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支部

SB

分会

◦安全衛生図書・用品申込書◦
得意先コード
教材管理課で請求書払いでのお取引をしているお客様は
6 桁のコードをご記入ください。

支部コード

〈依頼主〉

〈依頼主と送付先が異なる場合（分会含む）は下記にご記入ください〉

または

（FAX 専用注文書）

申込日：令和　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　  　　　　　 　　　−　　　　　　−

番　号 品　　　　名 数　量 単　価 金　額 備　考

全
国
労
働
衛
生
週
間
用
品

1 760201 ポスター№１　井桁 弘恵（スローガン）
2 760202 ポスター№２　街・空間（スローガン）
3 880200 のぼり
4 880210 のぼり（スローガン）
5 880220 横幕
6 880221 横幕（スローガン）
7 780230 ワッペン　10 枚 1 組 組
8 880240 全国労働衛生週間タオル　10 本 1 組 組

墜
落
・
転
落
災
害
撲
滅

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
用
品

9 760501 墜落・転落災害撲滅キャンペーンポスター
10 880710 墜落・転落災害撲滅キャンペーンのぼり

　　合　計

※建災防の
※どちらかを〇で囲んでください。

会員 非会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　−　　　　　　−

　　　　　□ 依頼主住所　□ 支部送付　　　　　　　　　  依頼主以外（分会含む）の住所（下記納入先）

会社名

担当者名 電話番号（ダイレクトイン）

住　所 （〒　　　　　　　　）

会社名

部課名

担当者名 電話番号（ダイレクトイン）

住　所 （〒　　　　　　　　）

送付先

備　考

880200

780230

880210
（衛生週間） （スローガン）

880240

880220 880221

○
○

 建
設（

株
）

お問い
合わせ先

東京都内のお客様：建災防 管理課（FAX：03-3453-5735  TEL：03-3453-3391） HP：https://www.kensaibou.or.jp/
青森、新潟、三重、高知、佐賀、鹿児島県内で会員として加入されていないお客様：上記建災防 管理課
その他の道府県のお客様：建災防 各道府県支部

建設業労働災害防止協会（JCOSHA）

＊表示価格：消費税込み＊表示価格：消費税込み

ワッペン（10枚1組） 横　幕

タオル

ビニール製
（7.5×6㎝）

定　　価 960円
会員価格 860円

定価 各1,780円　会員価格 各1,600円

8月1日から9月10日まで

○○ 建設（株）○○ 建設（株）

ポスター のぼりB2判（73×52㎝）　定価 各220円　会員価格 各200円

井桁 弘恵
（スローガン）

760201
No. No.

街・空間
（スローガン）

760202
（社名印刷対応商品）各50枚以上

50組以上

（220匁　34×85㎝）10本1組
定　　価 3,560円
会員価格 3,210円10組以上

ポリエステル製
（240 × 70㎝）

ポリエステル製（70 × 220㎝）

（スローガン）

（7 月下旬より発送予定） （7 月下旬より発送予定） （7 月下旬より発送予定）

（7 月下旬より発送予定）

定価 各1,780円　会員価格 各1,600円

各5枚以上

○○ 建設（株）

760501 880710

定　　価 1,780円
会員価格 1,600円

○○ 建設（株）

ポスター のぼり

B2判（73×52㎝）
定　　価 220円
会員価格 200円

井桁 弘恵

50枚以上
5枚以上

ポリエステル製（240 × 70cm）

マーク付き商品は有料で社名印刷をうけたまわっております。

～注文先について～
東京都内のお客様：建災防 管理課（FAX：03－3453－5735 TEL：03－3453－3391）
東京都内のお客様で、初めてご注文される方は代金引き換え取引（手数料360円）となります。
青森、新潟、三重、高知、佐賀、鹿児島県内で会員として加入されていないお客様：上記建災防 管理課
その他の道府県のお客様：建災防 各道府県支部へお問い合わせください。
◆ポスター等の名入れについては、備考欄に印刷する文字、字体、色等をご記入ください。
◆１回のご注文のお届け先は 10 カ所までとさせていただきます。

□ 必着希望　　　　月　　　　日（　　）　　必着

※必着については、通常の発送料の他に、別途必着料金 2,040円 がかかります。
　ただし、配達時間の指定はお受けできません。

購入金額 送　料
〜5,000円 610円

5,001〜10,000円 1,220円
10,001〜20,000円 1,830円
20,001円〜 2,440円

ポスターのみで5,000円以下の場合 760円
DVDのみの場合 1,220円

送料一覧

※支部・分会送付除く

全国労働衛生週間用品全国労働衛生週間用品

墜落・転落災害撲滅キャンペーン用品墜落・転落災害撲滅キャンペーン用品

9.19.1 9.309.30
準備期間

10.110.1 10.710.7
2022

「全国労働衛生週間」「墜落・転落 「全国労働衛生週間」「墜落・転落 
災害撲滅キャンペーン」用品カタログ災害撲滅キャンペーン」用品カタログ
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■ 新刊図書・視聴覚教材 ■ 石綿関連教育用テキスト・視聴覚教材（DVD）

