
改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓

社　内　基　準 2021.4

301 強風対策 ①︓強風時の外部⾜場の倒壊防⽌対策

・強風時（10分間の平均風速が10m／ｓ以上）の外部⾜場の倒壊防⽌
　対策は別紙対策資料を最低限厳守すること。

・クレーン等の対策は別紙「701︓クレーン・ロングＥＶの強風対策基準」による。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

　基準経緯、その他注意事項
2013.09
⻄日本⽀社 改修現場にて台風18号の影響により⾜場が倒壊する第三者災害発⽣（負傷者1⼈、破損⾃動⾞2台、⾃転⾞1台他）

強風時（10分間の平均風速が10m／ｓ以上）の
外部足場等の倒壊・飛散防止対策

強風が予想される場合は、足場を倒壊させないために現在設置している足
場について、別紙の対策を最低限厳守すること。また、その他飛散物・倒
壊による第三者災害が発生しないよう点検と対策を講じること。

倒壊・飛散対策の徹底と、天気予報をよく確認し、情報収集をすること。



別 紙



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

社　内　基　準 2021.4

302 強風対策 ②︓台風・突風時の外部⾜場の倒壊防⽌対策

・台風及び突風時（17m／ｓ以上）の外部⾜場の倒壊防⽌対策は
 別紙対策資料を最低限厳守すること。

・クレーン等の対策は別紙「701︓クレーン・ロングＥＶの強風対策基準」による。

　基準経緯、その他注意事項
2013.09
⻄日本⽀社 改修現場にて台風18号の影響により⾜場が倒壊する第三者災害発⽣（負傷者1⼈、破損⾃動⾞2台、⾃転⾞1台他）

台風及び突風時（17m／ｓ以上）の外部足場の倒壊防止対策

強風が予想される場合は、足場を倒壊させないために現在設置している足場
について、別紙の対策を最低限厳守すること。また、その他飛散物・倒壊に

よる第三者災害が発生しないよう点検と対策を講じること。

倒壊・飛散対策の徹底と、天気予報をよく確認し、情報収集をすること。



別 紙



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

　
1） 枠組み足場

枠組足場の最下部に使用するベースジャッキは厚生労働大臣の定める構造規格により
「最大使用高さ350ｍｍ以下」とされています。

① ロングジャッキ付ベースの持込み禁止。
② 最大使用高さは、３５０㎜以下であること。
③ 柱脚に差し込むことが出来る部分の⻑さが９５㎜以上であること。

また、ベースジャッキはハンドルの繰り上げ高さにより許容⽀持⼒が下表のように変化します。

2） クサビ式足場
下記の条件を全て満たす場合は、専用ジャッキベースの使用高さは５００㎜まで使用を認める。

① 足場の最高高さが３１ｍ未満の場合
② 社団法人仮設工業会が定める認定基準を満たす製品を使用する場合
③ 社団法人仮設工業会試験書のある製品を使用する場合

但し、下記のケースはジャッキベースの使用高さは３５０mm以下とする。
① 型枠⽀保工として使用する場合
② 所轄の労基署から認められない時
③ 既に高さ３５０㎜までの足場組⽴図にて届出している作業所

備考︓

基準経緯・その他注意事項
・安衛法︓第42条
特定機械等以外の機械等で、別表第⼆に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用する
もの⼜は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めれるものは、厚生労働大臣が定める規格⼜は安全装置
を具備しなければ、譲渡し、貸与し、⼜は設置してはならない。

※ かねなか製品のベースジャッキ Ａ-751の場合は製品⻑が400㎜、使用高さは305㎜以下。

社　内　基　準 2021.4

303 足場関連基準︓ロングベースジャッキ使用禁止

・枠組み足場にはロングジャッキ付きベースは使用禁止。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓

基準経緯・その他注意事項
・安衛則︓第552条
　 四  墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備を設けること。　イ　⾼さ⼋⼗五センチメートル以上の⼿すり⼜はこれと同等以
上の機能を有する設備（以下「⼿すり等」という。）　ロ　⾼さ三⼗五センチメートル以上五⼗センチメートル以下の桟⼜はこれと同
等以上の機能を有する設備（以下「中桟等」という。）

