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『目で見る判断基準』

安全チェックシート

※掲載の内容の無断転用、転載をお断りします。



No.1 工事看板及び各主任者表示状況①

建築確認表示

全て記入もれの無い状態　　　　○
１つでも記入もれがある状態　　×

全て記入もれの無い状態　　　　○
１つでも記入もれがある状態　　×

全て記入もれの無い状態　　　　○
１つでも記入もれがある状態　　×

判断基準

良い例○ 悪い例×

全ての項目に必要事項が記入されている 一項目でも必要事項が記入されていない

労災保険成立票

判断基準

良い例○ 悪い例×

全ての項目に必要事項が記入されている 一項目でも必要事項が記入されていない

木造･鉄骨･足場等の主任者氏名の表示

判断基準

良い例○ 悪い例×

作業主任者の氏名が記入されている 作業主任者の氏名が記入されていない
または、その表示自体がない

平成18年 7月 10 日 第 H18AAA00000 号

00-0-00-000000-000

低住　協男

－ ２ －



No.1 工事看板及び各主任者表示状況②

木造･鉄骨･足場等の職務表示

全て記入もれの無い状態　　　　○
１つでも記入もれがある状態　　×
(該当する作業が終了している場合は対象外
 該当する作業中に限り掲示が必要 )

判断基準

良い例○ 悪い例×

作業主任者の氏名が記入され、その職務に
ついて表示されている

作業主任者の氏名が記入されていない
又は、その表示自体が無い
あるいは、場内の見易い場所に設置されていない

足場の積載荷重の表示

全て記入もれの無い状態　　　　○
１つでも記入もれがある状態　　×
(該当する作業が終了している場合は対象外)

判断基準

良い例○ 悪い例×

足場の許容積載荷重が表示されている 足場の許容積載荷重が表示されていない
又は、その表示自体が無い
あるいは、足場の見易い場所に設置されていない

低住　協男

－ ３ －



No.2 保護帽(ヘルメット)装着状況

保護帽を着帽しているか

保護帽を着帽している　　○
着帽していない　　　　　×
※内・外作業に関わらず現場内全ての共通事項
※チェックシートにコメントを記入のこと

判断基準

良い例○ 悪い例×

作業時にヘルメットを着用している 作業時にもかかわらず、ヘルメットを着用していない

着帽状況はよいか(アゴヒモの緩み･タオルの上に着帽等は不可）

適正な着帽をしている　　　○
適正な着帽をしていない　　×
（あごひもの緩み、タオルの上に着帽、前後逆など）
※チェックシートにコメントを記入のこと

判断基準

良い例○ 悪い例×

かぶる向きを正しく守り、アゴヒモをきちっと
留めている

タオル巻の上に着帽している

悪い例×

アゴヒモをあごの下できちっと留めていない
(デコひも等 )

－ ４ －



No.3 仮設電気設備及び架空電線の防護状況①

仮設電柱位置及び固定は適切か(ＢＯＸの蓋が閉まっているか）

適切　　　　○
適切でない　×（ＢＯＸの蓋が開いているなど）
※ チェックシートにコメントを記入のこと

判断基準

良い例○ 悪い例×

仮設ボックスの蓋が閉まっており、電柱が
適切な場所に確実に固定されている

仮設ボックスの蓋が開放された状態で使用
されている。支柱がぐらつく

仮設ボックス内のコンセントはアース付か(鋼製のＢＯＸはアース付か）

判断基準 アース付きのコンセントが設置されている　○
されていない　　　　　　　　　　　　　　×

良い例○ 悪い例×

アース付きのコンセントが設置されている ボックス内のコンセントが３芯仕様でない
(※プラグなしの直結はいけません !!)

仮設ＢＯＸ～建物内への配線状況

判断基準 踏まない処置がされている又は、防護されている　○
されていない　　　　　　　　　　　　　　　　　×

良い例○ 悪い例×

仮設引込配線がＣＤ管等で防護されており、
足場づたいに這わせることにより、通行の
妨げにならない様に配慮している

分電盤からの引込配線が、そのまま露出して
いる通行の妨げとなり、つまづきの原因となる

－ ５ －



No.3 仮設電気設備及び架空電線の防護状況②

ＢＯＸへの引込み線等(架空電線含)が足場等に接触していないか

１００V(隣家引込み含）→足場より１．０m以内は防護必要
　ＢＯＸまでの引込み線が、足場に触れていない。又は、防護処置をしている　○
　足場に触れていて、防護処置をしていない　　　　×

