北、白鳳渓谷は 6 月末から 11 月初旬までマイカー規制があり一般車の通行はできま

せん。シーズン中は一般車両も多いうえリニア中央新幹線建設工事の土砂運搬も行われているため

交通量はそこそこ多い状況です。 

本工事は、平成 29 年の台風で崩れてしまった工事用道路を修復し、制作した根固ブロックを設置

する作業になります。現場は 3 カ所に分かれており工事区間が非常に長いのが特徴でした。 

 

工事場所                         

  

                                                                             

   

 

 

 

 

                         

                                               

     

                      

                              

   

 

 

 

 

 
施工場所 

南巨摩郡早川町奈良田地先 

西山ダム(奈良田湖) 
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2. 工事概要 

   工 事 名 H30 白河内工事用道路工事 

   工事場所 山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先 

   工  期 平成 31 年 2 月 14 日～令和元年 12 月 25 日 

   工事内容 道路土工 1.0 式 コンクリート工 1.0 式 根固・制水工 1.0 式 構造物撤去工 1.0 式 

仮設工 1.0 式 

         

3. 具体的安全対策 

 今回の H30 白河内工事用道路工事は、私にとって同じ場所での 2 回目の工事になります。昨年

も約 1 年この場所でほぼ同工種の工事を施工しました。 

 その経験より工事着工前に気になることを自分なりにまとめてみました。 

 まず、施工場所 3 カ所の内 2 カ所は法面に接しており頻繁ではないが落石があること、実際に工

事着手前の現地踏査に入った際は工事用道路上にラグビーボウルからゴルフボール程度の石が確認

できました。昨年の 8 月までこの工事用道路を使用していましたので、大規模な落石はなかったこ

とになります。 

      法面に面した作業箇所                落石の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 つぎに、通勤道路である県道 37 号南アルプス公園線は整備が進み幅員こそ広くなりましたが山

間道路であり、落石・土砂流出などの危険性は相変わらずです。 

 実際 2018 年 7 月と 9 月に大原野の塩島沢、下湯島の涸沢などで土砂が流出し通行不能となった

事例がありました。通行可能になるまでに 1 日から 2 日ほどかかったことも確認しています。 

       塩島沢の様子                   涸沢の様子 
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   以上のことより｢落石に対する備え・緊急事態の対応｣について現場手の取り組みを紹介します。 

 

3-1 落石に対する備え 

  法面に面した作業箇所 1 は、比較的勾配も緩い部分ですが、沢形状なっており落石が集まる傾向 

にありました。 

 そこで、沢形状部に落石防止ネットを設置することにしました。設置したネットは、繊維ネット 

のカーテン式で 2 段とし、5ｍほど間隔を開け 1 段目を破った落石を 2 段目でくい止める構造にし 

ました。 

設置を担当した作業員から、落石に気づくともっといいよねと言う意見があり翌日の朝礼時に意 

見交換を行い対策を講ずることとしました。 

 気づくためには音を発することがいいであろうという意見から 

 カーテンのロープに熊よけの鈴をつける 

 センサーで反応する音声ガイダンスをつける 

 センサーで反応するパトライトをつける 

   などの意見が出ましたが、安易で安価で大きな音も出るトタンを 1 段目ネットにつけることに決

定しました。トタンのメリットとして、大きな石の場合は大きな音が小さな石はそれなりに鳴るのが

決め手でした。 

   また、トタンをネットの下部に設置することで転がり落ちるスピードの低減と停止に少しでも役

立つことを期待しました。 

      落石ネットの設置状況            トタンを取り付けた状況 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  ネット下の作業は、バックホウ・ローラー・振動コンパクターを使用しての路体盛土(ＣＳＧ)作

業でしたが、重機も比較的小型で実験したところトタンにぶつかる音も確認できました。 

  作業中に音を聞くことはありませんでしたが、盛土作業が終了し出来形測量をしていた際『ガシ

ャン』と言う音がし落石がありました。幸い下まで落石が転がり落ちることはなくネットで留まり

ネットとトタン板の効果が実感できました。 

 

