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「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する北海道計画」に係る施策の取組状況について 
 

○建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、北海道が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

施策 取組状況 

１ 建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積

算等 

 

 (1)安全及び健康の確保に関する経費の適切かつ明確な積

算等 

 

  ・安全衛生経費が適切かつ明確に積算され、下請負人ま

で確実に支払われるよう、国において検討・実施される

施策などを踏まえた取組を行う。 

ア 建設工事における安全衛生経費の確保に関する

実務者検討会における検討 

①安全衛生経費が下請負人まで確実に支払われるよ

うな実効性のある施策を検討するため、国土交通省に

おいて、学識経験者や建設業関係団体等から構成され

る「建設工事における安全衛生経費の確保に関する実

務者検討会」を平成30年６月７日に設置し、これまで

５回の検討会を開催。 
 
②施策を検討するために必要な基礎データとして、元

請・下請業者や発注者等に安全衛生経費の実態調査を

実施しており、この調査の結果等を踏まえ検討を進

め、年内に施策を取りまとめる予定。 
 
③施策案の一つとして、元請業者と下請業者の双方が

当該工事に必要な安全衛生対策を確認しやすいよう

なチェックリストを工種毎に作成するとしており、検

討のためのＷＧを来年設置予定。 
 

  ・安全衛生経費は建設業法第 19条の３に規定する「通

常必要と認められる原価」に含まれるため、立入検査等

を通じて、法令遵守の徹底を図る。 

イ 立入検査等の実施 

①建設工事安全パトロールにおいて、施工体制や安全

対策等の適正化についての指導、啓発を実施し、法令

遵守の徹底を図る。【北海道労働局と共同実施】 

（令和元年度 160件実施予定） 
 
②下請代金支払状況等実態立入検査において、元下間

の契約状況等を確認し、安全衛生経費等について、元

請負人と下請負人双方の協議・合意によらない一方的

な代金の差し引きが行われていないか確認を行い、不

適切な処理が行われている場合は指導を行う。 

【北海道開発局と共同実施】（令和元年度 ９件実施

予定） 
 

 (2)建設工事従事者の安全及び健康に配慮した工期の設定  

  ・週休二日の実現や労働時間の削減に向けては、請負契

約において休日等の確保や冬期施工を考慮した適切な

工期が定められること、また、やむを得ない事由により

工期内に工事が終わらない見込みの場合は、適切な工期

延長を行うなどの必要な環境の整備に努める。 

ア 適切な工期の設定（道発注工事） 

 休日や準備・後片付け期間、作業不能日数等を算入

するなど、適切な工期を設定した工事を発注。 
 
イ 週休二日工事の実施（道発注工事） 

 建設産業における労働環境改善のため、週休二日工

事を実施。（平成30年度 746件） 
 

  ・早期発注や債務負担行為の積極的な活用等により、施

工時期の平準化など計画的な発注に努める。 

ウ 計画的な発注（道発注工事） 

 早期発注や債務負担行為の活用等により、施工時期

等の平準化に配慮した発注を実施。 

（平成30年度 748件） 
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施策 取組状況 

   エ 市町村への情報提供 

 「令和元年度北海道公共工事契約業務連絡協議会入

札・契約制度研修会」において、施工時期の平準化に

ついての必要性を助言。 
 

２ 責任体制の明確化  

  ・一括下請負の禁止、技術者の専任配置、元請負人と下

請負人との間の対等な関係に基づく適正な契約締結等

に関して、立入検査や安全パトロール等の実施のほか、

建設業法令遵守ガイドラインの周知を行うとともに、法

令遵守の徹底を図る。 

ア 立入検査等の実施 

①建設工事安全パトロールにおいて、施工体制や安全

対策等の適正化についての指導、啓発を実施し、法令

遵守の徹底を図る。【北海道労働局と共同実施】 

（令和元年度 160件実施予定）〈再掲〉 
 
②下請代金支払状況等実態立入検査において、元下間

の契約状況等を確認し、不適切な処理が行われている

場合は指導を行う。【北海道開発局と共同実施】 

（令和元年度 ９件実施予定）〈再掲〉 
 
③建設工事下請状況等調査において、施工体制や元下

間の契約締結方法等を確認し、不適正な事案について

は改善指導を行う。（令和元年度 160件実施予定） 
 
イ 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、「建設業法令遵守ガイドライ

ン」の遵守を併せて要請。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」 
 
ウ 北海道のホームページによる周知 

 「建設業者団体等への通知」のページを新設し、建

設業者団体等への要請文を掲載し、要請内容を広く公

開している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」 
 

