
アイオイ設備工業株式会社 

第２０回安全衛生大会レポート 

 

 平成２８年６月１８日（土）に開催いたしました、弊社の安全衛生大会の様

子をご報告させていただきます。また、弊社と協力業者で行いました安全パト

ロールの報告書もございますので、当日、お越しになられなかった方は併せて

ご覧になって頂けば幸いです。 

  

 

 

 

 

アイオイ設備協力会会長を務めて頂

いている、渡辺パイプ・灘営業所所長

様より挨拶を賜りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて弊社、代表取締役社長から、

出席頂いた方にご挨拶をさせて頂きま

した。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

続いて、弊社の新入社員２名を紹介させ

て頂きました。２名とも高校を卒業したば

かりの新社会人です。ご指導、ご鞭撻の程

よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

出席者の様子です。今年は平年と比べ、参

加者が少なめでしたが、次回以降もお越し

頂けるよう、弊社も努力させて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

安全パトロールの結果報告です。今年から

は中地・三木、両課長が先頭に立ち、実施

致しました。詳細なパトロール結果も載せ

ておきますので、是非ご覧になってみてく

ださい。 

 

 

 

安全衛生大会会長である、弊社、常務取締

役より、平成２８年度全国安全週間のスロ

ーガンの発表、解説がありました。 

今年度のスローガンは 

「見えますか？ あなたのまわりの 見

えない危険 みんなで見つける 安全管

理」となっております。 

 



 

今年度の表彰式の様子です。 

安全な施工に努めて下さった協力業者様

に、感謝の気持ちを形にする数少ない機会

ですので、今後も続けていく所存です。 

 

今年度は、木下保温工業所様 

     (有)方田設備工業様 

     日立空調関西様  

以上の３社様に感謝状を贈らせて頂きま

した。 

 また弊社社員、三木、山本の両名にも安

全な施工に努めたということで、表彰させ

て頂きました。 

 

表彰式の後、フリーアナウンサー豊島美

雪様による講演がありました。その様子は

後述致します。 

 

 

 

講演後、弊社工事部長を中心として、大

会宣言が行われました。前述した安全週間

のスローガンを唱和し、安全への意識を再

確認致しました。 

 

 

 

 

神明商会様の閉会宣言を持ちまして、 

第２０回安全衛生大会を無事に終えるこ

とができました。 

 お忙しい中、ご参加頂いたこと、感謝し 

ております。誠にありがとうございました。 

 

 



 講演会の様子 

 

 今年は特別講師として、フリーアナウンサーの豊島美雪様に来ていただきました。 

 豊島様は「パネルクイズアタック 25」でご存知の方も多いでしょう。現在は、ラジオ

番組等、数多くのメディアで活躍されている方です。 

 

「安全を確保するためのコミュニケーション法」 

           ～信頼関係を築き安心安全な職場づくりを!!～ 

こう題された講演で、よくある堅苦しい内容ではなく、新鮮でした。 

 簡単なコミュニケーションからでも得られる安全があり、それを実行できるかどうか

はあなた次第ですよ、という話でした。 

 

 人同士が最も簡単に取れる友好的なコミュニケーション方法、それが「笑顔と挨拶」

です。毎日、顔を合わせる人に対しても、目を見てきちんとした挨拶が重要。まず、相

手の警戒を解き、信頼関係を築くことが、お互いの安全にも繋がると仰っていました。 

 そして、相手のパーソナルスペースに踏み入ることでしか得られない信頼関係があり、

握手や名刺交換が絶好の機会であるとも。 

 

 もっとも印象に残っているのが、脳への擦り込み、そこからの意識の変え方について

でした。本来優秀であるはずの人間の脳が、単純な繰り返しによって思考が固まってし

まいます。出席者全員で体操をしながら実感させて頂きました。そこから脱却すること

により、より良い人間関係を築き、結果的に安全への対策に繋がるという話でした。 

安全だと思い込む意識こそ、本当は一番危険なのかもしれないということを、改めて

考えさせられました。 

 

 話も魅力的で、写真撮影にも応じて下さり、気さくで素敵な方でした。興味がある企

業の方は、講演をお願いしてみてはいかがでしょうか。 







ワコーレ王子公園ラグゼ
　　安全パトロール
ワコーレ王子公園ラグゼ
　　安全パトロール



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】ワコーレ王
子公園ラグゼ新築工事
【施工管理値】階段室開
口部　
【請負者説明文】手すり
設置を元請にお願いしま
した。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】ワコーレ王
子公園ラグゼ新築工事
【施工管理値】1階床開口
養生状況　ずれ止め設置