3-2 現場孤立の際の安全対策 

2段目ネット 

1段目ネット 
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     冒頭でも触れましたが、当現場はゲリラ豪雨、台風等により道路が寸断され孤立する恐れがあると

考えられました。 

   現場にいるときに県道 37 号南アルプス公園線が通行不能になった場合、南アプス公園線を開運ト

ンネルから広河原を経由し、夜叉神峠へ出るルートと林道丸山線で富士川町平林にでるルートしか

ありません。夜叉神峠へのルートは奈良田までよりも険しく通行が不可能と考えられます。 

   また、林道丸山線は終日通行止めになっている路線で出入り口にゲートがあり施錠されており使

えません。 

現場に取り残されたときの対策として現場事務所に緊急物資の備え付けを行いました。 

  

備蓄品（5 人 2 日分）  

食料品  飲料水     24 ﾘｯﾄﾙ   

       乾パン     24 食 

       ビスケット   24 食 

生活品  紙コップ    20 個 

       ﾃｨｯｼｭﾍﾟｰﾊﾟｰ   2 箱 

       ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ   4 ロール 

       懐中電灯     1 個 

            ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ          2 枚 

       電池 各種    6 本 

       救急箱      1 セット 

            マスク 50 枚   1 箱 

緊急品  スコップ バール のこぎり      

       ハンマー 番線カッター    

       投光器 拡声器 笛 

              各 1 個     

            ジャッキ 2t    1 個 

            ロープ 20m   1 本 

            ハシゴ  5m     1 基 

            ワイヤー9 ㎜ 4m 2 本 

 

     以上の物品は道路寸断等の状況の際 5 名が 2 日間を想定しています。 

  

このほか、現場事務所にはカセットコンロ、ヤカン、カップ麺、缶詰、菓子チョコレート類、等

食料品を中心に多くのストックを置きました。 

実際にこれらの備蓄品を使うことはありませんでしたが本年 10 月 12 日台風 19 号の豪雨により

県道 37 号南アルプス公園線の西山郵便局より 800ｍほど奈良田寄りの道路が崩落し、奈良田集落

が完全に孤立してしまいました。 
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                              県道崩落の様子 

幸いにも、夜からの豪雨だったため事なきを得ま

したが、一歩間違うと緊急物資等を使用しなければ

ならない場面になったかもしれません。 

   災害は季節時間を選ばず起こるので今回のように

肌寒い時期のことも考え、毛布、カイロ、小型石油

ストーブ、カセットガスストーブ等を備蓄品に追加

しようと思いました。 

       

  

 

 

４．おりわりに 

   落石に対する備えのトタン張りの提案は、入社 2 年目の若手作業員からの意見をそのまま採用し

ました。意見を出した作業員は、最後の片付けの時少し誇らしげでした。トタンは廃棄場所のゴミ置

き場に運んでくださいと指示しましたが、また使えるじゃないですかと言われ そうだねと少し苦

笑いでした。 

   また、沢などから土砂が押し出され県道をふさぎ通行止めになることはある程度予想していまし

たが、今回のような県道の崩落は予想外でした。 

危険箇所を見つけたり、情報を収集したりは 1 人の力では限界があります。 

   今回の工事では、元請・協力会社含め 75 名、延べ 1850 名、資材納品業者も含めれば 2000 名以

上の協力もあり現場を仕上げることが出来ました。 

   できる限り多くの人の意見を聞き、良いと思われる事は積極的に取り入れながら安全な職場を作

り若い技術者の見本となれるよう精進したいと思います。 

   工事は令和元年 12 月に無事故無災害で完成することが出来ました。 
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湯澤工業株式会社 H31 広河内第二橋梁床版工事 

（工期：令和元年 7 月 23 日～令和元年 12 月 27 日） 

 現場
げんば

代理人
だいりにん

 藤原
ふじはら

 一
はじめ

 