136140
B5判 87ページ・97事例
定　　価 1,390円
会員価格 1,250円

758000
定　　価 44,710円
会員価格 40,280円

122100　B5判 118ページ

217500
B5判 238ページ
定　　価 1,950円
会員価格 1,760円

135600
A4判 477ページ
定　　価 5,140円
会員価格 4,630円

135605
A4判 324ページ
定　　価 3,440円
会員価格 3,100円

214230　A4判 39ページ定価 930円　会員価格 840円 定価 810円　会員価格 730円

142170
定　　価 2,530円
会員価格 2,280円

　今般、新版として発刊する本書は、1つの安全対策をテーマに「改善を必要とする事例（×）」と「改善後の事例（○）」の�
写真を対比させて掲載し、解説（改善が必要な事項）とその根拠となる関係法令等を加え、災害の種類別に編集しました。その
他、本書を教育教材に使用する場合の活用方法例を掲載しています。
　「職長・安全衛生責任者教育」、「建設従事者教育」をはじめとした各種安全衛生教育の教材、現場安全パトロールの参考書、
また、建設現場で安全対策の「見える化」を推進するうえでも本書を有効にご活用ください。

NEW

NEW

＊赤字は商品コード番号です。 ＊赤字は商品コード番号です。

● 教育用テキスト ●● 教育用テキスト ●

コードNO. 136140

新版新版

(現場での新型コロナウイルス感染防止対策を含む)

建設業労働災害防止協会

建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会
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版

新
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土
木
工
事
編
２

目目でで見見るる安全安全
土 木 工 事 編 ２

土木現場の改善が必要な事例と改善後の事例を対比し、分かりやすく解説土木現場の改善が必要な事例と改善後の事例を対比し、分かりやすく解説

移動式クレーンの設置 通路（工事用道路）

消毒液付き体温計設置状況作業床の開口部防護

新版　目で見る安全（土木工事編 2）

フルハーネス型安全帯使用作業特別教育  講師用パワーポイント（CD-ROM） 動画入り

令和２年石綿障害予防規則改正対応版
建築物等の解体・改修工事等における石綿障害の
予防（特別教育用テキスト）

令和２年 石綿障害予防規則改正対応版
建築物等の解体・改修等工事における
石綿作業主任者技能講習テキスト

建築物石綿含有建材
調査者講習テキスト

一戸建て等石綿含有建材
調査者講習テキスト

〔サブテキスト〕
建設業 目で見る石綿作業の安全

　このCD-ROMは、労働安全衛生規則第36条に定める「墜
落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作
業の業務に係る特別教育」を実施する際に、講師が活用す
るために建災防発行の『フルハーネス型安全帯使用作業特
別教育用テキスト』の要点を取りまとめたものです。

＜収録内容＞
Ⅰ　�作業に関する知識（胴ベルト型及び�

フルハーネス型の落下実験動画付き）�：３０枚
Ⅱ　安全帯に関する知識� ：５２枚
Ⅲ　労働災害の防止に関する知識� ：３５枚
Ⅳ　関係法令� ：１５枚
� （枚：パワーポイント枚数）計：１３２枚

＜胴ベルト型及びフルハーネス型の落下実験動画＞
動画再生時間：3�分45�秒
動画はPC�キーボードの「Enter�キー」を押すと再生します。
注）�「Ⅰ作業に関する知識」のデータは容量が大きいため、ファイルの開封に時
間がかかります。

写真1-2 ⽔平型腿ベルト（例）

1

テキストP25

ランヤードの種類

2

テキストP34-35

写真1-14 ロープ式 （例） 写真1-15 ストラップ式 （例）

写真1-16 巻取り式 （例） 写真1-17 伸縮式 （例）

ショックアブソーバ

フック

三つ打ち
ロープ

ストラップ

（ショックアブ
ソーバ機能
付き）

ストラップ

巻取り器

ショックアブ
ソーバ

ショックアブ
ソーバ

CD-ROM収録内容の一例（一部動画あり）

石綿関連視聴覚教材（DVD）

＜収録内容＞64分

DVD収録内容一例

吹付け石綿の除去

石綿粉じんの測定

＜収録内容＞
Ⅰ　石綿の基礎知識
Ⅱ　建築物等における石綿含有建材等
Ⅲ　事前調査及び分析調査の実施
Ⅳ　石綿粉じんのばく露防止対策
Ⅴ　保護具
［チャプター機能付き］

　近年、石綿障害が大きな社会問題となっており、石綿含有建築物の解体作業では、建
築物石綿含有建材調査者の任命が必要不可欠となっています。
　こうした状況のなか、石綿含有建築物の解体作業に従事する作業員等に対する安全衛
生教育のニーズが増大していることから、下記教育用の受講者が目で見てすぐ理解できる
石綿含有建材の除去作業等に係る視聴覚教材を今般開発しました。

令和3年３月　厚生労働省・環境省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び
石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」対応版

建　設　業

目で見る石綿作業の安全

建設業労働災害防止協会

コード No.214230

号番XAF 号番話電 地　　在　　所 名部支 
 北海道 〒060-0004　札幌市中央区北4条西3丁目　北海道建設会館7階 011-261-6187 011-251-2305