  ・国等が行う安全衛生管理能力の向上に向けた教育等

の支援について、周知を行う。 

エ 北海道のホームページによる周知 

 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、建設業労働災害防止協会北海

道支部へのリンクを設定し、安全衛生教育の支援等に

ついての周知を行っている。 
 

３ 建設工事の現場における措置の統一的な実施  

 (1)建設業者間の連携の促進  

  ・立入検査や安全パトロール等を通じて法令遵守の徹

底を図るとともに、建設業者団体等へ安全衛生管理に関

する法令遵守の徹底を要請する。 

ア 立入検査等の実施 

①建設工事安全パトロールにおいて、施工体制や安全

対策等の適正化についての指導、啓発を実施し、法令

遵守の徹底を図る。【北海道労働局と共同実施】 

（令和元年度 160件実施予定）〈再掲〉 
 
②建設工事下請状況等調査において、施工体制や元下

間の契約締結方法等を確認し、不適正な事案について

は改善指導を行う。（令和元年度 160件実施予定） 

〈再掲〉 
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施策 取組状況 

   イ 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、「建設業法令遵守ガイドライ

ン」の遵守を併せて要請。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
ウ 北海道のホームページによる周知 

①「建設業者団体等への通知」のページを新設し、道

が建設業者団体等へ通知した要請文を掲載し、要請内

容を広く周知している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
②「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省が通知した要請文

の留意事項を掲載し、安全衛生管理に関する法令遵守

の徹底を広く周知している。 

※平成31年４月９日 北労基発0409第２号 「平成

31 年度における建設業の安全衛生対策の推進につい

て（要請）」 
 

 (2)一人親方等の安全及び健康の確保  

  ・関係機関や建設業者団体が行う対策の周知に努める

とともに、一層の取組を建設業者団体などへ要請する。 

ア 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、事業所等の統括安全衛生責任

者等から現場への指導・援助・教育の徹底や、安全パ

トロールなどによる工事場所での安全管理の徹底な

どに十分留意するよう要請。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
イ 北海道のホームページによる周知 

 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省が作成した「建設

工事に従事する一人親方の皆様へ」のリーフレットに

リンクを設定し、安全対策等の周知を行っているほ

か、厚生労働省のホームページ「建設業における安全

対策」へのリンクを設定し、一人親方等の安全及び健

康の確保についての周知を行っている。 
 

  ・関係機関や建設業者団体が実施する講習会や研修会、

専門家の派遣などの取組の周知に努める。 

ウ 北海道のホームページによる周知 

 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省の「職場のあんぜ

んサイト」及び建災防北海道支部のホームページへの

リンクを設定し、講習会等の周知を行っている。 
 
エ 研修会 

 厚生労働省の委託事業として建災防が建設業で働

く一人親方等のための安全衛生研修会を実施中。（全

国18会場で実施予定） 
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施策 取組状況 

 (3)特別加入制度への加入促進等の徹底  

  ・建設現場において労働者としての実態がある者につ

いては、労働者として扱うよう建設業者等に周知をする

とともに、労災保険の特別加入制度の一層の周知を図

る。 

ア 文書による周知 

①建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、法定保険に加入が義務付けら

れている下請負人が、未加入の場合、元請負人は下請

負人に対し、適正な加入等について指導することや、

一人親方に対しては、特別加入制度を周知するよう要

請。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
②北海道発注工事の受注者に対し、労働者福祉の向上

を図るため、各種法定保険の加入のほか、特別加入制

度の周知について要請している。 

※契約時、受注者に「建設工事の適正な施工について」

を配付し、周知を行っている。 
 
イ 北海道のホームページによる周知 

①「建設業者団体等への通知」のページを新設し、道

が建設業者団体等へ通知した要請文を掲載し、要請内

容を広く周知している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
②「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省が作成した「建設