 

キーワード「第三者への配慮」 

 

1． はじめに 

本工事施工箇所は、一般国道 52 号線上沢交差点から県道 37 号線を 35ｋｍほど入った開運隧道の

手前を左折し、1.4Km ほど工事用道路をすすむと、豪華なつり橋が見えてきます。その先の広河内

第四砂防堰堤の上流になります。 

台風やゲリラ豪雨等のたびに県道に土砂が押し出し通行止になります。今年も台風で大規模な崩落

があり通行止めになりました。 

本工事はその広河内工事用道路の橋桁に床版を架ける工事です。 

また西山地先で根固めブロックを 120 基製作しました。 

 

                        

 

                                                                             

施工箇所西山 

西山 

施工箇所広河内 

広河内 
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2. 工事概要 

   工 事 名 H31 広河内第二橋梁床版工事 

   工事場所 山梨県南巨摩郡早川町奈良田地先 

   工  期 令和元年 7 月 23 日～令和元年 12 月 27 日 

   工事内容 鋼橋上部 1.0 式 舗装 1.0 式 流路 1.0 式 

         

3. 具体的安全対策 

3-1 現場入口の安全対策 

 カーブミラーの清掃・枝落ち   

 本工事では、県道 37 号線から平均幅員 4.0ｍの作業道路に侵入しなければならず大型アジテータ

車で生コンクリートを、ラフタクレーンで根固めブロックの移動作業にと、大型車両の出入りが頻

繁である。 

  工事現場入口は、県道 37 号線がゆるやかな右カーブになっており工事車両が出るときには、見通

しが悪く危険であった。 

  カーブミラーがよごれ、周囲の樹木の枝がのび確認できない状態でした。 

今県道は、リニア中央新幹線建設のため、大型ダンプの通行が頻繁であり、通行に支障をきたす

のは必然でありました。 

そこでカーブミラーの清掃並びミラーの向きを調整し、周囲の樹木の枝落ちを行い、大型車両の

運転者に確実に確認してから、発進するよう指導した。 

その結果、対向車を待たせることなく通行させてから、県道 37 号線に合流することができた。 
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3-2 通勤帰宅時の安全対策 

ドライブレコーダーを装着 

早川町奈良田の事務所まで 片道 70Km 時間で 1 時間 30 分 朝早く自宅を出発し県道 37 号線早川

街道にはいると、だんだん眠気がおそってきたりしました。またゆっくり走るダンプトラックに、イラ

イラしたりもしました。 

帰りには、暗くなり周囲の確認ができないので、動物の飛び出しが多く、私も鹿をはねそうになり急

ブレーキ急ハンドルでよけてヒヤリとした経験があります。 

鹿をはねた経験者に話を聞くと、「車の方に向かってきてよけきれなかった」「車の損傷が大きく修理代

がかかった」ということでした。 

現場作業員に話をきくと、やはりみんな同じ経験をしていました。 

何か対策をと思っていたところ、あおり運転の取り締まり強化でドライブレコーダーが飛ぶように売

れているとのことでした。 

ドライブレコーダーを通勤車両に装着することにより、事故等の証拠となるばかりではなく、ドライバ

ーの作業員が事故に遭わず、安全運転で通勤して仕事に精を出し、帰り道も安全に我が家にもどり、一

杯飲めるようなればと思い取り付けました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

一般車の駐車スペースの確保  
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3-3 第三者への安全対策 