1026-377-710 0026-377-710 階1館会設建県森青　31-9-2方安市森青　3080-030〒 森　青 
3116-356-910 1144-326-910 階3館会設建県手岩　9-71町尾松市岡盛　3780-020〒 手　岩 

 宮　城 〒980-0824　仙台市青葉区支倉町2-48　宮城県建設産業会館5階 022-224-1797 022-265-5604
6032-568-810 9945-328-810 01-3-4王山市田秋　1590-010〒 田　秋 
0952-146-320 3303-246-320 52-81町ひさあ市形山　4200-099〒 形　山 

 福　島 〒960-8061　福島市五月町4-25　福島県建設センター3階 024-522-2266 024-505-0137
 茨　城 〒310-0062　水戸市大町3-1-22　茨城県建設センター3階 029-300-4638 029-300-4639
 栃　木 〒321-0933　宇都宮市簗瀬町1958-1　栃木県建設産業会館2階 028-639-3133 028-639-3806

6771-352-720 9661-252-720 階1館会設建馬群　3-5-2町社総元市橋前　6480-173〒 馬　群 
 埼　玉 〒336-0031　さいたま市南区鹿手袋4-1-7　埼玉建産連会館3階 048-862-2542 048-862-9764
 千　葉 〒260-0013　千葉市中央区中央4-16-1　建設会館ビル4階 043-225-8524 043-225-9818

8840-1553-30 2735-1553-30 1-5-2堀丁八区央中都京東　2300-401〒 京　東 
5377-102-540 6548-102-540 階2館会設建　22-2町田太区中市浜横　1100-132〒 川奈神 

 新　潟 〒950-0965　新潟市中央区新光町7-5　新潟県建設会館2階 025-285-7141 025-285-7144
0905-874-670 0094-874-670 26-4禄元字町部入橋水市山富　5453-939〒 山　富 

 石　川 〒921-8036　金沢市弥生2-1-23　石川県建設総合センター6階 076-244-7146 076-244-7265
 福　井 〒910-0853　福井市城東4-12-21　福井地区建設業会館内 0776-24-1197 0776-21-8094
 山　梨 〒400-0031　甲府市丸の内1-13-7　山梨県建設会館2階 055-221-8810 055-228-8882

1603-422-620 0027-822-620 階2ルビ建長　0321町堂石南市野長　4280-083〒 野　長 
8486-672-850 3473-672-850 2-2-1東田藪市阜岐　2838-005〒 阜　岐 

 静　岡 〒420-0851　静岡市葵区黒金町11-7　大樹生命静岡駅前ビル12階 054-255-1080 054-272-6034
 愛　知 〒460-0008　名古屋市中区栄3-28-21　愛知建設業会館4階 052-242-4441 052-242-4440
 三　重 〒514-0003　津市桜橋2-177-2　三重県建設産業会館2階 059-227-5922 059-225-7011

3477-225-770 2323-225-770 81-1-1浜のおに市津大　1080-025〒 賀　滋 
 京　都 〒604-0944　京都市中京区押小路通柳馬場東入橘町645 075-231-6587 075-251-0058
 大　阪 〒540-0031　大阪市中央区北浜東1-30　大阪建設会館2階 06-6941-2961 06-6941-4885
 兵　庫 〒651-2277　神戸市西区美賀多台1-1-2　兵庫建設会館2階 078-997-2323 078-997-2327

6433-22-2470 5433-22-2470 階4館会設建県良奈　1-5町天高市良奈　1428-036〒 良　奈 
7893-624-370 7231-634-370 8-1-1北丁り通湊市山歌和　2628-046〒 山歌和 
3822-42-7580 1822-42-7580 階1館会設建県取鳥　013-2町西市取鳥　2200-086〒 取　鳥 
6612-13-2580 4009-12-2580 71-3-1島嫁西市江松　8400-096〒 根　島 
2935-522-680 2314-522-680 01-5町和平区北市山岡　7280-007〒 山　岡 

 広　島 〒730-0012　広島市中区上八丁堀8-10　クロスタワー2階 082-228-8250 082-211-3499
2527-329-380 3473-429-380 階4館会工商県口山　61-5-4央中市口山　4700-357〒 口　山 
9067-256-880 3113-226-880 01-2浜田富市島徳　1390-077〒 島　徳 
9225-128-780 3425-128-780 階3館会設建県川香　4-6町屋磨市松高　6200-067〒 川　香 
8610-339-980 0335-349-980 松山市二番町4-4-4　2000-097〒 媛　愛 

 高　知 〒780-0870　高知市本町4-2-15　高知県建設会館2階 088-822-0321 088-822-0513
 福　岡 〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-14-18　福岡建設会館3階 092-483-5101 092-483-5103

9872-62-2590 9772-62-2590 73-2-2内城市賀佐　1400-048〒 賀　佐 
 長　崎 〒850-0874　長崎市魚の町3-33　長崎県建設総合会館4階 095-820-7755 095-820-7744

0202-463-690 0073-173-690 4-6-4寺品九市本熊　6790-268〒 本　熊 
3230-835-790 5470-835-790 14-3-3町崎城市分大　5400-078〒 分　大 