判断基準

良い例○ 悪い例×

足場に近接している引込線に防護管を
設置している

足場に触れていて防護処理をしていない

引き込み線が足場に
接している

良い例○

ロープ等を渡して引き込み線を吊って
いる

－ ６ －



No.4 足場設置状況 (足場先行工法のガイドラインによる)①

敷盤を設置し、固定されているか。また、盛土部分の土が流れて不安定でないか

十分に整地・転圧され固定されている　　○
整地も転圧も固定もされていない　　　　×

判断基準

良い例○ 悪い例×

十分に整地･転圧され固定されている 敷盤下の整地が悪く不安定になっている

土が流れて不安定に
なっている

良い例○

コンクリート等の様に強固な場所では
敷盤不要

－ ７ －

画像準備中



根がらみ設置状況は良いか

根がらみが設置されていて、ＧＬから５００以下となっている　　○
根がらみが設置されていない　　　　　　　　　　　　　　　　×
※チェックシートにコメントを記入のこと

判断基準

判断基準

良い例○ 悪い例×

根がらみが低い位置で設置されている 一部根がらみが設置されていない

昇降設備(垂直ハシゴ･ステップ階段等)が設置されているか

使い易い位置にあり、大屋根まで昇れる設備がある　　○
昇降設備が無い　　　　　　　　　　　　　　　　　　×

良い例○ 悪い例×

大屋根まで昇れる昇降設備が設置されている
昇降設備はあるが、養生シートの内側に
ハシゴが設置されて使用できない

根がらみが設置され
ていない

良い例○ 良い例○

根がらみが未設置だが筋交いで補強 根がらみが未設置だが筋交いで補強

No.4 足場設置状況 (足場先行工法のガイドラインによる)②

－ ８ －



全ての作業床に手すりが設置されているか

良い例○ 悪い例×

全ての作業床に手すりが設置されている 一部手すりが設置されていない

作業床の止まり手すり(ストッパー等)設置は良いか

全ての作業床に手すりが設置されている　　　○
１つでも作業床に手すりが設置されていない　×
※チェックシートにコメントを記入のこと

判断基準

適正な位置に設置している　　 ○
適正な位置に設置していない　 ×
※止まりとは、段差が５００mm以上ある足場の端部を含む

判断基準

良い例○ 悪い例×

作業床の止まり手すり(ストッパー)が適正に設置されている 止まり手すり(ストッパー)が設置されていない 

手すりが一部設置
されていない

止まり手すりが
設置されていない

悪い例×

止まり手すり(ストッパー)が設置されていない 

止まり手すりが
必要

段差が
500㎜以上
段差が
500㎜以上
段差が
500㎜以上

No.4 足場設置状況 (足場先行工法のガイドラインによる)③

－ ９ －



判断基準

作業床の重ね状況は良いか

重ね部分が固定されていて、番線の結び目が下面である　○
固定されていない。又は番線の結び目が上面である　　　×

良い例○ 悪い例×

重ね部分を番線で固定し、結び目が下になっている 重ね部分が固定されていない

重ね部分を固定
していない

番線の結び目が
下になっている

No.4 足場設置状況 (足場先行工法のガイドラインによる)④

控えまたは、壁つなぎ(引張り材･圧縮材 )の設置はよいか

良い例○ 悪い例×

圧縮材が適正に設置されている 圧縮材が適正に設置されていない

養生シートが有る場合は、２層２スパン毎、養生シートが
無い場合は、２層３スパン毎に設置されている　　　　　　○

上記以外    　　　                                   　×

判断基準

良い例○

引張り材が適正に設置されている

－ １０ －



筋かいが全層全スパンに設置されているか

判断基準

判断基準

９００以上のスパンで筋かいが全層全スパンに設置されているか確認
９００未満はブラケットが設置されている　　　　○
全層全スパンに設置されていない　　　　　　　　×

良い例○

良い例○ 悪い例×

筋かいが全層全スパンに設置されている

手すり先行部材においての筋交い全層全スパン
設置例

900mm未満のところは
ブラケット材で対応

筋かいが一部設置されていない

足場の最上部の各コ-ナ-部に火打ちが設置されているか（コ-ナ-部の長さが１．８m以下の場合は除く）

各コーナーに火打ちが設置されている　　 　  　○
（火打ちの固定は、建地・手すりのどちらでも可）
各コーナーに火打ちが設置されていない　   　　×
※チェックシートにコメントを記入のこと

良い例○ 悪い例×

各コーナーに火打ちが設置されている 一部火打ちが設置されていない

火打ちが設置され
ていない

筋かいが設置され
ていない

No.4 足場設置状況 (足場先行工法のガイドラインによる)⑤

－ １１ －



屋根勾配が６．０寸以上の場合に屋根足場が設置しているか

（屋根足場設置無しの場合は、親綱設置･安全帯使用又は、墜転落防止ネットの設置でも可）
６寸以上の場合に屋根足場を設置している　　  　○
屋根足場なしで、親綱･安全帯を使用している　   ○
墜転落防止ネットを設置している　　　　　　  　○
上記以外　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ×