工事に従事する一人親方の皆様へ」のリーフレットに

リンクを設定し、特別加入制度の周知を行っている。 
 

４ 建設工事の現場の安全性の点検等  

 (1)建設工事の現場の安全性の点検、分析、評価等に関す

る建設業者等による自主的な取組の促進 

 

  ・国において行われるリスクアセスメント等の基礎情

報となる災害事例の分析や建設業者等による安全衛生

活動の取組の公開等を通じて、建設業者の活動に対する

支援が効果的に実施されるとともに、建設工事の完了時

等における建設業者の安全衛生管理を評価する取組な

どを促進する。 

ア 北海道のホームページによる周知 

 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省のホームページ「職

場のあんぜんサイト」へのリンクを設定し、労働災害

事例等や安全衛生活動の取組について周知を行って

いる。 
 
イ 安全衛生管理を評価する取組 

 北海道請負工事施行成績評定要領に基づき、監督員

が工事施工中に「「施工プロセス」のチェックリスト」

により安全対策の実施状況等の確認を行い、確認結果

を考慮した評定を実施している。 
 

  ・元請負人と下請負人との立場の違いを超えた連携等

の促進について、建設業者等へ要請を行うなど、建設工

事の現場における安全性の点検・パトロール等の自主的

な取組の一層の促進を図る。 

ウ 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、事業所等の統括安全衛生責任

者等から現場への指導・援助・教育の徹底や、安全パ

トロールなどによる工事場所での安全管理の徹底な

どに十分留意するよう要請。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
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施策 取組状況 

   エ 北海道のホームページによる周知 

 「建設業者団体等への通知」のページを新設し、道

が建設業者団体等へ通知した要請文を掲載し、要請内

容を広く周知している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
オ 安全協議会等による安全パトロールの実施 

 発注者、受注者により安全パトロールを実施し、安

全対策の実施状況を確認するとともに、労働災害発生

防止の啓発を行っている。 
 

  ・本計画を広く周知し、道民の関心と理解を深め、安全

衛生対策やその効果等の「見える化」を推進することが

重要である。 

カ 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、「北海道計画」の推進に向けた

取組を併せて要請している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
キ 北海道のホームページにおける周知 

 北海道計画を広く周知するため、「建設工事従事者

の安全及び健康の確保に関する情報」のページを新設

し、計画書を公開している。 
 
ク 会議等における「北海道計画」の説明 

①2019 年度建設業等における構造改善推進懇談会に

おいて概要説明を行い、計画の推進について協力を要

請した。※令和元年(2019年)８月６日 
 
②農業農村整備関係事務局長等会議において、概要説

明を行い周知を図った。※令和元年(2019年)７月９日 
 

 (2)建設工事従事者の安全及び健康に配慮した設計、建設

工事の安全な実施に資するとともに省力化・生産性向上に

も配意した工法や資機材等の開発普及の促進 

 

  ・国等において行われる建築物等の設計に係る先行事

例の普及について、建設業者等に周知されることが重要

である。 

ア 北海道のホームページよる周知 

 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省のホームページ「建

設業における安全対策」へのリンクを設定し、「建設工

事の設計段階における労働災害防止対策に普及促進

について」の周知を行っている。 
 

  ・ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ※１を推進するととも

に、生産性向上にも配意した安全な工法等の普及を推進

する。 

 