 宮　崎 〒880-0805　宮崎市橘通東2-9-19　宮崎県建設会館内 0985-20-8610 0985-20-8504
4129-752-990 1129-752-990 01-6町新池鴨市島児鹿　0064-098〒 島児鹿 
8911-678-890 3725-678-890 8-6-5港牧市添浦　1312-109〒 縄　沖 

特別教育・技能講習など詳しくは、建設業労働災害防止協会本部又は
最寄りの都道府県支部へお問い合わせください。

〔本部〕建設業労働災害防止協会
〒108-0014　東京都港区芝5丁目35番2号　安全衛生総合会館7階
TEL 03-3453-8201（代表）　FAX 03-3456-2458　  
ホームページアドレス　https://www.kensaibou.or.jp/
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３．建築物等における石綿含有建
材等

　石綿ばく露の各レベルに応じ
て、建築物等における石綿含有

建材等について次

に示します。

１）レベル１の石綿含有建材等

　�　レベル１に該当する石綿含
有建材等は、石綿をその重量の

0.1％を超えて含

有する吹付け材（以下「石綿含
有吹付け材という」）をいいます

。

　�　石綿含有吹付け材は、鉄骨
部分及び鉄骨の柱等の耐火被覆

用（写真２－１、

写真２－２参照）として、機械
室等の壁、天井に吸音用（写真

２－３参照）と

して、浴室等天井の結露防止用
（写真２－４参照）として使用

されています。

　�　この石綿含有吹付け材には
、吹付け石綿、石綿含有吹付け

ロックウール、湿

式石綿含有吹付け材、石綿含有
パーライト吹付け、石綿含有バ

ーミキュライト

吹付けがあります。石綿の種類
は、クリソタイル、アモサイト

、クロシドライ

トが使用されていますが、まれ
に吹き付け材を分析した結果、

トレモライト等

がみつかることがあります。

写真２－１　ブレースの吹付け
の例

写真２－３　壁・天井の吹付け
の例 写真２－４　浴室天井の吹付け

の例

写真２－２　梁の吹付けの例
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２．建築物の解体・改修工事にお
ける石綿ばく露の分類

　石綿含有建材等を使用した建
築物又は工作物等の解体等の作

業におけるばく露

防止対策は、石綿粉じんの発生
量に応じたレベルごとに決定し

ます。

　そのレベルの分類は、解体さ
れる建材の種類、石綿の含有量

などにより異なる

ものですが、建材の種類や解体
・除去等の方法でおおむねその

発じん量のレベル

の高低が推測できます。

　解体される建材の種類ごとに
、表２－２のとおり、レベルを

３段階に分類して

解体等の作業方法が決定されま
す。

　石綿含有吹付け材の除去作業
には、作業空間の隔離が必要と

なるほか、吹付け

以外の石綿含有保温材、石綿含
有耐火被覆材、石綿含有断熱材

の除去作業におい

ても、石綿等の切断、せん孔、
研磨等の作業が伴う場合には、

隔離措置が必要に

なるため注意が必要です。

表２－２　解体される建材の種
類等による石綿ばく露の分類

レベルの分類 建材の種類 発じん性 具体的な箇所の例

レベル１
石綿含有吹付け
材

著しく高い
・�耐火建築物等の鉄骨、は
り、柱

レベル２
石綿含有保温材
耐火被覆材、断
熱材

高い

・ボイラー本体、その配管、
空調ダクト等の保温材
・建築物の柱、はり、壁等
に耐火被覆材
・断熱材として屋根用折版
用断熱材、煙突用断熱材

レベル３
その他の石綿含
有材料（成形材
等）

比較的低い

・天井、壁、床等の石綿含
有成形材、ビニル床タイ
ル
・屋根材としての石綿ス
レート等

17

16

ても、石綿等の切断、穿孔、研
磨等の作業が伴う場合には、隔

離措置が必要に

・�耐火建築物等の鉄骨、
梁、柱

・�建築物の柱、梁、壁等に
耐火被覆材
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「石綿含有吹付け材」という。）
をいいます。

トが使用されていますが、まれ
に吹付け材を分析した結果、ト

レモライト等
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３．建築物等における石綿含有建
材等

　石綿ばく露の各レベルに応じ
て、建築物等における石綿含有

建材等について次

に示します。

１）レベル１の石綿含有建材等

　レベル１に該当する石綿含有
建材等は、石綿を0.1重量パーセ

ントを超えて

含有する吹付け材（以下「石綿
含有吹付け材という」）をいいま

す。

　石綿含有吹付け材は、鉄骨部
分及び鉄骨の柱等の耐火被覆用

（写真２－１、

写真２－２参照）として、機械
室等の壁、天井に吸音用（写真

２－３参照）と

して、浴室等天井の結露防止用
（写真２－４参照）として使用

されています。

　この石綿含有吹付け材には、
吹付け石綿、石綿含有吹付けロ

ックウール（乾

式・湿式）、石綿含有吹付けパ
ーライト、石綿含有吹付けバー

ミキュライト吹

付けがあります。石綿の種類は
、クリソタイル、アモサイト、

クロシドライト

が使用されていますが、まれに
吹き付け材を分析した結果、ト

レモライト等が

みつかることがあります。
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防護服又は専用の作業衣の着用

保護具の使用状況の確認

(防じんマスク・ゴグル等)