社　内　基　準 2021.4

304 足場関連基準︓⼿摺⾼さ

・足場の⼿摺は、下記の様に設置する
（※印は法規寸法）

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

単管手摺 H900

中桟 H450

単管手摺 H900

中桟 H450



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

 

※ 法的には「通路」についての「⼱⽊」の必要性の記載は無い。ただし、通路上に資材を置いた場合は
 作業床と⾒なされ⼱⽊が必要となる。作業員の安全性を考慮して通路⾜場にも⼱⽊を設置する。

備考︓ 掘削計画図を作図後、基礎を考慮して速やかに⾜場計画図を作り準備しておく。

基準経緯・その他注意事項
　・　安衛則︓第563条、564条
　・　基発第0311001号（ラッセルネット不可）

社　内　基　準 2022.9

305 仮設材料関連︓通路⾜場

・Ｈ=2.0m以上の設備は２段手摺と⼱⽊が必要

・Ｈ=2.0m未満の⾜場において２段手摺は必要、⼱⽊は省略できない

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

・中桟手摺
H=450

・手摺
H=900以上(社内基準)

・作業床の幅
W=400以上

・床の隙間
w=30以下

・⼱⽊（ラッセルネット不可）
Ｈ=100以上

・床材と建地との隙間
W=120未満



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

　

備考︓ マンションで高層部（５０ｍ以上）については全スパン壁つなぎ設置が必要。
⾜場設置届図を良く確認すること

基準経緯・その他注意事項
・安衛則︓第570条5

社　内　基　準 2021.4

306 ⾜場関連基準︓⾜場壁つなぎ

・クサビ式⾜場において手摺からの壁つなぎ設置は禁止する。
・建地または、建地に⽔平材をクランプで固定した材料からとること。
・外部⾜場組⽴図通り、⾜場の計算で定められたピッチで、強固に取付けること。
・建物と直角になるよう設置し、15度以内とする。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

壁つなぎ最大間隔 ※安衛則

単管本⾜場（クサビ連結）
垂直 5ｍ（２層）

⽔平 5.5ｍ（３スパン）

枠組⾜場
垂直 9m（5層）

⽔平 8m（4ｽﾊﾟﾝ）

⾜場外面状態

シート・防音パネル

養生メッシュシート

垂直方向（m） ⽔平方向（m）

2層以内

2層以内

１ｽﾊﾟﾝ以内

２ｽﾊﾟﾝ以内

枠のみ 3層以内 3ｽﾊﾟﾝ以内

くさび緊結式足場の注意事項

壁つなぎを建地から取付け出来ない場合、
布単管を建地にクランプ結束し、そこから

取るようにする。
⾜場の手摺からの壁つなぎ設置はNG

（クサビ部分の溶接強度不⾜を考慮）

シート等の養
生を設置して
ない場合

壁つなぎ最大間隔 ※社内基準



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

　

備考︓

基準経緯・その他注意事項
・安衛則︓第570条

社　内　基　準 2021.4

307 ⾜場関連基準︓拡幅枠・朝顔壁つなぎ

・拡幅枠や朝顔を使用する場合、下記の様に壁つなぎ位置が変わるので
　注意すること。
　　※拡幅枠︓上下　1層×１ｽﾊﾟﾝ
　　※朝顔　︓上下　２層×２ｽﾊﾟﾝ
・外部⾜場組⽴図に記載された壁つなぎ個所に適切に設置すること。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

拡幅枠使用時
壁つなぎ設置位置

朝顔設置時
壁つなぎ設置位置



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

1200枠＝アンチ（200kg）+アンチ（200kg）＝400kg

900枠＝アンチ（200kg）+ハーフアンチ（120kg）＝320kg

600枠＝アンチ（200kg）＝200kg

基準経緯・その他注意事項
・安衛則︓第655条　（H26.5　最⼤積載表⽰未設置において是正勧告あり）
　 ⼀  構造及び材料に応じて、作業床の最⼤積載荷重を定め、かつ、これを⾜場の⾒やすい場所に表⽰すること。
・安衛則︓第562条　（最⼤積載荷重の周知と表⽰）
　 事業者は、⾜場の構造及び材料に応じて、作業床の最⼤積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。