※１ 調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更

新までの全ての建設生産プロセスを ICT※２等の活用に

より、建設現場の生産性の向上を図る取組。 
 
※２ Information and Communication Technology 

「情報通信技術」の略であり、情報処理や通信に関する

技術を総合的に示す言葉。 

 

イ ICT活用工事の実施（道発注工事） 

 「建設現場のICT活用に関する北海道の取組方針」

に基づき、一般土木工事及び舗装工事のうち、一定規

模を超える工事を対象とし、ICT 活用工事を実施して

いる。（平成30年度 14件） 
 
○ICT活用工事の施工例 

・従来は丁張りを設置し、それに合わせて施工してい

たが、ICT 施工では、３次元データをドローンによる

測量等により短時間で計測し、ICT 建機（ブルドーザ

等の排土板を衛星測位システムを利用して自動制御

によりオペレーターの操作を簡素化）により施工。 
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施策 取組状況 

  ・国の「公共工事等における新技術活用システム」につ

いて、関係機関や建設業者団体と連携し、一層の普及に

努め、新技術の効果的な活用を促進する。 

ウ 北海道のホームページよる周知 

 「新技術情報提供システムと新技術の活用状況」に

関するページにより、活用状況を公開しているほか、

国土交通省のホームページ「新技術情報提供システ

ム」サイトへのリンクを設定し、新技術活用システム

活用促進を図っている。 
 

  ・高齢者に配意した作業方法や熱中症対策など、関係機

関や建設業者団体による対策の周知とともに、高齢者が

働きやすい作業環境の改善について、一層の取組を建設

業者団体に要請する。 

エ 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、高温時における作業環境の適

正な管理や作業状況に応じた休憩時間の確保、水分補

給などに十分に心掛けるよう要請している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
オ 北海道のホームページによる周知 

 「建設業者団体等への通知」のページを新設し、道

が建設業者団体等へ通知した要請文を掲載し、要請内

容を広く周知している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 

５ 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発  

 (1)建設工事従事者の従事する業務に関する安全衛生教育

の促進 

 

  ・安全衛生管理の能力向上教育など建設工事従事者の

経験、能力、立場等に応じた教育の促進について、建設

業者等に要請していく。 

ア 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、事業所等の統括安全衛生責任

者等から現場への指導・援助・教育の徹底や、安全パ

トロールなどによる工事場所での安全管理の徹底な

どに十分留意するよう要請。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
イ 北海道のホームページによる周知 

 「建設業者団体等への通知」のページを新設し、道

が建設業者団体等へ通知した要請文を掲載し、要請内

容を広く周知している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 

  ・中小の建設業者が建設工事従事者に対して行う不安

全行動の防止や安全衛生管理に係る教育の支援に向け、

関係機関や建設業者団体が実施する講習会や研修会、専

門家の派遣などの取組について、周知に努める。 

ウ 北海道のホームページによる情報提供 

 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省の「職場のあんぜ

んサイト」及び建災防北海道支部のホームページへの

リンクを設定し、セミナーや講習会の周知を行ってい

る。〈再掲〉 
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施策 取組状況 

 (2)建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発に

係る自主的な取組の促進 

 

  ・関係機関や建設業者団体などが行う建設業者等が各

建設工事の現場で実施している安全衛生活動の取組や

災害対応事例などの情報発信を通じ、建設業者等や建設

工事従事者の意識啓発を図る。 

ア 北海道のホームページによる周知 

 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省のホームページ「職

場のあんぜんサイト」へのリンクを設定し、安全衛生

活動の取組の周知を行っている。〈再掲〉 
 

  ・工事の施工が優秀であり、安全衛生への配慮も踏まえ

た建設業者への表彰等を通じて、関係者の意識と安全衛

生水準の向上を図る。 

イ 優秀者表彰の実施 

 施行成績が特に優秀な業者に対し表彰を実施して

いる。（平成30年度 57件） 
 

  ・建設工事従事者のメンタルヘルス対策や熱中症対策

等、心身の健康を確保するための自主的な取組を促進す

るとともに、建設工事従事者が利活用できる健康相談窓

口について、現場レベルでの周知と活用促進を図る。 

ウ 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、高温時における作業環境の適

正な管理や作業状況に応じた休憩時間の確保、水分補

給などに十分に心掛けるよう要請。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
エ 北海道のホームページによる周知 

