
日　　　時 平成　28年　　7　月　　7　日　　　　午前　 9時　　15分頃

場　　　所

作業内容

会員区分

安全対策内容

①　ライフラインの設置確認 設置 あり

②　メインロープ等の強度の認識確認 認識 あり

③　調査及び記録表の確認 作成 未確認

④　作業計画書の確認 作成 未確認

⑤　作業指揮者の確認 配置 あり

⑥　安全帯の使用確認 使用 あり フルハーネス使用

⑦　保護帽の確認 使用 あり

⑧　作業開始前点検の確認 記入 未確認

⑨　特別教育の受講確認 受講 あり

⑩　用具落下防止の確認 使用 あり

⑪　立入禁止区域 の確認 設置 あり

⑫　歩行者誘導員の確認 配置 あり

⑬　ロープ養生の確認 使用 あり

⑭　下降器の種類 ＩＤ　

⑮　使用ロープの種類 セミスタティックロープシングル

安全対策の取れた作業であった。地上誘導員配置、当協会の講習会を受講された方であった。

書類関係の部分は未確認であったが、引き続き安全作業でお願いしますと声掛けをおこなった。

安全パトロール報告書

神戸市中央区　湾岸通り付近

ロープ高所作業によるガラス清掃

　非会員

指導　内容



日　　　時 平成　28年　　7　月　　7　日　　　　午前　9時　　35分頃

場　　　所

作業内容

会員区分

安全対策内容

①　ライフラインの設置確認 ― ※常設ゴンドラ義務なし

②　メインロープ等の強度の認識確認 ―

③　調査及び記録表の確認 作成 あり

④　作業計画書の確認 作成 あり

⑤　作業指揮者の確認 配置 あり

⑥　安全帯の使用確認 使用 あり Ａ種安全帯

⑦　保護帽の確認 使用 あり

⑧　作業開始前点検の確認 記入 未確認

⑨　特別教育の受講確認 受講 未確認

⑩　用具落下防止の確認 使用 あり

⑪　立入禁止区域 の確認 設置 あり

⑫　歩行者誘導員の確認 配置 あり

⑬　ロープ養生の確認 ―

⑭　下降器の種類 ―

⑮　使用ロープの種類 ―

ゼネコン工事業者の施工であり、バリケード区画分けをしっかりと行っておりました。

水分補給、熱中症対策も行われており、引き続き安全作業をお願いしますと声かけをおこなった。

神戸市中央区　三宮セントラルビル

常設ゴンドラによる目地シール補修作業

　非会員

指導　内容

安全パトロール報告書



日　　　時 平成　28年　　7　月　　7　日　　　　午前　 9時　　45分頃

場　　　所

作業内容

会員区分

安全対策内容

①　ライフラインの設置確認 設置 あり

②　メインロープ等の強度の認識確認 認識 あり

③　調査及び記録表の確認 作成 未確認

④　作業計画書の確認 作成 未確認

⑤　作業指揮者の確認 配置 あり

⑥　安全帯の使用確認 使用 あり フルハーネス使用

⑦　保護帽の確認 使用 あり

⑧　作業開始前点検の確認 記入 未確認

⑨　特別教育の受講確認 受講 あり

⑩　用具落下防止の確認 使用 あり

⑪　立入禁止区域 の確認 設置 あり 駐車場上でバリケードなし

⑫　歩行者誘導員の確認 配置 なし

⑬　ロープ養生の確認 使用 あり

⑭　下降器の種類 ＩＤ、スパロー

⑮　使用ロープの種類 セミスタティックロープシングル

安全対策の取れた作業であった。当協会の講習を受けた方が新たに講習を行い、修了証を発行

していた。　もう一人は当協会での受講者であった。

引き続き安全作業でお願いしますと声かけをおこなった。

ロープ高所作業によるガラス清掃

　非会員

指導　内容

安全パトロール報告書

神戸市民福祉交流センター



日　　　時 平成　28年　　7　月　　7　日　　　　午前　10時　10分頃

場　　　所

作業内容

会員区分

安全対策内容