備考︓

社　内　基　準 2021.7

308 ⾜場関連基準︓⾜場の最⼤積載荷重

・⾜場の最⼤積載荷重表⽰において
　　1200枠︓400kg/ｽﾊﾟﾝ　（200kg+200kg）
　　900枠　︓320kg/ｽﾊﾟﾝ　（200kg+120kg）
　　600枠　︓200kg/ｽﾊﾟﾝ　（200kg　１枚）
　　W250　︓120kg/ｽﾊﾟﾝ　（120kg　１枚）
　（ステージ等の設置については、構造計算した場合のみとする）

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

200kg 120kg



改定日

NO.30 分類
基
準
内
容

依拠 その他

※ Ｓ造も同様とし、審査会にて決定する。

　
足場作業床と層間ネットは高さを揃える。

※ RC造〈壁付（妻面）〉は、建枠 3段毎に設置する。
　　バルコニー側は建物 2層毎の直下に設置する。
※ Ｓ造は計画審査会等にて決定する。

　

RC造の最下部は、鋼製足場板とする。
※ Ｓ造・解体工事物件では、計画審査会等の指示による。
※ RC、S造ともに外部からの出入り口は限定し、上部は躯体との

　 隙間が発生しないよう合板等で養生をする。

備考︓

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

社　内　基　準 2021.7

309 足場関連基準︓落下物に対する防護

・ 足場と壁（躯体）の層間養生は下記事項を厳守すること。
・ 上下作業にならないよう、朝礼・昼礼等で関連作業内容の打合せを密に⾏う。
・ やむを得ず外す場合は、職員への届出と復旧の報告を厳守させること。

基準経緯・その他注意事項
　　　　　　　　　※ 層間ネットの隙間からの落下物による労災事故が数件発生している。

高層建物は途中階で、鋼製足場板+合板等で隙間無く防護する。

※ 仮設計画図の「足場断面図」に記載された位置に設置する。

ﾍﾞﾆﾔ t=12

RC造

基準階

最下部

仕上工事との区画

S造
作業床とネット高さを揃える

作業床と層間養生高さを揃える



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

 

〈参考〉　アルミ製︓⾃在階段

（踏面は水平）

ハシゴ+安全ブロック
（手摺部にネットブラケットを使用）

・安全ブロックのフックは、フルハーネスのＤ環に取付ける。
・必ず両手・両⾜の3点を掛けて昇降する。
・物を持って昇降しない。

備考︓

【労働安全衛生規則（526条）】
「事業者は、⾼さ⼜は深さが１.５ｍをこえる箇所で作業を⾏なうときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備
等を設けなければならない。

（安全ブロックのフックが腰より⾼い位置になるよう設置）

社　内　基　準 2021.9

310 ⾜場関連基準︓昇降設備

通路⾜場・法肩から掘削床までの昇降設備は
　
①コンビステップ + 2段手摺
②ハシゴ + 安全ブロック
③階段枠 + 2段手摺
④アルミ階段等（下記〈参考〉）を設置すること。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

ネットブラケット
（可倒式）

安全ブロック

ハシゴ



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

　

　
備考︓

※ 改修工事等のメッシュシート基準は、審査会にて決定する。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

社　内　基　準 2021.4

311 足場関連基準︓足場養⽣⽤シート

・外部足場全面養⽣は「養⽣メッシュシート(防炎Ⅰ類)」の使⽤を基本とする。
・外部足場に防音シート等を使⽤する場合は防炎Ⅰ類を使⽤する事。
・垂直ネットを使⽤する場合は、25mm目以下を使⽤する事。
・基準外（２類等）の養⽣シート等の使⽤に関しては、仮設審査会等の
　審査で承認が必要である。

基準経緯・その他注意事項等

H27年に外部足場シート（防炎ターポリンシート）が突風によりめくれ、足場上のガラ・釘等が隣地駐⾞場に⾶散し、駐⾞⾞両を
破損させた事例あり。

足場にメッシュシートを張る場合
1類を使用する。

建築シートを使⽤する場合も
１類を使用する。

垂直ネットを張る場合は、25mm目以下を使用

災害事例

シート設置期間に応じ
て組紐の劣化にも注
意すること。



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓

基準経緯・その他注意事項
・過去に防護棚と⾜場シートの隙間から資材が落下し第三者（⼈⾝事故）災害が発⽣した事例あり。
・H30.05に近隣⾞両破損（クサビ式⾜場解体中、誤って⼿摺を落下させ、上吊り⽅式朝顔の⽅杖に当たって跳ねた）