 「建設業者団体等への通知」のページを新設し、道

が建設業者団体等へ通知した要請文を掲載し、要請内

容を広く周知している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
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○建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

施策 取組状況 

１ 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上を図るた

めの施策 

 

 (1)社会保険等の加入の徹底  

  ・関係機関や建設業者団体と連携し、引き続き、法定福

利費の内訳を明示した見積書の活用等による法定福利

費の適切な確保及び社会保険等の加入の周知を図る。 
 
・一人親方との請負契約であっても、実態として労働者

に該当する場合には、社会保険等の加入や労働基準関係

法令が適用されることについて、建設業者や建設工事従

事者に対し周知を図る。 
 
・未加入対策を行う際には、社会保険の適用が除外され

ている場合において、元請負人等により誤った加入指導

が行われないよう、関係機関と連携し周知を図る。  

ア 立入検査等の実施 

①下請代金支払状況等実態立入検査において、元下間

の契約状況等を確認し、法定福利費を内訳明示した見

積書の活用状況等を調査し、不適切な事案が確認され

た場合は指導を行う。【北海道開発局と共同実施】 

（令和元年度 ９件実施予定）〈再掲〉 
 
②建設工事下請状況等調査において、施工体制や元下

間の契約締結方法等を確認し、不適正な事案について

は改善指導を行う。（令和元年度 160件実施予定） 

〈再掲〉 
 
イ 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、法定保険に加入が義務付けら

れている下請負人が未加入の場合、元請負人は下請負

人に対し、適正な加入等について指導することや、誤

った加入指導を行わないよう要請するとともに、国土

交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラ

イン」における「適切な保険」の確認シートを周知し

ている。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
ウ 北海道のホームページによる周知 

 「建設業者団体等への通知」のページを新設し、道

が建設業者団体等へ通知した要請文を掲載し、要請内

容を広く周知している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
エ 未加入業者への指導 

 建設業許可申請時等において、未加入業者に対し、

加入指導を実施するとともに日本年金機構等へ通報。 

（平成30年度 ２件） 
 

 (2)建設キャリアアップシステムの活用推進  

  ・建設キャリアアップシステムの普及啓発に努める。 ア 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、建設キャリアアップシステム

への加入促進について要請している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
イ 北海道のホームページによる周知 

①「建設業者団体等への通知」のページを新設し、道

が建設業者団体等へ通知した要請文を掲載し、要請内

容を広く周知している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
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施策 取組状況 

   ②「建設キャリアアップシステム」を紹介するページ

を新設し、制度周知を図っている。 
 
ウ 広報活動 

 建設業許可申請時などに建設キャリアアップシス

テムを紹介したチラシを配付し、制度周知を行ってい

る。 
 

 (3)「働き方改革」の推進  

  ・国の「働き方改革実行計画」及び道の「北海道働き方

改革推進方策」や「北海道建設産業支援プラン2018」な

どを踏まえ、関係機関や建設業者団体と連携し、適正な

工期設定、週休二日の推進等の休日確保、適切な賃金水

準の確保等、公共工事のみならず全ての建設工事につい

て、建設業における働き方改革を進め、労働環境の改善

を図る。 

ア 適切な工期の設定（道発注工事） 

 休日や準備・後片付け期間、作業不能日数等を算入

するなど、適切な工期を設定した工事を発注。〈再掲〉 
 
イ 週休二日工事の実施（道発注工事） 

 建設産業における労働環境改善のため、週休二日工

事を実施。（平成30年度 746件）〈再掲〉 
 
ウ 文書による周知 

 建設工事の適正な施工の確保に関する要請を建設

業者団体等に行った際、建設業の働き方改革に向けた

適正な工期設定や週休２日の推進等について要請す

るとともに、建設業の働き方改革に関する関係省庁連

絡会議が取りまとめた「建設工事における適正な工期

設定等のためのガイドライン」を周知している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 
エ 北海道のホームページによる周知 

