
改定日

NO.50 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

501 ⼯具類︓ワイヤーロープ

・⽉初めには必ず全てのワイヤーの点検を⾏う。
　点検は、点検⾊のテープを巻くだけではいけない︕
　破断、摩耗、腐食、キンク、うねり、曲り、つぶれ、傷・・・・が、廃棄基準に達していれば破棄する。
・⽟掛け作業を⾏なうときは、その日の作業を開始する前に当該ワイヤーロープ等の異常の
 有無について点検を⾏わなければならない。【クレーン則  第220条（作業開始前の点検）】
・現場で使用するワイヤーの太さは９mm以上の物とする

●⽟掛ワイヤーロープはグリースの乾燥，流失を防⽌するため，日光のあたる所や⾼温の場所を避け、できるだけ
　 屋内に保管する。⽌むを得ず屋外に保管するときは、⾬、露がかからないよう屋根・シートをかける。

●⽟掛け作業の資格は特別教育または技能講習の修了が必要です。
 ⽟掛け作業の資格は、使用するクレーンの最大吊上げ荷重が１トン以上では技能講習となります。
 つまり⽟掛け作業の資格は、吊上げる荷の重量ではなく、使⽤するクレーンの吊上げ荷重で決まります。

⽟掛ワイヤーの点検⾊ 「ミギアシ」

基準経緯、その他注意事項
　　　　　　　　　　　　　　　　　　【クレーン則】第219条、第219条の2、第220条

玉掛け作業に使⽤

台付ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟは、
玉掛け作業には
使⽤できません



改定日

NO.50 分類

基
準
内
容

依拠 その他

　

　

備考︓ 使用期間 １，常時、⼀般的な屋内環境で使用する場合・・・使用開始後7年経過したもの
２，常時、⼀般的な屋外作業で使用する場合・・・使用開始後3年を経過したもの
※⼀日の日照時間が3時間に相当　　※紫外線や熱の影響する過酷な環境下では短縮

・作業所にて使用するベルトスリングにおいて点検を
実施し不備のない状態を確認して使用する。
・オレンジとグリーンの2色のベルトスリングはオレンジが外
面、グリーンを荷物面とする。
・点検テープは重ねが少ない部分に表示する。

　

社　内　基　準 2021.9

502 ⼯具類︓ベルトスリング

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

点検色



改定日

NO.50 分類

基
準
内
容

依拠 その他

 
 

備考︓ マルチ⼩型切断機という⼯具であれば、ノコ⻭も使⽤可。
・砥⽯交換は、『研削砥⽯特別教育』修了者しか出来ません。

基準経緯・その他注意事項
・安衛則︓第28、29条（安全装置等の有効保持）
・資格のない雑⼯にサンダーにて鉄筋切断を依頼して切傷する災害連続発生⇒無資格者の使用禁止

　

・交換した場合は３分間の空転。使⽤前には１分間の試運転

社　内　基　準 2021.9

503 ⼯具類︓⾼速カッター・ディスクグラインダー

　・電動⼯具を⽤いて⽕花が発生する作業を⾏う場合は、消⽕器を設置し、引⽕の恐れが
　　ある物は片付けるか、または養生する。
　・⾼速カッター.グラインダー使⽤は、『研削砥石特別教育』の資格のあるものとする。
  ・適正な保護具（保護メガネ、防塵マスク等）を着⽤すること。
  ・ディスクグラインダーにチップソー（ノコ⻭）を装着しての切断は厳禁。
　・保護カバーを外しての使用は厳禁。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

消⽕器を準備

⽕花による引⽕の恐れあり ○︓⽕花⾶散防⽌ｶﾊﾞｰ

・保護カバーを外しての使⽤は厳禁
ディスクグラインダーにチップソー（ノコ⻭）

を取り付けての切断は厳禁

×︓軸の覆い
（センターキャップ）を
外しての使⽤は厳禁



改定日

NO.50 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓
注︓貯蔵の制限数量には空缶も数量に⼊れる ⇒　ガソリン携⾏缶（20Ｌ）２缶で即規制対象