社　内　基　準 2021.4

312 仮設材料関連︓防護棚（朝顔）

・⾜場防護棚を設置した場合、⾜場（メッシュシート）との隙間が発⽣する為
　隙間を無くす設備を設けること。

※ 上吊り⽅式は、吊り材に落下物が当たり朝顔を超えて⾶散する可能性が
　　高いため禁止する。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

隙間改善例
ラッセルネット15mm目

この部分の隙間をなくす
（ネット･桟⽊等で塞ぐ）



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

基準経緯・その他注意事項
・労働災害発生　　H29.05に被災（踏板の幅に適した伸縮ブラケットを使用していなかったため、何らかの衝撃で
　踏板のフックが外れた）

社　内　基　準 2021.4

313 ⾜場関連基準︓ブラケット使用規定

・外部⾜場にブラケットを設置する場合
　 鋼製布板（W500）⇒伸縮ブラケット　L500ー750
　 補助布板（W240）⇒伸縮ブラケット　L300－500を使用する。
　（伸縮ブラケット（L300－500）に鋼製布板（W︓500）を使用する事は禁⽌）

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

鋼製布板（W500)

補助布板（W240)

鋼製布板（W500)

伸縮ブラケットL300－500

伸縮ブラケットL300-500+鋼製布板
正規の位置につめ⾦具が設置不可

伸縮ブラケットL500－750

つめ⾦具を正規の場所へ
設置し先端を戻しナットを締める

つめ⾦具

伸縮ブラケットL500-750+鋼製布板
正規の位置につめ⾦具が設置可能

ボルトを締める



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

　

備考︓

　基準経緯・その他注意事項
　・　安衛則︓第528条（脚⽴の構造）
　・　脚⽴を⽀持物として⾜場板を掛け渡す場合には、⾼さに関係なく  「⾜場の組⽴て等の業務」特別教育の資格が必要

社　内　基　準 2021.9

314 ⾜場関連基準︓脚⽴⾜場

・作業において脚⽴⾜場を設置する場合は、下図を厳守して使⽤する。
・脚⽴⾜場以外では脚⽴を使⽤しない。（参照204)

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

← 杉板は使⽤禁止

突出部の⻑さ10cm以上
かつ⾜場板全体の1/18以下

⾜場板を2枚載せる場合
重ねの⻑さは20cm以上

20cm以上

10cm以上 1/18以下



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓

基準経緯・その他注意事項
　 ・  「⾜場の組⽴て等の業務」特別教育の資格が必要（移動したり、高さ調整をする場合があり資格が必要）
 　・　高さ5m以上の組⽴解体作業は、「⾜場の組⽴て等作業主任者」資格が必要
　 ・　過去にクサビ式900×1800のローリング⾜場で転倒事故発生

社　内　基　準 2021.7

315 ⾜場関連基準︓ローリングタワーの仕様

・ローリングを設置する場合は、１辺が1200mm以上になるように計画する。

・くさび式でローリングを組む場合、社内基準316を参照する。

・ローリング（枠・クサビ）には、『標示』『安全ブロック』『巾木』を設置する。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

安全ブロック
(フックが腰の
高さより高くな
るよう設置)

ローリング枠使用

幅木設置

アルミハシゴ

建枠幅と高さの関係（ｍ）

H≦7.7L-5
H︓高さ
L︓建枠幅または建枠幅＋控枠幅
1．控枠の高さが控枠幅の3倍以上の場合
2.　1以外の場合は控枠幅は1/2計算とする



改定日

NO.30 分類

組
⽴
基
準

使
用
基
準

依拠 その他

②　キャスターにセットしながら支柱

①　キャスターの間配り

　　 を⽴てる。
　　 ※　最下部の支柱はL=900
　　 　　（2コブ）を使用する。
③　相番者が支柱を保持しながら、
　　 次の支柱を⽴て根がらみで連
　　 結し、支柱４本を連結するま
　　 で繰返す。