 「建設業者団体等への通知」のページを新設し、道

が建設業者団体等へ通知した要請文を掲載し、要請内

容を広く周知している。 

※令和元年（2019年）８月８日 建管第784号 「建

設工事の適正な施工の確保について」〈再掲〉 
 

  ・メンタルヘルスケアの充実等について、関係機関や建

設業者団体が行う取組や制度の周知に努める。 

オ 北海道のホームページによる周知 

 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省のホームページ「働

く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」へのリンク

を設定し、メンタルヘルスサポートについて周知を行

っている。 
 

２ 墜落転落災害の防止対策の充実強化  

 (1)労働安全衛生法令の遵守徹底等  

  ・墜落・転落災害の減少に向け、関係機関や建設業者団

体と連携し、国等が行う立入検査や安全パトロール等に

より、労働安全衛生規則に基づく措置について周知に努

めるなど、遵守徹底を図る。 

ア 立入検査等の実施 

 建設工事安全パトロールにおいて、施工体制や安全

対策等の適正化についての指導、啓発を実施し、法令

遵守の徹底を図る。 【北海道労働局と共同実施】  

（令和元年度 160件実施予定）〈再掲〉 
 
イ 北海道のホームページによる周知 

 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省が通知した要請文

の留意事項を掲載し、足場等からの墜落・転落防止対

策について広く周知している。 

※平成31年４月９日 北労基発0409第２号 「平成

31 年度における建設業の安全衛生対策の推進につい

て（要請）」〈再掲〉 
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施策 取組状況 

  ・「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱」

に示されている労働安全衛生規則に合わせて実施する

ことが望ましい「より安全な措置」等の周知を図るなど、

関係機関や建設業者団体と連携し、その普及促進に努め

るとともに、国において検討・実施される施策などを踏

まえた取組を行う。 

ウ 北海道のホームページによる周知 

①「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する情

報」のページを新設し、厚生労働省のホームページ「建

設業における安全対策」にリンクを設定し、足場から

の墜落・転落災害防止総合対策推進要綱等の周知を行

っている。〈再掲〉 
 
②厚生労働省が通知した要請文の留意事項を掲載し、

足場等からの墜落・転落防止対策について広く周知し

ている。 

※平成31年４月９日 北労基発0409第２号 「平成

31 年度における建設業の安全衛生対策の推進につい

て（要請）」〈再掲〉 
 

  ・本道は冬期の積雪寒冷により、雪下ろし作業中の転落

や路面凍結による交通事故など冬季特有の労働災害が

多く発生する傾向にあるため、関係機関や建設業者団体

と連携して注意を促し、災害発生リスクの低減に努め

る。 
 

エ 文書やホームページによる周知 

 建設業者団体等への通知等において、凍結による転

倒等の冬季特有の労働災害に関する注意喚起を行う

予定。 

 (2)墜落転落災害防止対策の充実強化  

  ・国において検討・実施される施策などを踏まえた取組

を行う。 

ア 建設業における墜落・転落防止対策の充実強化に

関する実務者会合における検討 

①墜落・転落災害の防止対策を一層充実強化していく

ために、労働安全衛生法令の改正も視野に必要な方策

を検討するため、厚生労働省において、専門家や建設

現場の安全に精通した者から構成される「建設業にお

ける墜落・転落防止対策の充実強化に関する実務者会

合」を平成30年５月31日に設置し、これまで、４回

の会合を開催。 
 
②業界ヒアリングやこれまでの議論を踏まえ、一側足

場の設置基準等を検討中。 
 

 

 