①　ライフラインの設置確認 設置 不完全 （地上に届いていない）

②　メインロープ等の強度の認識確認 認識 あり

③　調査及び記録表の確認 作成 未確認

④　作業計画書の確認 作成 未確認

⑤　作業指揮者の確認 配置 （一人作業）

⑥　安全帯の使用確認 使用 あり フルハーネス使用

⑦　保護帽の確認 使用 あり

⑧　作業開始前点検の確認 記入 未確認

⑨　特別教育の受講確認 受講 あり （当協会での受講）

⑩　用具落下防止の確認 使用 あり

⑪　立入禁止区域 の確認 設置 不完全 道路幅が狭くコーンのみ区画なし

⑫　歩行者誘導員の確認 配置 なし

⑬　ロープ養生の確認 使用 あり

⑭　下降器の種類 ＩＤ、

⑮　使用ロープの種類 セミスタティックロープシングル

メインロープ、ライフライン共に地上に１ｍほど届いていないうえ、道幅を考慮してと説明していたが、

コーンを２個置いているのみで立入禁止区画されていなかった。６月に当協会講習会を受けていたが

充分な対策がなされていなかった。　今後は作業計画書等で管理者様と打ち合わせのうえ、充分に

安全を考慮した作業をお願いしますと指導いたしました。

　非会員

指導　内容

安全パトロール報告書

ショウワビルディング

ロープ高所作業によるガラス清掃



日　　　時 平成　28年　　7　月　　7　日　　　　午前　10時　30分頃

場　　　所

作業内容

会員区分

安全対策内容

①　ライフラインの設置確認 設置 あり

②　メインロープ等の強度の認識確認 認識 あり

③　調査及び記録表の確認 作成 未確認

④　作業計画書の確認 作成 未確認

⑤　作業指揮者の確認 配置 あり

⑥　安全帯の使用確認 使用 あり フルハーネス使用

⑦　保護帽の確認 使用 あり 脚立作業時は無帽であった

⑧　作業開始前点検の確認 記入 未確認

⑨　特別教育の受講確認 受講 あり

⑩　用具落下防止の確認 使用 あり

⑪　立入禁止区域 の確認 設置 あり

⑫　歩行者誘導員の確認 配置 あり

⑬　ロープ養生の確認 使用 あり

⑭　下降器の種類 スパロー

⑮　使用ロープの種類 セミスタティックロープシングル

ロープ作業は終わっており、口頭での確認となった。　概ね安全対策のとれた作業であったが、

脚立作業時にヘルメットが非装着だったため、高さ２ｍ以上になる作業はヘルメットの着用をお願い

しますと指導いたしました。

指導　内容

安全パトロール報告書

建創ビル

　脚立作業、ロープ高所作業によるガラス清掃

　非会員



日　　　時 平成　28年　　7　月　　7　日　　　　午前　11時　00分頃

場　　　所

作業内容

会員区分

安全対策内容

①　ライフラインの設置確認 設置 あり

②　メインロープ等の強度の認識確認 認識 あり

③　調査及び記録表の確認 作成 未確認

④　作業計画書の確認 作成 未確認

⑤　作業指揮者の確認 配置 あり

⑥　安全帯の使用確認 使用 あり Ａ種安全帯

⑦　保護帽の確認 使用 あり

⑧　作業開始前点検の確認 記入 未確認

⑨　特別教育の受講確認 受講 あり

⑩　用具落下防止の確認 使用 あり

⑪　立入禁止区域 の確認 設置 あり

⑫　歩行者誘導員の確認 配置 あり

⑬　ロープ養生の確認 使用 あり

⑭　下降器の種類 エイト環

⑮　使用ロープの種類 セミスタティックロープダブル

立入禁止区画、誘導員配置等安全対策はとられていたが、安全帯がＡ種安全帯であった。

問題はないが、万一墜落した際により安全なフルハーネスを使用してもらえるよう注意喚起した。

特別教育は、自社でおこなったとの事であった。

安全パトロール報告書

ＨＯＲＴＥＮＳＴＡ

ロープ高所作業によるガラス清掃

　非会員

指導　内容