　　 　　使用する場合の支柱間隔
　　 　　は1.8m×1.8mを基準と
　　 　　し、1.8m×1.2m以上と
　　 　　する。

社　内　基　準 2021.5

316 くさび緊結式⾜場を使用したローリングタワー組⽴⼿順
・ローリング⾜場として単独使用する場合の支柱間隔は1.8ｍ×1.8mを基準とし、1.8m×1.2ｍ
　以上とする。
・作業床高さは5.6ｍ以下とする。短辺の支柱間隔が1.2mの場合は3.8m以下とする。
・作業床の高さが5.6mを超える場合は控え枠（アウトリガー）を設けるか、少なくとも2スパン以上
　を連結して設置する。
・各面には全高に渡り筋かいを設ける。
・作業床の端部には、高さ90cm以上の位置に⼿摺、高さ45cmの位置に中さん及び高さ10cm
　以上の幅木を設ける。
・墜落制⽌用器具は作業者の体重に応じたショックアブソーバーのタイプとランヤードの⻑さを適切に
　選択する。

矢作基準

④　キャスターの固定

組
⽴
⼿
順

法規制 災害事例 パトロール指摘

基
準
内
容

・脚輪（キャスター）のブレーキは移動中を除き常に作動させておく。
・作業の為やむを得ず⼿摺、中さん等を取り外した時は、その必要が無くなった後、直ちに復旧する。
・同時に2名以上の者が昇降しない。
・ローリング⾜場に労働者を乗せて移動させてはならない。
・ローリング⾜場上ではしご、脚⽴などを使用してはならない。
・昇降設備付近に取扱責任者、取扱⼿順および最⼤積載荷重の標⽰をする。
・最⼤積載荷重