判断基準

良い例○

勾配が６寸以上の屋根に屋根足場が
設置されている

勾配が６寸以上の屋根に親綱が
設置されている

良い例○

良い例○良い例○

勾配が６寸以上の屋根の軒先に墜落転落防止
ネットが設置されている

勾配が６寸以上の屋根に親綱を設置して
安全帯を使用して作業している

悪い例×悪い例×

勾配が６寸以上の屋根に屋根足場が
設置されていない

屋根足場の間隔が広い
２ｍ以下にすること

No.4 足場設置状況 (足場先行工法のガイドラインによる)⑥

－ １２ －



軒先と建地の離れは良いか

軒先より３００mm以下となっている　   ○
軒先より３００mmを超える場合は、墜落防止措置又は安全表示をしている　 ○  
上記以外　　×

判断基準

良い例○

軒先と建地の離れが３００mm以下となっている 軒先と建地の離れが３００mm以上ある

屋根手すりは全て設置されているか

手すりの高さが７５０mm～１０００mmになってい　      ○
親綱･安全帯を使用している 　　　　　　　　　　　　○
墜転落防止ネットを設置している　　　　　　　　　　○
上記以外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×

判断基準

判断基準

良い例○ 良い例○

単管ブラケット足場の良好例 緊結部付足場の良好例

軒先部の中さんが設置されているか

中さんを設置している　　   ○
中さんを設置していない　   ×

良い例○ 悪い例×

悪い例×

中さんを設置している 中さんを設置していない

No.4 足場設置状況 (足場先行工法のガイドラインによる)⑦

－ １３ －



安全帯の表示（看板含む）及び安全帯を使用して作業をしているか

安全帯使用区域を表示している　　　○
安全帯使用区域を表示していない　　×
安全帯を使用して作業していない　　×

判断基準

良い例○

安全帯使用区域標示 安全帯使用標示

良い例○

良い例○良い例○

親綱を設置し安全帯を使用して作業している 墜落転落防止ネットを設置して作業している

悪い例×

安全帯を使用していない

※安全帯使用区域

  ･手すりの高さが７５０mm以下、１０００mm以上の場合
  ･建地が軒先より３００mm以上の場合
  ･中さんの設置高さが軒高より３００mm以上の場合
  ･作業床の端と躯体との離れが３００mm以上の場合
  ･作業床の幅が４００mm以下の場合

No.4 足場設置状況 (足場先行工法のガイドラインによる)⑧

－ １４ －



No.4 足場設置状況 (足場先行工法のガイドラインによる)⑨

各足場メーカーにおける手すり先行工法の紹介

－ １５ －

株式会社 ダイサン 信和株式会社 

株式会社 三共アルインコ 株式会社



No.5 脚立使用状況①

構造等の状況はよいか(著しい損傷･変形･腐食等含む )

開き止めが正常に働くか　※チェックポイント　　○
上記以外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×

判断基準

良い例○

開き止めが正常に働く損傷のない脚立 開き止めが損傷している

脚立の不正使用はないか(梯子代わり･うま単独使用･天板作業 )

下記以外　　　　　　　　　　　　　　　　　○
脚立を開いて梯子代わりに使用している　　　×
うまの単独使用又は天板作業をしている　　　×
脚立の天板で作業している　　　　　　　　　×

判断基準

良い例○

無理のない体勢で作業している 脚立を開いて梯子代わりに使用している

悪い例×

悪い例×

悪い例×

悪い例×

天板上での作業

－ １６ －



No.5 脚立使用状況②

作業床の固定はよいか ※作業床の三点支持の例（作業床の長さ３．６m以上の場合）

作業床を踏み面に固定している　　　　　　　　　　　　 　　　　 ○
作業床の長さが３．６m以上の場合は、作業床を三点支持としている　 ○
上記以外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ×

判断基準

良い例○ 良い例○

作業床の長さ３．６m以上の時に三点支持が
されており固定もしっかりしている

固定もしっかりしている

悪い例×

作業床が固定されていない

※足場板を長手方向に重ねるときは、その重ねる部分の長さを２００mm 以上とする

滑り止め

高さ
２m未満

開き角度
 ７５°以内 三点支持

緊結する

跳ね出し
１００～２００mm

開き止め金具

作業床の三点支持の例

－ １７ －



No.6 内部昇降設備設置状況①

材質の不備はないか(アルミ等丈夫な物 )