HEPAフィルタ付き

真空掃除機（例）

【作業の記録】

　（令和３年４月施行）

以下の項目を写真等により記

録し、３年間保存する（⑥は文

書等による記録で可）。

①�事前調査結果等の掲示、

立入禁止表示、喫煙・飲食

禁止の掲示、石綿作業場

である旨等の掲示

②�隔離の状況、集じん・排気

装置の設置状況、前室・洗

身室・更衣室の設置状況

③�集じん・排気装置からの石

綿等の粉じんの漏洩点検

結果、負圧の点検結果、隔

離解除前の除去完了確認

の状況

④�作業計画に基づく作業の実

施状況（湿潤化の状況、マ

スク等の使用状況も含む）

⑤�除去した石綿の運搬又は

貯蔵を行う際の容器など、

必要な事項の表示状況、

保管の状況

⑥�作業従事者及び周辺作業

従事者の氏名及び作業従

事期間

【労働者ごとの作業の記録】

�（40年間保存）

①�事前調査結果の概要及び

作業の実施状況の記録の

概要

②�労働者ごとの作業の記録項

目を追加（令和３年４月施

行）

　ア��労働基準監督署へ電子

システムで報告した事前

調査結果

　イ��作業の実施状況の簡潔

な概要

　　（保護具の使用状況含む）

【特殊健康診断の記録】

○�石綿則第41条

　（40年間保存）

ア　機材、工具
　�　石綿含有吹付け材の除去用手持ち工具は、写真３－12に示すと
おり、バール、とび口、ケレン棒、スクレーパー、ヘラ、ワイヤブ
ラシなどがある。

写真３－12　除去用手持ち工具の例イ　除去作業
　ａ�．粉じん飛散抑制剤を下地まで十分浸透させる。　ｂ�．ヘラ、ケレン棒又はスクレーパー等で石綿含有吹付け材を下地（鉄骨耐火被覆の場合の鉄骨面等）から掻き落とす（写真３－13参照）。

　ｃ�．下地に付着している石綿含有吹付け材をワイヤブラシ等で擦
す

り落とす（写真３－14参照）。
　ｄ�．除去作業は粉じん濃度が最も高くなるので、当該部位付近に粉じん飛散抑制剤を十分散布する。
　ｅ�．除去後の下地面へ粉じん飛散防止処理剤（固化剤）を散布して、残存する石綿含有吹付け材を下地面に固着させ飛散を防止する。

写真３－13　ヘラによる除去作業の例

写真３－14　ワイヤブラシ掛けの例

37

36

［石綿含有吹付け材の除去作業 ]
⑤　湿潤化
　石綿含有吹付け材の湿潤化は、粉じん飛散抑制剤等の薬液を使用し、
エアレススプレイヤーを用いて石綿含有吹付け材の表面に散布する。
なお粉じん飛散抑制剤は空中散布にも用いる（写真３－11参照）。

写真３－11　エアレススプレイヤーによる粉じん飛散抑制剤の散布例
⑥�除去作業
　石綿含有吹付け材の除去作業は一般的には手作業で行う。　石綿含有吹付け材の除去作業の概念図を図３－４に示す。

図３－４　石綿含有吹付け材の除去作業概念図の例

37

36
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措置 保護具

「石綿除去等工事の掲示看板の様式について」 （（一社）日本建設業連合会）

レベル３（届出不要）、石綿未使用記入例

石綿対策の規制が変わりました改正後の規制（改正石綿障害予防規則）

①　解体・改修工事開始前の調査
● 事前調査の方法の明確化 （令和３年４月施行）建築物・工作物の解体・改修作業の事前調査は、すべての材料について、設計図書の文書を確認するとともに、目

視により確認しなければなりません。
□　設計図書等の文書がない場合は、この限りではない。
□　構造上、目視が困難な場合は、目視が可能となったときに事前調査を行う。

● 分析調査を不要とする規定の吹付け材への適用（令和３年４月施行）
事前調査を行ったにもかかわらず、石綿等の使用の有無が明らかにならなかった場合、分析調査を行うことが義務

となっていましたが、石綿等が使用されているものとみなして、労働安全衛生法令に基づく措置（隔離等）を講じれば、

分析調査を行わなくてもよいとする規定について、吹付け材についても適用されました。
● 事前調査及び分析調査の結果の記録等（令和３年４月施行）

事前調査又は分析調査を行ったときは、以下の事項の記録を作成し、写しを作業場所に備え付けるとともに、調査

を終了した日から３年間保存しなければなりません。①　事業者の名称、住所及び電話番号②　解体等の作業を行う作業場所の住所、工事の名称及び概要
③　調査終了日
④　調査対象の建築物等の着工日及び設置日⑤　事前調査を行った建築物、工作物又は船舶の構造⑥　事前調査を行った部分（分析調査を行った場合は、分析のための試料採取場所を含む。）