　　 ※　ローリングタワーとして単独

2m2未満 50kg　＋　作業床面積×100kg

作業床の面積 最⼤積載荷重
2m2以上 250kg



⑨　1層目の⼿摺・中さんを取付
　　 ける。

⑩　1層目の筋かいを取付ける。

　　 枠を取付ける。

　　（W=400×3）を取付ける。

⑧　はしご付き床付き布枠を取付
　　 ける。

組
⽴
⼿
順

⑤　支柱を追加する。

⑥　1層目の布材を取付ける。

⑦　1層目の床付布枠
　　（W=400×3）を取付ける。

⑫　2層目の布材を取付ける。

⑪　1層目の幅木を取付ける。

⑬　2層目の床付布枠

⑭　2層目のはしご付き床付き布

⑤支柱の追加

⑥布材の取付け

⑦床付布枠3枚
の取付け

⑬床付布枠3枚
の取付け

⑧はしご付き床付き
布枠の取付け

⑩筋かいの取付け

⑪幅木の取付け

⑫布材の取付け

⑨⼿摺・中さん
の取付け

⑭はしご付き床付き
布枠の取付け

はしご付き床付き布枠

はしご設置例

運搬・保管時は布わ
く裏面にはしごを収
納できます

㉑はしご付き床付き



⑮　2層目の⼿摺・中さんを取付
　　 ける。

　　（W=400×3）を取付ける。

㉑　3層目のはしご付き床付き布

⑱　支柱を追加する。

⑲　3層目の布材を取付ける。

⑳　3層目の床付布枠

組
⽴
⼿
順 　　 ける。

㉓　3層目の幅木を取付ける。

㉔　最⼤積載荷重、使用会社、
　　 使用責任者、使用方法等の
　　 標⽰をする。

⑯　2層目の筋かいを取付ける。

㉒　3層目の⼿摺・中さんを取付

＜完成＞

　　 枠を取付ける。

⑰　2層目の幅木を取付ける。

⑯筋かいの取付け

⑮⼿摺・中さん
の取付け

⑰幅木の取付け

⑲布材の取付け

⑳床付布枠3枚
の取付け

㉑はしご付き床付き
布枠の取付け

⑱支柱の追加

※ 手摺設置前に中
間の作業床で作
業する時は、墜落
制止用器具のフッ
クを支柱のできる
だけ高い位置に掛
けて作業を⾏う。

㉒⼿摺・中さん
の取付け

㉓幅木の取付け

㉔標⽰



解
体
⼿
順

①　3層目の幅木を取外す。

②　3層目の⼿摺・中さんを取外す。

④　3層目の床付布枠を取外す。

④　3層目の布材を取外す。

⑤　支柱を取外す。

⑥　2層目の幅木を取外す。

⑦　2層目の筋かいを取外す。
　
⑧　2層目の⼿摺・中さんを取外
　　 す。

⑦筋かいの取外し

⑧⼿摺・中さん
の取外し

⑥幅木の取外し

④布材の取外し

③床付布枠の
取外し

⑤支柱の取外し

②⼿摺・中さん
の取外し

①幅木の取外し

※ 手摺取外し後に中
間の作業床で作
業する時は、墜落
制止用器具のフッ
クを支柱のできるだ
け高い位置に掛け



⑱　相番者が支柱を保持しなが

解
体
⼿
順

⑨　2層目の床付布枠を取外す。

⑩　2層目の布材を取外す。

⑪　1層目の幅木を取外す。

⑫　1層目の筋かいを取外す。

⑬　1層目の⼿摺・中さんを取外
　　 す。

⑯　支柱を取外す。

＜完了＞

⑲　片付け

　　 ら根がらみを外す。

　　 げキャスターを抜く。
⑰　相番者と一緒に支柱を持ち上

⑭　1層目の床付布枠を取外す。

⑮　1層目の布材を取外す。

⑫筋かいの取外し

⑪幅木の取外し

⑩布材の取外し

⑬⼿摺・中さん
の取外し

⑨床付き布枠の
取外し

⑯支柱の取外し

⑮布材の取外し

⑭床付布枠の
取外し

⑰キャスターの取外し

⑱根がらみの取外し



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

　

備考︓

基準経緯、その他注意事項
　　　　　　　　　　　　・ステージ積載荷重︓1200kg

社　内　基　準 2021.4

317 足場関連基準︓ロングEVステージ

・仮設計画図の根太ピッチ（@900以内）等、仕様を厳守すること。

・ステージ上には、物を放置しない。
・ステージに使用する「⽊製足場板」は、仮設材料関連の⽊製足場板の仕様を厳守。
・ステージ床端部 ４周は、桟⽊を設置し物の落下防⽌設備を設ける事。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

205︓⽊製足場板仕様基準 参照

・落下防⽌⽤ 桟木平打ち（４周）
・根太ピッチは、計画図寸法厳守
・ステージ上に物を放置しない
・足場板の仕様厳守

・横捩防⽌単管 必要



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

　

　
備考︓

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

社　内　基　準 2021.4

318 足場関連基準︓枠組足場２段差し組⽴て禁⽌

　　・外部枠組足場のせり上げ手順は、１段毎に⾏わせること。

　　　　　　　２段差し組⽴てを禁⽌する

基準経緯・その他注意事項等

　　　　　2019.09 公衆災害発生（下記参照）

2段差し組⽴て禁⽌

災害事例



改定日

NO.30 分類

基
準
内
容

依拠 その他

.

備考︓

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘
基準経緯・その他注意事項
　 ・  建築の現場において適用する
　 ・　2021.03 公衆災害発生（下記参照）

1.　⾜場の組⽴解体作業前に、当該作業に関係する作業員に対し作業打合せ及び⼿順
　　の周知会を必ず実施する。
2.　材料は⼿渡しとし、仮置きを禁⽌する。
3.　職⻑は作業前に当該作業エリアの⽴⼊禁⽌措置及び表⽰をおこなう。
4.　未熟練⼯（おおよそ経験２年未満）は整備されていない⾜場での作業を禁⽌する。

社　内　基　準 2021.5

319 ⾜場関連基準︓⾶来・落下対策（その1）【建築限定】

仮設審査会にて具体的施⼯方法を協議する。
1）大組・大ばらしの採否
2）⾜場外部垂直ネット設置の有無及び⼿順（境界と隣接している場合）
3）追加保護棚設置位置及び段数（境界と隣接している場合もしくは⾼さ45ｍを超える⾜場）
4）先⾏⼿摺⼯法採用の有無

災害事例

材料の仮置き禁⽌⽴⼊禁⽌措置及び表⽰
材料⼿渡し