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影年月日】20160608
【撮影箇所】ワコーレ王
子公園ラグゼ新築工事
【施工管理値】1階床開口
養生状況
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】ワコーレ王
子公園ラグゼ新築工事
【施工管理値】足場昇降
階段設置状況
【請負者説明文】片側に
手摺がないため元請けに
設置をお願いしました。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】ワコーレ王
子公園ラグゼ新築工事
【施工管理値】足場昇降
階段設置状況
【請負者説明文】問題な
いし。
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プレサンスジェネ新神
戸　安全パトロール
プレサンスジェネ新神
戸　安全パトロール



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】安全掲示
板の設置状況　KYボード
【請負者説明文】非常に
きれい

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】安全掲示
板の設置状況　
【請負者説明文】職長紹
介をし業者間のつながり
を持つように所長が発案
して設置しています。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】安全掲示
板の設置状況
【請負者説明文】非常に
きれい
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】足場下の
通路状況
【請負者説明文】資材等
がなく通りやすい。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】ローリン
グ足場の掲示状況

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】1階エント
ランス状況
【請負者説明文】非常に
きれく清掃されている。
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】11階住戸
内状況
【請負者説明文】型枠解
体時には、排水集合管が
上がっており下階の水じ
まい、開口のまま放置等
は、されてなく問題なし
。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】最上階11
階作業状況
【請負者説明文】危険行
為等は、見受けられない
。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】設備工事
の進捗状況掲示
【請負者説明文】工事の
進捗具合を把握できてい
る。
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】10階共用
廊下
【請負者説明文】上階か
らの漏水対策　現場員の
努力が見受けられる。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】12階スラ
ブスリーブ養生蓋の設置
【請負者説明文】アンセ
ン（既製品）を設置し踏
み抜き防止をしている。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】11階住戸
内状況
【請負者説明文】型枠解
体時には、排水集合管が
上がっており下階の水じ
まい、開口のまま放置等
は、されてなく問題なし
。
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】バルコニ
ー面足場に消火器設置
【請負者説明文】足場に
設置しておけば勝手易に
移動できないのでいざと
ゆう時なくなっているこ
とがなくとても良い。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】バルコニ
ー面足場に消火器設置
【請負者説明文】足場に
設置しておけば勝手易に
移動できないのでいざと
ゆう時なくなっているこ
とがなくとても良い。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】10階共用
廊下
【請負者説明文】上階か
らの漏水対策　現場員の
努力が見受けられる。
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】現場員に
よるチェック

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】外部階段
室廊下状況
【請負者説明文】床養生
されており危険なところ
もなく非常にきれいでし
た。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】外部階段
室廊下状況
【請負者説明文】床養生
されており危険なところ
もなく非常にきれいでし
た。

6



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】各階フロ
ア表示
【請負者説明文】誰が来
ても部屋番号タイプがわ
かる。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】現場員に
よるチェック

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】現場員に
よるチェック
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】現場内ル
ール掲示

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】現場内ル
ール掲示

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】現場内ル
ール掲示
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】月間工程
表の掲示
【請負者説明文】3日分の
作業工程を発表

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】月間工程
表の掲示
【請負者説明文】3か月分
の工程表を貼っている先
の工程が把握できるので
段取りがよい。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】職長紹介
の掲示
【請負者説明文】業者間
のつながりができるよう
に所長の発案
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】ノッチタ
ンクの設置状況
【請負者説明文】中和し
てから放流しているので
問題なし。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】設備資材
の状況
【請負者説明文】整然と
整理されている。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】アセ酸素
の設置状況
【請負者説明文】消火器
、固定状況OK
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】現場掲示
物
【請負者説明文】現場員
の心がまえの掲示思い当
たる節も多々ある。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】現場外観
状況
【請負者説明文】景観に
配慮されている。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】ごみ置き
場状況
【請負者説明文】分別回
収している。
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
ジェネ新神戸新築工事
【施工管理値】現場掲示
物
【請負者説明文】現場所
長の言葉
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プレサンス加納町2丁
目　安全パトロール
プレサンス加納町2丁
目　安全パトロール



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】足場状況
【請負者説明文】水平ネ
ットの設置

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】掲示版
【請負者説明文】現場か
らのお知らせ看板

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】喫煙所　
清掃道具の設置
【請負者説明文】非常に
きれい

1



【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】集合管設
置状況
【請負者説明文】型枠解
体後すぐ集合管設置。

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】スリーブ
養生状況
【請負者説明文】下階か
ら確認アンセン設置OK

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】階段状況
【請負者説明文】養生さ
れており危険要素等無。
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】消火器設
置
【請負者説明文】足場に
設置しなくならないので
よい

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】パトロー
ル状況

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】開口部表
示
【請負者説明文】手すり
設置
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【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】安全掲示
板
【請負者説明文】安全意
識の向上

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】安全掲示
板
【請負者説明文】安全意
識の向上

【写真タイトル】平成28
年度安全パトロール　平
成28年6月8日
【撮影箇所】プレサンス
加納町2丁目新築工事
【施工管理値】コンセン
トボックス
【請負者説明文】蓋は、
ちゃんとしまっている

4