丈夫で堅固なもの（手作り含む）及び著しい損傷･変形･腐食等がない  　○
上記以外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×

判断基準

良い例○ 悪い例×

著しい損傷もない昇降設備であり、上下
固定･手すりもしっかり設置している

固定金具が損傷している

上･下部の固定はよいか

上部の固定と下部に滑り止めがある     　○
上記以外　　　　　　　　　　　     　　×

判断基準

良い例○ 良い例○

上部固定良し

下部固定良し

－ １８ －



No.6 内部昇降設備設置状況②

梯子上部の出寸法(６００mm以上 )はよいか

上部床面より上方に６００mm以上突き出ている　　　○
上部床面より上方に６００mm以上突き出ていない　　×

判断基準

良い例○ 悪い例×

梯子上部が２階床から７００mm出ており
必要寸法６００mm以上を確保できている

上部床面より上方に６００mm以上突き出ていない

ステップ階段の手すり設置はよいか

昇降用の手すりがある　　○
昇降用の手すりがない　　×

判断基準

良い例○ 悪い例×

ステップ階段に専用の手すりが取付けられている ステップ階段に手すりが設置されていない

手すりあり

出寸法 
  ＝４５０
出寸法 
  ＝４５０
出寸法 
  ＝４５０

出寸法＝７００ ＯＫ出寸法＝７００ ＯＫ出寸法＝７００ ＯＫ

手すりなし

良い例○

下地材を利用して木製手すりが取付けてある

手すりあり

－ １９ －



No.7 開口部の墜落防止措置状況①

手すりは取付けてあるか(７５０mm～９００mm以内の範囲 )

階段室･吹抜部等の開口部にＨ７５０～９００mm以内に手すりがある　  ○
上記以外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×

判断基準

良い例○ 悪い例×

手すり･巾木あり
(中さんを設置すればより安全）

開口部に手すり設置なし

巾木が設置されているか

巾木が設置されている　○　※下地材がある場合は可とする
巾木が設置されてない　×

判断基準

良い例○ 悪い例×

本設の下地材が巾木をかねている 巾木が設置されていない

良い例○ 良い例○

仮設の手すり材に合板を利用し開口部を
塞いである

巾木の取付作業中

－ ２０ －



No.7 開口部の墜落防止措置状況②

安全帯の表示及び使用して作業しているか(墜転落措置が無い場合 )

開口部付近に安全帯の表示及び開口部付近での作業は安全帯を使用している　  ○
上記以外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ×
※墜転落防止ネット、安定した仮床又は固定した蓋が設置されていれば上記2項目は該当なしとする

判断基準

悪い例×

サッシ取り付け中に墜落転落防止
措置なし

悪い例×

墜落転落災害防止の措置なし

良い例○

親綱を設置し安全帯を使用している

４００４００４００
開口部開口部開口部

－ ２１ －



No.8 工具 (電動･エアー工具含 )使用状況①

丸ノコ(携帯用･定置型 )の安全カバー状況はよいか

良い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
丸ノコの安全カバーを固定している(作業していない場合も含む）　 ×

判断基準

良い例○ 悪い例×

安全カバー作動良好
（撮影のため丸ノコを逆さまにしています
 通常は歯を下向きにして置きましょう。下記参考）

安全カバーに木片を挟んで固定している

良い例○ 悪い例×

安全カバー作動良好で集じん袋あり 安全カバーをビスで固定してある

良い例○

安全カバー作動良好(定置型 )

－ ２２ －



No.8 工具 (電動･エアー工具含 )使用状況②

キャピタイコードが、破損･ひび割れ等がないか

 破損･ひび割れ等がない　　　　　　　　  ○
 上記以外　　　　　　　　　　　　　　　 ×
  (作業者自身がビニールテープ等で補修した場合は不可)

判断基準

悪い例×悪い例×

ビニールテープでの補修は不可
補修は専門の業者に依頼する

電線にキズあり

釘打機の使用時に作業者が保護メガネを使用しているか

釘打機使用時、保護メガネを使用している　　　○
釘打機使用時、保護メガネを使用していない　　×

判断基準

良い例○ 悪い例×

保護メガネ着用良好 保護メガネ未着用

－ ２３ －



No.8 工具 (電動･エアー工具含 )使用状況③

コ－ドリ－ル(ドラム)からの配線(キャピタイコード)の整理整頓はよいか

整理整頓してある　　○
整理整頓してない　　×

判断基準

良い例○ 悪い例×

コードホルダーを利用して配線がまとめ
られている

ドラムからの配線がまったく整理されて
いない

良い例○ 悪い例×

余分な配線はループ状にまとめられ
ている

配線が整理されていない

－ ２４ －
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