⑦　事前調査の方法（分析調査を行った場合は、分析調査の方法を含む。）
⑧　事前調査を行った部分での材料ごとの石綿等の使用の有無（石綿等が使用されているとみなした場合は、その

旨を含む。）及び石綿等が使用されていないと判断した材料は、その判断の根拠

⑨　目視による確認が困難な材料の有無及び場所

現地調査の様子
天井電気器具を外して裏側を確認する 試料採取 （剥ぎ取り状況）

事務所、打合せ室等の感染防止対策(2)

事務所、打合せ室等の感染防止対策(1)

作業員休憩所の感染防止対策

現場入場時の感染防止対策

No.73

No.72

No.71

No.70

創意工夫　①新型コロナウイルス感染症対策10章

7170

10章　創意工夫　①新型コロナウイルス感染症対策

CD-ROMCD-ROM

DVDDVD

・石綿使用建築物等解体等業務特別教育（石綿特別教育）
・石綿作業主任者技能講習
・石綿含有建材調査者講習
　　　　　　　実施カリキュラムに沿った視聴覚教材

DVD 目で見る石綿含有建材の除去作業
映像版

新版 足場の組立て等作業従事者必携 − 特別教育用テキスト − フルハーネス型安全帯使用作業特別教育用テキスト

B5判・172ページ 120305
定　　価 900円
会員価格 810円

　本テキストは、想定される特別教育対象作業例、安全帯の選定、
装着方法及び関連器具の使用方法並びに事故発生時の措置など
について、特別教育規程に示されたカリキュラムに沿ってわかりや
すく解説しています。

本書は、外部足場を中心としたこれまでの「足場の組立て等作
業従事者必携」に内装工事等に使用する移動式足場や脚立足
場等の内部工事用足場を充実させた、※新版の「足場の組立て
等作業従事者必携」です。
墜落・転落災害を防止するための特別教育用またフォローアップ

教材として活用できます。
※�足場の組立て等作業従事者必携 -内部工事
用足場編 -（特別教育用サブテキスト）は、
新版に合本いたしました。

【注】本テキストでは、「墜落制止用器具」を「安全帯」と表記しています。

B5判・143ページ 120350
定　　価 900 円
会員価格 810 円

定　　価 1,390円
会員価格 1,250円

定　　価 1,390円
会員価格 1,250円

新版「目で見る安全」
（墜落防止対策編）

新版  目で見る安全（土木工事編）

新版  目で見る安全（建築工事編）

足場、開口部などからの墜落・
転落防止措置に加え、2019
年 2 月 1 日施行のフルハーネ
ス型安全帯による墜落防止措置
をテーマにしています。

B5判・82ページ・100事例
136120

B5判・89ページ・106事例
136121

B5判・94ページ・81事例
136130
定　　価 1,390円
会員価格 1,250円

NEW

令和４年度版
建設業安全衛生早わかり

A5判 240ページ（予定）　142450
定価 580円　会員価格 520円

　建設業に必要な安全衛生情報をイラストや図を交
え見やすくまとめています。
　建設店社、現場の安全衛生管理の担当される方に
お薦めします。
【掲載内容の一例】
◎グラフで見る建設業の労働災害の動き
　（死傷者数･死亡者数推移、度数率･強度率推移等）
◎令和３年�建設業死亡災害発生状況の分析
◎「災害事例に学ぶ」
　�（事例：墜落・転落、建設機械･クレーン、倒壊･崩壊、
電動工具等）
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＊赤字は商品コード番号です。 マーク付き商品は有料で社名印刷をうけたまわっております。 ＊赤字は商品コード番号です。 マーク付き商品は有料で社名印刷をうけたまわっております。