・保管︓消防法第10条（政令26条）
・運搬︓消防法第16条（政令28条）

社　内　基　準 2021.9

504 ⼯具類︓ガソリン・軽油等の容器と保管量

・ガソリンや軽油を運搬、保管する場合、危険物保安技術協会（KHK)の
　性能試験確認を受けた⾦属製容器（携⾏缶）を使用する。
・容器に直射日光が当たる場所や高温となる場所には保管しない。
・保管場所(倉庫等)には消火器を配置し、火元責任者の氏名を表示する。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

ガソリン・軽油は⾦属製容器に限る 灯油はポリタンク使用可

現場では、露天やトラック荷台に仮置きしたり、軽油をポリタンクで保管するケースが散⾒される。

運搬時の容器の制限 ガソリン︓運搬用⾞両の場合60L以下 乗用⾞の場合22L以下
軽油・灯油︓運搬用⾞両、乗用⾞ともに60L以下

制限を受けない運搬量︓ガソリン=指定数量（200L）未満
軽油・灯油=指定数量（1000L）未満

※同時運搬︓ガソリンと軽油の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1未満

貯蔵の制限 単独貯蔵、同時貯蔵に係らず、
指定数量の1/5倍未満の場合、規制は受けない
指定数量の1/5倍〜1倍未満の場合、火災予防条例の規制を受ける
指定数量以上の場合、消防法令の規制を受ける

※同時貯蔵の計算例
ガソリン10L+軽油50L ⇒ 10/200+50/1000＝1/10 規制は受けない
ガソリン20L＋軽油100L ⇒ 20/200＋100/1000＝1/5 規制を受ける



改定日

NO.50 分類

基
準
内
容

依拠 その他

 

備考︓

基準経緯・その他注意事項
※安衛法︓第20条（事業者の講ずべき措置等）、第31条（注⽂者の講ずべき措置）

 

社　内　基　準 2021.9

505 工具類︓溶接機（溶接棒ホルダー、キャプタイヤジョイント）

・現場で使用する溶接機のホルダーは、欠損等の無いものとする。
・不備があるものは使用禁⽌とする。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

ホルダーの絶縁物欠損があり
⾦属部分が露出

⾦属部分を直接触ると感電・
火傷の恐れあり

＜ アーク溶接作業での感電災害に注意しましょう︕＞
① 溶接棒ホルダーの絶縁物欠損、キャプタイヤケーブルの絶縁被覆が劣化、破損したものは使用禁⽌︕
② 作業中断、終了時の溶接棒ホルダーの取扱いに注意︕
（⽴ち⾺・⾜場・ハシゴにホルダーを引っ掛け、昇降時に感電する事例があります）
③ 電撃防⽌装置は必須︕また、電撃防⽌装置の作業開始前動作確認も必須︕
④ 夏季は特に発汗による感電重⼤災害に注意し、服装などにも注意する︕

⾦属部分を直接触ると感電・
火傷の恐れあり

ホルダー

ケーブルジョイント



改定日

NO.50 分類

基
準
内
容

依拠 その他

　

備考︓

基準経緯・その他注意事項
※過去災害あり

社　内　基　準 2021.9

506 工具類︓ボードカット定規

・内装工事等で使⽤する⽯膏ボードのカットは、作業台の上で⾏うこと。

・カットを⾏う定規は取っ⼿のある物を使⽤すること。

・取扱時は耐切創⼿袋を使⽤すること。社内基準 106　参照

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

ボード作業台

カット定規
取っ⼿がついて
いるので、しっか
り固定でき、安
全に作業をする
事が出来る。

取⼿

床上で不安定な姿勢での作業、取っ⼿の無い定規で
作業をしない︕



改定日

NO.50 分類

基
準
内
容

依拠 その他

　

