
改定日

NO.70 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓ 強風対策資料 保管場所
安全環境部 > 0.社内基準等
安全環境部 > 004 社内基準

建設工事用クレーン、ロングＥＶの強風対策

＜ その他注意事項 ＞
・クローラークレーンはブーム・ジブを折りたたみ、寝かせる。

・杭打機等のキャタ式重機は、アウトリガーを設置し、ドリルを地中に入れ転倒防止する。
　　　※ 重機の向きはキャタ方向と風向きが直角にならないようにする。

Dropbox　　　
Desknet's　　　

社　内　基　準 2021.4

701 建設機械・⾞両関連︓クレーン、ロングＥＶの強風対策

・強風時の使用は厳禁。

・クレーン等の養生は下記の「風対策基準」、及び各リース会社及び
 当社の⼯務部担当者との打合せにより台風養生を⾏う。

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



改訂日

NO.70 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓

基準経緯・その他注意事項
　・「第１項第２号の「⾛⾏ブレーキをかける等」の「等」には、くさび、ストッパー等で⽌めることが含まれること。
　（昭和４７年９⽉１８日 基発第６０１号の１）」
※2014.10⽉/作業⾞の連結されていない輪⽌めを外さずに⾞両を前進させ、近くの作業員に輪⽌めがはねて負傷した。
※2019.7⽉/⾞線規制切替え時、規制⾞の連結されていない輪⽌めを存置させ、残った輪⽌めに⾞両が乗り上げ損傷した。

・通勤⾞両の輪⽌め設置については、各現場の判断・ルールとする。
・鉄道関係⼯事で使⽤する軌陸⾞・トロ等の鉄輪の輪⽌めは別途定めたルールによる。
・発注者の指示がある場合は、それに従う。

社　内　基　準 2021.4

702 建設機械・⾞両関連︓輪⽌め設置基準

・　現場に駐⾞する⼯事⾞両・荷役運搬⾞両の運転席から離れる時は、エンジンを
　⽌め、ブレーキを確実にかけ、逸⾛防⽌のため、⾞輪の前後に2個1組の輪⽌め
　(トラロープ連結)を設置する。
　
・⼯事⾞両・荷役運搬⾞両から離れる際は、必ずキーを抜く。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

⼯事⾞両・荷役運搬⾞両の運転席から離れる時は、原動機を⽌め、ブレーキを確実にか
け、逸⾛防⽌のため、⾞輪の前後に２個1組の輪⽌め(トラロープ連結)を挟む。
また、公道では外し忘れのないように連結ロープを⾞体（サイドミラーや荷台のフックな
ど）に掛ける。尚、個⼈⾞についてはこの限りではない。
夜間作業で⾞輪⽌めを使⽤する場合は、視認し易いよう、⻩⾊等の目⽴つ⾊の物、もしく
は反射テープを貼って使⽤する。

道具・資材を積んだ⾞両は荷役運搬⾞両となる。

連結ロープを⾞体（サイドミ
ラーや荷台のフックなど）に
掛ける

⻩⾊の物もしくは⻩⾊の反射テープ



改定日

NO.70 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160条
　　1　事業者は、⾞両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を 講じさせ
　　　なければならない。
　　　　一　 バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。
　　　　⼆ 　原動機を⽌め、かつ⾛⾏ブレーキをかける等の⾞両系建設機械の逸⾛を防⽌する措置を講ずること。
　　２　前項の運転者は、⾞両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなけれ
　　　ばならない。

社　内　基　準 2021.4

703 建設機械・⾞両関連︓建設機械離席基準

・重機の運転席から離れる場合、運転者は、バケット等を地上に下ろし、
　動⼒装置を停⽌し、キー（リモコンキー等含む）は必ず持って降りる

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

運転席から離れる時は・・・

バケットを地上に下ろす

輪⽌めを設置する

キー（リモコンキー等含む）は
必ず持って降りる



改定日

NO.70 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓

基準経緯・その他注意事項
　・クレーン等安全規則等７０条の4︓アウトリガーの位置

社　内　基　準 2021.4

704 建設機械・⾞両関連︓アウトリガー敷板

 ・⾞両積載形トラッククレーン（ユニック・カーゴクレーン）のアウトリガーは
   最大に張出して、専用の敷板を使用させること。

　※番木（厘木）等は使用禁止
　※ユニック⾞の運転⼿には「⽟掛け作業者」の資格が必要。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