駐車スペースを整備 

 根固め製作ヤードには、西山温泉名勝之碑があり観光客がはいてきました。駐車場所が判らず根

固め製作ヤードに入ってきてしまい、U ターンすることがたびたび見受けられました。 

駐車スペースがあるのにどうして入ってきてしまうのか現地を確認したところ、案内看板が倒れ

ており草も生い茂っているので、駐車場所が判らないのだと思いました。 

さっそく草刈をして案内看板を立て直し、となりに道順と名勝之碑の写真を撮りに行き貼り付け

簡単な見に行った感想もいれた案内板をたてました。 

それからは、不用意に製作ヤードに入ってくる車はなくなり安心して作業ができました。 

また入口左側には、自然観察の調査員が早朝から観察していました。 

出入り口に駐車されると、大型の資機材運搬車両 アジテータ車の通行の妨げになるばかりか、接

触事故が発生する可能性もありました。 

観察員が観察している場所は、草刈をして少し整地をすれば車が入れそうでしたので、すぐに対処

しました。 

観察員に左側の整備した駐車スペースに駐車してくださいとお願いしたところ、私たちも気にし

ていたのだとの事でしたので快く承諾されました。 

現場トイレも自由に使っていいですよと声掛けしたところ、とても感謝されました。 
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 ４．おりわりに 

    本工事は、根固め製作が西山製作ヤードにて無事故無災害で完了できました。これから広河内

の床版工事の施工を始める予定です。 

 広河内の工事用道路の入口には、早川水系発電管理事務所があり毎日職員が工事用道路を通行

して、発電所の取入れ口を点検しています。  

    点検に向かうときには、現場周辺に車の駐車スペースをつくり利用してもらうつもりです。 

   作業員休憩所・倉庫等の仮設備のスペースは、企業局の所有の土地を、おやすく借りて使用して

います 

    工事用道路入口が狭く大型車両が入れなかったのですが隣の土地をお借りして広げました。 

土地所有者は山小屋の管理者で土地を無償で貸す代わりに登山者が来たら待たせずにすぐに通す

ようにと言われ、「もちろんです」と笑いながら答えました。 

「地域のみなさんと企業局のみなさんと湯澤のワンチーム」おたがい笑顔で会話ができるような

関係を築きながら無事故で工事の竣工を迎えられるよう努めます。  
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（工期：令和 1 年 7 月～令和 1 年 12 月） 

             監理技術者 岡田
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敏
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キーワード 「高盛土（工事用道路）」「土石流対策」                 

「クレーンによる楊重作業」      

１． はじめに 

 本工事は、日本有数の急流である富士川水系早川上流部に設置されている、既設の砂防堰堤に

ついて、土砂捕捉機能向上と流木災害防止の為、コンクリートスリットを取壊し、鋼製透過型砂

防（鋼製スリット）堰堤に改築する工事である。昨年度当社施工により第一堰堤の鋼製スリット

化を一部行っており、今回工事において残りの鋼製スリットを建て込みと補強コンクリートを施

工し完成を目指すものである。さらに 300m 程上流にある第三堰堤においても同様な計画がなさ

れており、今回工事においてはコンクリートスリットの一部取壊しを行うものである。 

 また、現場は一部で衛星携帯電話が使用できるものの、非常に連絡手段が乏しく、緊急時の初

動対応にも問題を感じる場所である。その様な施工箇所に於いて、各施工段階でいかに災害の発

生を防止するかを考え、実施したいくつかの対策について紹介する。 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

                          第三堰堤着手前全景 

 

 

 

 

 

 

 

第一堰堤着手前全景 

H30 野呂川第一砂防堰堤改築工事 
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２． 工事概要 

 工 事 名 H30 野呂川第一砂防堰堤外改築工事 

 工   期 令和 1 年 7 月 10 日～令和 1 年 12 月 27 日 

 工事場所 山梨県南アルプス市芦安芦倉地内 

 工事内容 砂防堰堤改築    2 基  （第一、第三堰堤） 

       砂防土工     1 式 

       鋼製堰堤工    1 式  （第一堰堤鋼製スリット 45t） 

       構造物撤去工   1 式  （第三堰堤コンクリートスリット取壊 1300m3） 

       補強コンクリート 1 式  （第一及び第三堰堤 1600m3） 

       仮設工      1 式 

 