備考︓

基準経緯・その他注意事項
・H22年「ﾛｰﾌﾟによる荷上げ作業時、落下による災害」事例あり。

社　内　基　準 2021.9

507 工具類︓⼿上げ⽤吊具

・ﾛｰﾌﾟを使って荷（上げ・下げ）作業を⾏う場合、専⽤ﾌｯｸ+ﾛｰﾌﾟを使うこと

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

スリーエッチ
ファンドリーフック
（ラッチ付）

専⽤ロープ
クレモナSロープ（16Φ）

親綱・墜落制⽌⽤器具フックを⽤いての吊り荷作業禁⽌



改定日

NO.50 分類

基
準
内
容

依拠 その他

① 現在市販されている【ヒルティ・HiKOKI（旧　日⽴⼯機）・BOSCH】３メーカーの
ハンマードリルには、トルクリミッターや安全クラッチなどの反動防止機能が装備されている。
マキタについては、一部の機械に「安全装置が装備されていない」ので注意が必要。
削孔径が１０ｍｍ未満と小さい物用の機械（機械⾃体の⼒が弱いため）未装備。
※「10年程前から、ほとんどのメーカーでほぼ標準装備されている。」（あるメーカ―へのヒアリング）

② アクティオ・レンタルのニッケン・レントなどのリース会社でもカタログ上は、安全装置
（反動防止機能）が装備されている物をリースしている。
※　リース会社から借りる時は、安全装置が装備されている物かどうかを事前確認する。
（カタログ以外の在庫機種をリースしている事があるため。）

※ 補助ハンドルなど装備品を、正しく取り付けて使用する。
安全装置付きだからと油断せず、しっかりと⼒が⼊る姿勢と位置で削孔作業する事が重要。
※　H22.7.28に発⽣した事例は、クラッチ付きの機械を使用している。

備考︓

基準経緯・その他注意事項
・過去に災害事例あり。(H16.7.31、H19.1.26、H19.8.2、H19.8.10、H21.8.7、H22.7.28、R2.9.26）

社　内　基　準 2021.9

508 ⼯具類︓ハンマードリル

・始業前点検を実施する。
・適正な保護具(保護メガネ、防塵マスク)を使用する。
・⼒の⼊る姿勢と位置で作業する。
（原則、肩より⾼い位置では作業を⾏わない。）
・反動防止機能が装備されている機械を使用する。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

補助ハンドルを正しく装着

保護具
防塵マスク（国家検定品）
（使い捨て式と取替え式有り

社内基準107）

保護メガネ

耐切創⼿袋



改定日

NO.50 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓  ※ ⼆次製品はプレカットを推奨する。

基準経緯・その他注意事項
・過去に災害事例あり。(2020.10.24、　2020.10.29、　2021.08.30）
・メーカーの取扱説明書に記載

社　内　基　準 2021.11

509 工具類︓エンジンカッター
・始業前点検を実施する。
・作業時には適正な保護具（保護メガネ、防塵マスク、耐切創⼿袋）を使⽤し、
　安定した姿勢で作業する。
・作業ヤードを平坦に仕上げ、受け台（枕⽊）を適切な位置に配置し、切断時に
　切断⾯がせって刃がロックしないようにする。　⇒　せりあい防止
・刃の上半分で切断しない。　⇒　キックバック防止

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

ヘルメット +
フェイスシールド

チャップス

取扱方法
・始業前点検（刃の取付状態・カバーの取付状態・異⾳の有無）の実施。
・適正な保護具（保護メガネ、防塵マスク、耐切創⼿袋）の使⽤。
・作業足元の確認と製品の固定状況の確認。
・キックバック、滑りの無いように両⼿で確実に持つ。
・ゆっくり回転させて切⼝（溝）を作ってから回転を上げて切断作業をする。

せりあい防止

受け台（枕⽊）を適切な位置に配置

○

×

キックバック防止

刃の上半分で
切断しない。

下から上に切らない。

保護具

防塵マスク（国家検定品）
（使い捨て式と取替え式有り

社内基準107）

保護メガネ

耐切創⼿袋

※切断するモノの
形状に合わせて、
受け台を置く位
置を事前に検討
すること

※作業に当たっては、上記保護具の着⽤を必須とする



改定日

NO.50 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓  空焚き防止機能付き商品の使用を推奨

基準経緯・その他注意事項
・過去に災害事例あり。(2022.02.02）
・メーカーの取扱説明書に記載

社　内　基　準 2022.02

510 工具類︓投げ込みヒーター
・始業前点検を実施する。
・メーカーの取扱説明書の記載内容を厳守する。
・ポリバケツや樹脂製バケツは空焚きで火災の原因となるため鉄バケツを使用する。
（作業終了時、鉄バケツ内に物を存置しない）
・鉄バケツ周囲に可燃物を置かない・万が一に備え消火器を配置する。
・作業終了時、休憩時に電源プラグを確実に抜く。⇒ ダブルチェック(職⻑・職員)