■ STOP! 熱中症クールワークキャンペーン用品

883308
（8）防ごう

883309
（9）気をつけよう

761500
不安全行動

761605
足もと注意

770400
墜落Ⅲ

761601
整理整頓

883205
（5）保護具

……… 足場上作業の作業開始前点検・フルハーネス型安全帯の適正な使用 ………

■ 墜落・転落災害撲滅キャンペーン

ポリエステル製
（220×70cm）
定　　価 各1,780円
会員価格 各1,600円

883201
（1）合図・確認

883202
（2） 危険予知

883203
（3）作業手順

883204
（4）安全第一

883205
（5）保護具

883206
（6）整理整頓

761701
転倒災害を防ごう

761720
危険箇所

761721
フルハーネス型装着

足場点検表 
QRコード

（カメラで読み取り）

（QRコードリーダーで読み取り）

足場点検表

sample
読み取り

のぼり右下のQRコードをタブレットやスマートフォ
ンなどで読み込んでいただくと、作業開始前に実施す
る足場の点検項目がイラストにより表示されます。

sample

○○ 建設（株） ○○ 建設（株）

783100
STOP!　墜落・転落災害

783200
フルハーネス型装着

760701

880910

B2判（73×52cm）
定　　価 220円
会員価格 200円

B2判（73×52cm）　定価 各220円　会員価格 各200円
阿

あ

部
べ

 華
か

也
や

子
こ

50枚以上

50枚以上

5枚以上

5枚以上

100組以上

5枚以上

ポリエステル製
（240×70cm）

定　　価 1,780円
会員価格 1,600円

ポリエステル製
（220×70cm）

定　　価 1,780円
会員価格 1,600円

●ビニールのぼり●ポスター●常時用ポスター

●イラストのぼり

●作業開始前点検のぼり

●ワッペン

●のぼり
ターポリン製

（180×45cm）
定　　価 各2,010円
会員価格 各1,810円

●熱中症予防のぼり

各10枚以上5枚以上

5枚以上

883107

●STOP! 熱中症ワッペン

○○ 建設（株）

定価 510円  会員価格 460円

783102

ビニール製
（7.5 × 6cm）
5 枚 1 組

100組以上

●熱中症ワンタッチ取付標識

ビニール
ターポリン製

（60×45cm）
裏面マジック
テープ

定価 960円  会員価格 860円

974907
●熱中症対策標識

アルミ・樹脂複合板（60×30cm）
温湿度計付

付属の温湿度計（両面テープ付）を貼付けて、 
ご使用下さい。
屋内又は軒下等に掲示をお願いします。

（直射日光下では温湿度計の数値は参考に 
なりません。）

定価 3,720円  会員価格 3,350円

974908

883108
ポリエステル製

（70 × 200cm）
定　　価 1,780円
会員価格 1,600円

●熱中症予防横幕

○○ 建設（株）

※社名印刷対象外

※特大は、ハトメが左側3カ所になります。 ※特大は、ハトメが左側3カ所になります。 ※特大は、ハトメが左側3カ所になります。

※社名印刷対象外

781101 特大（140×210cm）
定価 3,440円　会員価格 3,100円
781102 大（104×156cm）
定価 2,010円　会員価格 1,810円
781103 中（86×129cm）
定価 1,300円　会員価格 1,170円
781104 小（70×105cm）
定価 1,010円　会員価格 910円

781201 特大（140×210cm）
定価 3,910円　会員価格 3,520円
781202 大（104×156cm）
定価 2,260円　会員価格 2,040円
781203 中（86×129cm）
定価 1,670円　会員価格 1,500円
781204 小（70×105cm）
定価 1,300円　会員価格 1,170円

781301 特大（140×210cm）
定価 4,030円　会員価格 3,630円
781302 大（104×156cm）
定価 2,440円　会員価格 2,200円
781303 中（86×129cm）
定価 1,710円　会員価格 1,540円
781304 小（70×105cm）
定価 1,340円　会員価格 1,210円

　オリジナルの安全旗、社旗の作成を１種類５枚以上から１枚単位にて承っております。安全旗
は１色分、社旗は２色分の版・印刷代を含めた１枚あたりの価格は下記のとおりです。

枚数 大（104× 156cm） 中（86× 129cm） 小（70× 105cm）
定価 会員価格 定価 会員価格 定価 会員価格

5〜 9枚 5,210 円 4,690 円 4,480 円 4,040 円 3,770 円 3,400 円
10〜 19枚 4,260 円 3,840 円 3,560 円 3,210 円 2,960 円 2,670 円
20〜 49枚 3,670 円 3,310 円 2,850 円 2,570 円 2,380 円 2,140 円
50〜 99枚 2,960 円 2,670 円 2,140 円 1,930 円 1,780 円 1,600 円
100枚以上 2,260 円 2,040 円 1,410 円 1,270 円 1,130 円 1,020 円

材質は、純綿製となります。（ポリエステル製でも可能です。）
多色の場合は、１色増えるごとに上記価格の20％増となります。
社旗の地染加工は、上記価格の30％増となります。オリジナルのぼりは、別途お見積りいたします。

●オリジナルの安全旗、社旗、のぼりを作成いたします。 お問合せ先
管理課（TEL:03-3453-3391）

●安　全　旗
純綿製

●労働衛生旗
純綿製

●安全衛生旗
純綿製

［参考例］

○　○　建　設

会社マーク

社　旗

○　○　建　設

安全旗

5月1日から9月30日まで（準備期間4月、重点取組期間7月）

社名印刷（有料）ができます。

883130　ポリエステル製（180×45cm）
定価 1,780円　会員価格 1,600円

ビニール製（7.5×6cm）　5枚1組
定価 各510円　会員価格 各460円
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●シチズン電子体温計

＜仕様＞
サイズ：16×4×2cm（化粧箱）
※商品は包装してあります。

定　　価 1,170円
会員価格 1,050円

記
念
品

記
念
品

＊赤字は商品コード番号です。

そ
の
他

そ
の
他

■ 記念品 ■ 救急・非常時対策用品
●フリクションライト ６色セット

サイズ： 約7.5×13.9×1.3cm（ケース）
色：  イエロー・ピンク・グリーン・オレンジ・

ブルー・バイオレット
6本入り　のし袋添付

987620

定　　価 730円
会員価格 660円

787621

●携帯オアシス・スピナー（ドリンクボトル）

●ひんやりドライタオル ●倍速凍結・氷点下パック コンパクト（2pcs）

●携帯オアシス・真空ロングスピナー

＜仕様＞
総重量：約70g
容　量：約230ml
サイズ：約4.5×4.5×16.5cm
主素材：ステンレス鋼（胴部分）
　　　　ポリプロピレン（キャップ）
　　　　シリコン（パッキン）