３． 安全対策 

1） 高盛土（工事用道路） 

第一堰堤までの移動経路として、当初は第三堰堤のコンクリートスリット（w=3.5m）を通

過する計画となっていた。しかし、6 ヵ月という短い工期の中で工事を完了する為には、第

一、第三堰堤を同時に施工する必要があり、第三堰堤のコンクリートスリット取壊しの際も

第一堰堤施工の為にスリット間を通過して行かなくてはならず十分な安全性確保が難しい

状況であった。さらに突発的な河川増水があった場合コンクリートスリット間の通路は水没

し通行に支障をきたす可能性があり、第一堰堤で施工中の作業員が現場に取り残されること

になってしまう。そこで、第三堰堤の山側に堰堤を越す高盛土を行い緊急時も対応できる工

事用道路の施工が最善と考え施工を行った。盛土は河川内の土砂を 10000m3 以上使用し施工

した。 

 

高盛土（第三堰堤上流方）  高盛土（第三堰堤下流方）   ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾘｯﾄ（第三堰堤） 

  （ｽﾘｯﾄ間 w=3.5m） 

 

2） 土石流対策 

現場は非常に狭隘な場所にあり、複数本の支流が合流する集水地形であり、特に施工箇所

は最も河川幅の狭い場所である。また上流側には水力発電設備も存在する。これらを受け、

豪雨や台風による土石流災害及び、上流発電設備の放水による河川の急な増水による水難災

害の防止を目的とした対策を行った。         
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第一堰堤補強の施工期間は台風シーズンと重なり、土砂締切が決壊された場合の足場の安

全確保が課題であった。また、組立した足場には型枠等の控えが緊結されている為速やかに

解体するのは難しく対応策が必要であった。 

検討の結果、通水断面内（コンクリートスリット内側）においては水圧を十分受ける事が

予想される為、河床より 2.0m 以上高い位置に鋼製ブラケットを基礎とした足場を設け増水

した場合であっても水の影響を受けない構造とした。また堰堤上流方等の通水、水圧も少な

い個所においては、巨石等で高台を設け足場を設置した。下の写真は通水断面内に設けたブ

ラケット式足場の設置状況である。 

残念ながら、10 月 12 日に襲った規格外の台風 19 号では今回とった対策は有効な対策にな

っておらず足場は全て被災を受けてしまったが、今後も施工が続く為、施工時期等十分考慮

し対応策については検討していきたいと考える。 

 

                 ブラケット式足場 

  

3）クレーンによる楊重作業 

本工事において、重大災害が懸念されるものの中にクレーンによる楊重作業時の飛来落下、挟

まれ災害等がある。鋼製スリット組立においては最大吊荷重量が 5ｔ程度となり、吊荷形状も長

尺、変則的であり、各所をボルト接合する必要がある。また、構造的に自立させることが困難で

あり、クレーン 2 台による相吊での建て込み、連結が必要になると考えられる。また通期におい

て足場組立作業がある為、安全作業の徹底を図る必要があった。 

この様な作業において事故を防止する為に、吊荷の安定確認と吊荷下への立入禁止の徹底につ

いて取り組みました。安全教育訓練や新規入場の場おいて入念に指導すると共に各作業員一人一

人、現地で実践してもらい安全に対する理解度を深めた。また、現場内各所に吊荷作業における

注意点又はクレーン作業に関するポスター等を掲示し安全意識の高揚に努めた。 
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吊荷作業指導状況                一人一人実践状況  

       

 

 

 

 

 

 

４． おわりに 

  本工事では、作業に従事する全ての者が「自分は何をするべきなのか、なぜそれをしなくて

はいけないのか」を理解、納得出来る様にする事が、事故とルール違反を無くす最も有効的な

対策と信じ、今後もソフト、ハード両面での安全対策に取り組んで行きます。 

  最後になりましたが、本工事の施工に於いて、ご指導ご協力を頂きました富士川砂防事務所

ならびに安全対策協議会早川支部の皆様に深く感謝いたします。 
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