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

取扱方法
・始業前点検の実施。 ・ステンレス製やブリキ製のバケツを使う。
・通電中は端子部やヒーター部に触れない。 ・水の中に投入してからプラグを電源に差込む。
・ヒーターを水中より取出す時は必ず電源プラグを抜く。 ・ヒーターの空炊きは絶対にしない。

樹脂バケツ試験
･ポリエチレン製バケツ（耐熱温度 100℃）によるメーカー試験

・ポリプロピレン 発火点420℃
・ポリエチレン 発火点349℃

3.5時間後
ヒーター露出

ヒーター露出し
赤くなる

バケツ底面
から燃焼

災害事例



改定日

NO.60 分類

基
準
内
容

依拠 その他

 ① ガス等の容器の取扱い（安衛則 263 条）

備考︓

 ・溶解アセチレン容器は空、充にかかわらず⽴てて置く。

社　内　基　準 2021.4

601 ガス器具関連︓ガス切断機（酸素・アセチレン）

・逆火防止装置、ボンベカバー、空充シール、消火器、石鹸水、転倒防止設備が
　無い場合、現場には持ち込めません。
　
・現場に持ち込めるアセチレンガスの本数は５本以内とする。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

※安衛則︓第263条（ガス等の容器の取扱い）　　　　H20.9　是正勧告あり

１．ガス切断機の安全管理

 ・容器の表⾯温度を４０℃以下に保つ。（直射日光が当たらないようボンベカバー等で覆う）
 ・転倒させない。（台⾞、⽀柱等に固定する。なお固定にロープ等を使⽤する場合、不燃性のものを⽤いる）
 ・空、充の区別を明示する。（空充シールを使⽤する）

※ 何故アセチレン容器は⽴て置きにしなければならないのか︖
溶解アセチレン容器の内部にはアセチレンを溶かし込むための有機溶剤（アセトン溶液等）が充填されており、アセチレン
が無くなっても横にするとバルブから有機溶剤が流れ出す可能性がある。空気中に流出したアセトン溶液は気化・放散
し、火源があると爆発する。

圧縮アセチレンガスは、政令の定めで重量で40㎏以上を貯蔵する場合には届出義務がある。
（直径26ｃｍ ⾼さ100ｃｍ程度の溶解アセチレン容器の容量は約7ｋｇ、6本以上貯蔵する場合は届出義務が発⽣）

＋石鹸水



改定日

NO.60 分類

基
準
内
容

依拠 その他

 

　⾞両⽤警戒標（⿊地に蛍光⻩⽂字）

社　　内　　基　　準 2021.4

602 ガス機具関連︓⾼圧ガス運搬 ①

・酸素、アセチレンガス、プロパン等の⾼圧ガスを⾞に積載して運搬する際の
　基準は以下の通りとする。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

※⾼圧ガス保安法　（第23条）
※経済産業省令「⾼圧ガス運搬時における移動に係る技術上の基準等の遵守について」

　通常、⼯事⽤の⾞両で⾼圧ガスボンベを運搬する場合、経済産業省令「⾼圧ガス運搬時における移動に係る
　技術上の基準等の遵守について」のうち、“バラ積み容器等のその他の場合における移動”に該当します。
　以下の項目を守り、⾼圧ガス運搬時の安全確保に努めて下さい。

(1)警戒標の掲示

⼀般⾼圧ガス保安規則関係例⽰基準　1-4による
「⾞両の前⽅および後⽅から明瞭に⾒える場所に掲げること。」

標準寸法は、横寸法を⾞幅の30％以上、縦寸法を横寸法の20％
以上の⻑⽅形。
⾞幅1.7ｍ以下（⼩型⾃動⾞） W510×H110mm
⾞幅1.98m W600×H120mm