※ 番木等は使用禁止専用の敷板

ユニック⾞の運転⼿には⽋かせない「玉掛け作業者」の資格。
吊り上げ荷重1t以上の⽟掛け作業を⾏うためには・・・・「⽟掛け技能講習」が必要。
吊り上げ荷重1t未満の⽟掛け作業を⾏うためには・・・・「⽟掛け特別教育」が必要。

※ 「つり上げ荷重」とは実際につり上げている荷物の荷重ではなく、操作している積載形
トラッククレーンが吊り上げできる最大吊り上げ荷重です。

アウトリガーを最大に張出しても設置した地盤が軟弱だと転倒の可能性があります。アウトリガーを設置する
地盤の状態を良く確認させ、専用の敷板を必ず使用させる。
番木等の簡易な使用は禁止です。



改定日

NO.70 分類

基
準
内
容

依拠 その他

 

備考︓

基準経緯・その他注意事項
　・  (H27.7.2)発⽣の災害事例より

社　内　基　準 2021.9

705 建設⾞両︓重機オペレーター墜落制⽌⽤器具

・重機運転者の墜落制⽌⽤器具を装着した状態での重機の運転を禁⽌します。
(誤操作防⽌)

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

旋回レバーにフックが引っ掛かった状
態で座り直したため、レバーが動いて
しまった。

旋回しバケットが作業員と接触



改定日

NO.70 分類

基
準
内
容

依拠 その他

 

【作業時の留意事項】
　・資格︓クレーン機能付き油圧ショベルの運転には「⾞両系建設機械」と「移動式クレーン」の2つの資格が必要
　・⽟掛け作業︓吊り上げ荷重1t以上のクレーンでの作業では、⽟掛け技能講習修了者
　　　　　　　　　　 吊り上げ荷重1t未満のクレーンでの作業では、⽟掛け特別教育修了者
　・作業計画書︓「クレーン機能付⾞両系掘削⽤機械作業計画書」を作成
　・吊り荷⾛⾏︓吊り荷の巻上げ量を地⾯から30cm以下とし、誘導員を配置する。

備考︓

基準経緯・その他注意事項
　　・安衛則第164条︓主たる⽤途以外の使⽤の制限
      (⾞両系建設機械の主たる⽤途以外の⽤途に使⽤してはならない)

社　内　基　準 2021.4

706 建設機械・⾞両関連︓建設機械の主⽤途外使⽤禁⽌
・油圧ショベルによる⽤途外使⽤の禁⽌
・油圧ショベルを使って物を吊る・運ぶ場合はクレーン機能付き油圧ショベルを
 使⽤する（クレーンモードに切り替えると回転灯が回転）

※ 操作するオペレーターは「⾞両系建設機械」「移動式クレーン」の2つの
　　資格が必要（下記参照）

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

●油圧ショベルによる用途外使用は禁止です
クレーン機能付き油圧ショベル

※ は、油圧ショベル
との違いを示す。

回転灯
(クレーンモード時点灯)

定格荷重表

移動式クレーン表示ラベル

最大つり荷重
標示ラベル

格納式フック 過負荷制限装置
(荷重表示器・警報ブザー)



改定日

NO.70 分類

基
準
内
容

依拠 その他

 