＜仕様＞
色：黒
サイズ：フリー
素　材：ポリエステル 85％
　　　　ポリウレタン 15％
・吸水速乾、UV、接触冷感、抗菌防臭
・給水も可能なので、熱中症にも

＜仕様＞
総　重　量：約65g
サ　イ　ズ：100×30cm
収納サイズ：約5×10.5cm
主　素　材：UFマイクロファイバー
・ 水で濡らすだけでひんやり冷たい熱中症

対策
・ 乾いた状態でもやわらかく、汗や水分を

強力吸収
・頭に巻ける長めの100cmサイズ
・収納ケース付き

＜仕様＞
サイズ：縦195×横52
　　　　×厚み17mm
インク：黒
替　芯：4C-0.7芯
電　池：LR626×SR626×4個

・ ペン先が光ります。

＜仕様＞
サイズ：W45×H238×D8mm
材　質：シリコン

・ シリコンバンドに油性ボールペ
ンで直接書くことができます。

・ 指や消しゴムで擦って消すこと
ができます。

・水に濡れても消えません。

＜仕様＞
色：黒
サイズ：（約）縦49×横24cm
主素材：ポリエステル 100％

＜仕様＞
総重量：約80g×2pcs
サイズ：約幅6.3×奥行6.2×高さ3cm
耐寒・耐熱温度：−25℃〜50℃まで
主素材：ポリエチレン（容器）
　　　　植物性天然高分子（内容物）

＜仕様＞
総重量：約190g
容　量：約260ml
サイズ：約5×5×21.6cm
主素材：ステンレス鋼（胴部分）
　　　　ポリプロピレン（キャップ）
　　　　シリコン（パッキン）

988006  　　（ミラーブルー）
988006-01  （ミラーグリーン）
988006-02  （ミラーピンク）

988014  　　（ブルー）
988014-01  （オレンジ）

987631

988055

988007  　　（ヴィンテージアイボリー）
988007-01  （ヴィンテージブルー）
988007-02  （ヴィンテージキャラメル）

定　　価 1,470円
会員価格 1,320円

定　　価 3,000円
会員価格 2,700円

●LOGOS by Lipner クールフェイスマスク
988008

定価 2,660円　会員価格 2,400円

定価 1,220円　会員価格 1,100円

定　　価 610円
会員価格 550円

定価 1,310円　会員価格 1,180円

●LOGOS by Lipner
　マナーフェイスマスク（チューブ型）

（装着イメージ、提供は黒です）

988009

定　　価 2,180円
会員価格 1,960円

●ゼブラ ライトペン（色：ガンメタリック） ●ウェアラブルメモ（色：白）
988056

定　　価 1,470円
会員価格 1,320円

■ 付属品 ■ パッケージ（A4サイズ）

ヘッダーを引き出して
フック掛けもできます。

収納袋
（不織布製）

986021（オレンジ）
986022（青）
986023（白）

定　　価 各4,500円
会員価格 各4,050円

回転式ヘルメット
クルボ

定価 1,830円　会員価格 1,650円

建設業安全衛生教育用教材等に係る最新情報 メール配信（無料）のご案内
　当協会で発行している建設業に係る安全衛生教育用教材、コロナ対策用品、各省通達等の最新情報をマンスリー
で配信しております。
　メール配信をご希望される方は、当協会ホームページ「図書・用品のご案内」（https://www.kensaibou.or.jp
/book_supplies/index.html）の「メール配信登録はこちら」からご登録ください。
　なお、これまで配信したメールの内容もバックナンバーとして公開しております。是非、ご覧ください。

＜メール配信の内容＞
①安全衛生図書・用品カタログ　④熱中症クールワーク、墜落・転落災害撲滅キャンペーンの情報
②新刊図書・新規用品案内　　　⑤関係省庁の法改正や通達情報等
③各週間等カタログ　　　　　　⑥その他

これまでのメール配信に加え、Instagramと Twitter でも情報発信をしていきます。是非、フォローしてください！

＜当協会ホームページのトップ＞ ＜図書・用品のご案内＞

詳しくは、 建災防　メール配信 検 索

@kensaibouhonbu

Follow me !!

＜Instagram＞ ＜Twitter＞

公式ＳＮＳ  フォローしてください！

＊赤字は商品コード番号です。価格は、消費税込みです。

●救急セット（エイドチーム2）
988025
サイズ：2.7×11.5×7.6cm
内　容： ハサミ、毛抜き、 

つめ切り、ガーゼ、 
キズバンソウコウ、 
ワンタッチ包帯、 
綿棒

定　　価 580円
会員価格 520円

●コンパクト防災セット
988026
サイズ：190×278×60mm
内　容： 収 納 巾 着 袋 ×1（220×

150mm）（材：不織布）、リ
バーシブルアルミブランケッ
ト×1、レインコート×1、防
災用ウェット×1、軍手×1、
IDホイッスル＆カラビナリン
グ×1、防災の心得×1、携
帯用トイレ×1