(4)突出したバルブのある液化石油ガスの充てん容器等には固定式プロテクター又はキャップを施す

(5)容器の転落、転倒防⽌措置、バルブの損傷防⽌措置、粗暴な取り扱いの禁⽌

それ以上 W750×H150mm
※ただし正⽅形又は正⽅形に近い形状の警戒票を⽤いる場合には
  その面積を600平⽅cm以上とすること。

(2)⼀般複合容器等は刻印等の年⽉から15年を経過したものは使⽤禁⽌

(3)容器の温度は40度以下に保つ（⽇よけの設置、ボンベカバーの装着）



改定日

NO.60 分類
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準
内
容

依拠 その他

類　別

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

社　　内　　基　　準 2021.4

603 ガス機具関連︓⾼圧ガス運搬 ②

・酸素、アセチレンガス、プロパン等の⾼圧ガスを⾞に積載して運搬する際の
　基準は以下の通りとする。

※⾼圧ガス保安法　（第23条）
※経済産業省令「⾼圧ガス運搬時における移動に係る技術上の基準等の遵守について」

(6)混載の禁止･･･①充てん容器等と消防法危険物
　※消防法危険物は第1類から第6類まであるが、そのうち通常の鉄道工事、土木工事において⾼圧ガス運搬
　　⾞両に混載する可能性のあるの危険物は下表の「第2類　可燃性固体」及び「第4類　引⽕液体」である。

性　　質 品　　　　　　　　　　名

第2類 可燃性固体 硫化りん，⾚りん，硫⻩，鉄粉，⾦属粉，マグネシウム
引⽕性固体

第4類 引⽕性液体

特殊引火物（発⽕点が100℃以下又は引⽕点が－20℃以
下で沸点が40℃以下）︓エチルエーテル，⼆硫化炭素，酸化
プロピレン等
第一石油類（引火点21℃未満）︓ガソリン、ベンゼン、アセト
ン、トルエン、ヘキサン等
アルコール類（炭素原⼦が1〜3の飽和⼀価アルコール）︓メタ
ノール、エタノール等
第二石油類（引火点21℃以上70℃未満）︓灯油、軽油、
テレピン油等
第三石油類（引火点70℃以上200℃未満）︓重油、クレオ
ソート油、グリセリン等
第四石油類（引火点200℃以上）︓タービン油、シリンダー
油、エンジンオイル、ギアー油等
動植物油類︓アマニ油、ヒマワリ油、⼤⾖油、ナタネ油等

(7)混載の禁止・・・②塩素の充てん容器等とアセチレン、アンモニア、水素の充てん容器等

(8)可燃性ガス(液化石油ガスを含む)及び酸素の充てん容器等を同一⾞両で移動する時は、これらの充てん
　　容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること

(9)毒性ガスの充てん容器等には木枠又はパッキンを施すこと
　※毒性ガスとは、じょ限量が200ppm 以下のガスを⾔い、亜硫酸ガス、アンモニア、⼀酸化炭素、塩素、
　　クロルメチル、クロロブレン、シアン化⽔素、⼆硫化炭素、フッ素、ベンゼン、硫化⽔素などがある。
　　じょ限量とは、「⼀般の⼈が有毒ガスなどを含んだ環境の下で、中程度の作業をして１日８時間経過し、かつ
　　⻑時間継続しても健康に障害を及ぼさない程度の程度の有害ガスの濃度をいう」



改定日
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2個以上

1個以上

1個以上

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

社　　内　　基　　準 2021.4

604 ガス機具関連︓⾼圧ガス運搬 ③

・酸素、アセチレンガス、プロパン等の⾼圧ガスを⾞に積載して運搬する際の
　基準は以下の通りとする。

※⾼圧ガス保安法　（第23条）
※経済産業省令「⾼圧ガス運搬時における移動に係る技術上の基準等の遵守について」

(10) 可燃性ガス(液化⽯油ガスを含む)⼜は酸素の充てん容器等⾞両により移動する場合は、消⽕設備、
　　　　防災資材、⼯具等を携⾏すること

　　　　　　　消火設備（消火器）の選定

移動するガス量による区分
消火器の種類 備付け

個数消火薬剤の種類 能⼒単位

品　　　　　名 仕　　　　　　　　様

圧縮ガス100m3又は
液化ガス1tを超える 粉末消火剤 Ｂ-10以上

圧縮ガス15m3を超え100m3以下
又は液化ガス150kgを超え1t以下 粉末消火剤 Ｂ-10以上

圧縮ガス15m3又は
液化ガス150kg以下 粉末消火剤 Ｂ-3以上

　　　　　　　防災資材、工具等(酸素・可燃性用)