備考︓

基準経緯・その他注意事項
　※ H29年 ブームの真下にいた作業員に部品が落下し57日の休業を要する怪我を負った。

社　内　基　準 2021.4

707 建設機械・⾞両関連︓コンクリートポンプ⾞

・アウトリガー接地部に専用敷板等による養生
・打設方向の反対側アウトリガーに浮き等のある場合の作業禁止

※ ポンプ⾞の作業半径内では確実に⼈払いを⾏う。
　　（ブームの下で作業を⾏わない）

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

アウトリガーの浮き注意専用敷板による養生

・ブームの下で作業を⾏わない︕
・ポンプ⾞の作業半径内では確実に⼈払いを⾏う。



改定日

NO.70 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151条の67︓昇降設備
 事業者は、最⼤積載量が五トン以上の貨物⾃動⾞に荷を積む作業（ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。）⼜は最⼤積載量が五
トン以上の貨物⾃動⾞から荷を卸す作業（ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。）を⾏うときは、墜落による労働者の危険を防⽌する
ため、当該作業に従事する労働者が床⾯と荷台上の荷の上⾯との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
２  前項の作業に従事する労働者は、床⾯と荷台上の荷の上⾯との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使⽤しなければならない。
　※最⼤積載量が5トン未満であっても昇降設備を利⽤して安全に昇降するよう指導。

社　内　基　準 2021.9

708 建設機械・⾞両関連︓荷役運搬⾞昇降

・　現場搬⼊荷役⾞両からの転落災害を防⽌するために、⾞両に適した
　　昇降設備を設置すること。

　（荷台からの⾶び降りは禁⽌・踏み⾯を正⾯に⾒ながらの昇降厳守）

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

昇降設備

手掛り棒

外れ⽌め

連結した輪留め



改定日

NO.70 分類

基
準
内
容

依拠 その他

 

備考︓

基準経緯、その他注意事項
　・⾼層建築や現場の⾒通しの悪い場所では、無線機を⽤いた“声による合図”も多く⽤いられているため。

クレーン合図法の掲⽰義務について（法律）

社　内　基　準 2021.4

709 建設機械・⾞両関連︓クレーンの合図法

・朝礼看板等に掲示する「クレーン合図」は、
　
　　　無線による合図方法が記載された看板を掲示する事。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

無線用

第二十五条 （運転の合図）
事業者は、クレーンを⽤いて作業を⾏なうときは、クレーンの運転について⼀定の合図を定め、

合図を⾏なう者を指名して、その者に合図を⾏なわせなければならない。
ただし、クレーンの運転者に単独で作業を⾏なわせるときは、この限りでない。

※現場の朝礼看板等に掲示する「クレーンの合図」看板は、
「無線による合図」のある看板を掲示すること。



改定日

NO.70 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓

基準経緯、その他注意事項
　・作業員に安全作業上の厳守事項並びに当該機械の性能等を周知させる看板を設置する。

「クレーンの合図」看板は、「無線による合図」の
ある看板を掲示すること。

社　内　基　準 2021.4

710 タワークレーン・ロングEV荷重表の掲示

・ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ・ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰを設置した場合、荷重表の掲示を⾏う
　　　　【ﾀﾜｰｸﾚｰﾝ】　　　　　　　 ポスト付近と操作者が⾒易い場所
　　　　【ﾛﾝｸﾞｽﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰ】　 荷取りステージ手摺付近とＥＶカゴ内

・看板は、それがなければわからないことを、 目⽴つことによって注意を引き、⾒てもらってわ
かってもらうことです。取付場所、看板類の大きさや色にも拘って作成・掲示すること。

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

積載荷重から作業員２⼈の体重・落下養⽣棚の荷重を
引いて、残りの荷重から、単管パイプ・パイプサポートなら
何本。プラスターボード類なら何枚と表示する。
作業員さんがイメージしやすい。



改定日

NO.70 分類

基
準
内
容

依拠 その他

備考︓

社　内　基　準 2021.9

711 建設機械・⾞両関連︓⾼所作業⾞（挟まれ防⽌）

・⾼所作業⾞（スカイマスター）使⽤時に、上部の梁等に”はさまれる”
 恐れがある場合、バケットの運転席側に接触防⽌の為の保護単管を設置する。
　（同等の設備でも可）

矢作基準 法規制 災害事例 パトロール指摘

鉄骨建⽅作業において⾼所作業⾞を使⽤する場合、
上部梁等との ”挟まれ防⽌” の安全設備を運転席に取り付ける。