　赤旗
　赤色合図灯又は懐中電灯 ⾞両備付け品でよい
　メガホン
　ロープ ⻑さ15ｍ以上のもの2本以上
　漏えい検知剤
　⾞輪⽌め 2個以上

　容器バルブ開閉用ハンドル
移動する容器に適合したもの
※⾞両に固定した容器及び容器にバルブ開閉用
　ハンドルが装着されている場合を除く。

　容器バルブグランドスパナ
　又はモンキースパナ

移動する容器に適合したもの
※⾞両に固定した容器の場合を除く。

　革手袋
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矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

社　　内　　基　　準 2021.4

605 ガス機具関連︓⾼圧ガス運搬 ④

・酸素、アセチレンガス、プロパン等の⾼圧ガスを⾞に積載して運搬する際の
　基準は以下の通りとする。

※⾼圧ガス保安法　（第23条）
※経済産業省令「⾼圧ガス運搬時における移動に係る技術上の基準等の遵守について」

(11)毒性ガスの充てん容器等を移動する場合は緊急⽤具を携⾏すること
緊急⽤具（高圧ガス緊急防災工具）

　　　2.２０人以上の患者を入院させる施設を有する病院

緊急⽤具の内容物
⾚旗、⾚⾊合図灯、メガホン、発炎筒、ロープ、漏洩検知スプレー、⽊槌、ペンチ、
プライヤー、⽊栓、ゴムチューブ、はさみ、ナイフ、⾰⼿袋、バルブ開閉ハンドル、針⾦、
ゴムシート、鉛版、紙粘土、シールテープ、アルミ栓、アルミ栓打込ポンチ、工具ケース、
工具バッグ、⾞⽌め折り畳み式（2個)、イエローカード

(12)除害の措置を講ずること(アルシンまたはセレン化水素)

(13)駐⾞する場合、第⼀種及び第⼆種保安物件の密集地を避け、 交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。
　　移動監視者⼜は運転者は、やむを得ない場合を除き⾞両を離れないこと。
　　※第一種保安物件
　　　1.小学校、中学校、⾼等学校、中等教育学校、⾼等専門学校、特別支援学校及び幼稚園

　　　3.収容定員300人以上の劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
　　　4.収容定員20人以上の児童福祉施設、⾝体障害者支援施設、⽼人福祉施設、⽼人ホーム、⺟⼦福祉
　　　　施設、障害者職業能⼒開発校、介護⽼人保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター等
　　　5.重要⽂化財、重要有形⺠俗⽂化財、史跡名勝天然記念物、重要な⽂化財として指定された建築物等
　　　6.博物館



改定日
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備考︓

　　　第⼀種保安物件以外の建築物であって、住居の⽤に供する⼀般の⼾建住宅や集合住宅。

社　　内　　基　　準 2021.4

606 ガス機具関連︓⾼圧ガス運搬 ⑤

・酸素、アセチレンガス、プロパン等の⾼圧ガスを⾞に積載して運搬する際の
　基準は以下の通りとする。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

※⾼圧ガス保安法　（第23条）
※経済産業省令「⾼圧ガス運搬時における移動に係る技術上の基準等の遵守について」

　　　7.⼀日に平均2万⼈以上の者が乗降する駅の⺟屋及びプラットホーム
　　　8.百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする
　　　　建築物であって、その⽤途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
　　※第二種保安物件

(14)特殊⾼圧ガスを移動する場合、移動監視者を同乗させること、⻑距離の運転は2名で⾏うこと。
　　※特殊⾼圧ガス（モノシラン、ジシラン、アルシン、ホスフィン、ジボラン、モノゲルマン、セレン化水素）は
　　　通常の工事では取り扱うことは無い。

(15)可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の⾼圧ガスを移動する場合、⾼圧ガスの名称、性状及び移動中の災害
　　防止の為に必要な注意事項を記載した書面【イエローカード】を運転者に携帯させ順守させること。


