
公益社団法人八代市シルバー人材センター 安全 ・適正就業基準

(目的)

第1条 この安全 ・適正就業基準は、公益社団法人人代市 シルバー人材セ ンター(以 下 「セ

ンター」 とい う。)会 員の就業に伴 う事故 を未然 に防止 し、安全 ・適正に就業す るために

必要 な事項を定めることを目的 とす る。

(会員の遵守義務)

第2条 会員は就業 しよ うとす るときは、この基準を遵守 し、あらゆる事故 の発生防止に

努めなければな らない。

(安全 ・適正就業心得)

第3条 会員は就業に当たっては、次の安全 ・適正就業心得 を守 り、作業に従事 しなけれ

ばな らない。

(1)作 業は、安全第一 を心がけ、急いだ り、あわてた りしないこと。

(2)器 具類は、使用前、使用後に必ず点検整備 を行 うこと。

(3)服 装、履物は作業 にあった動 きやすい ものにす ること。

(4)作 業前 には準備体操を して体 をほぐす こと。

(5)加 齢による諸機能の低下を充分認識 し、無理 をしないこと。

(6)作 業現場は常に整理整頓 を心がけること。

(7)共 同作業では、合図、連絡 を正確 に行 うこと。

(8)帰 宅す るまでは仕事の うち、交通事故に気をつけ、寄 り道 を しないこと。

(9)健 康には常に注意 し、健康な状態で就業すること。

(10)仕 事の前 日には十分睡眠をとるように心がけること。

(11)酒 気を帯びての就業は、絶対につつ しむ こと。

(作業別安全 ・適正就業基準)

第4条 会員は、別 に定める作業別安全就業心得を守 り、安全 ・適正就業 に努 めなければ

ならない。

(安全保護具)

第5条 会員は、作業内容によっては、ヘルメ ッ ト等の安全保護具 を着用 して、当該作業

に従事 しなければならない。

(損害賠償事故の際の賠償金額の取扱)

第6条 会員 の作業に起因す る事故等により、第三者の身体または財物に損害 を与 え損害

賠償の必要が生 じた場合は、就業 した会員全員から1人1000円 を上限 として徴収 し、残

額 はセンターが支払 うもの とす る。会員の負担額 は損害の程度、状況、過失の程度等 を

勘案 して厚生 ・安全対策部会長が決定する。 なお、次の各号のいずれかに該 当す る場合



は当事者の会員 に対 して、損害賠償額の全額を請求できるものとす る。

(1)故 意に損害を与えた とき。

(2)会 員に重大な過失があった とき。(重大な過失 とは飲酒 による事故、重大な法令違反

等 をい う。)

(交通災害の防止)

第7条 会員 は、交通ルール を遵守するとともに、交通事故に注意 しなければならない。

(作業環境 の確認)

第8条 会員は、就業現場 の環境 が安全衛生面において安全であるか どうかを確認 してか

ら作業に着手 しなければな らない。

(標識の設置)

第9条 会員は通行人等に対 し危険 と思われる作業を行 うときは、作業 中であることがわ

かる標識を設置 し、事故の防止に努めなければならない。

(器具類 の使用)

第10条 会員は器具類 を使用する場合は、正 しい取扱い方法によ り作業す ること。

2会 員は、就業 に使用す る器具類 については、必ず作業前に点検 し、安全を確認す るとと

もに、定期的に点検を実施 しなければな らない。

(健康管理)

第11条 会員は、常に健康の維持管理に努 め、健康診断は進 んで受 けなければな らない。

(報告義務)

第12条 会員は、事故があった ときは、ただちに共同作業中の者又は本人がセ ンターに連

絡 し、応急の措置 を取 らなければならない。

(業務 の不受 理)

第13条 セ ンタs・一一一・は 、危 険性 が高い と判 断 した業務 は、会員 の意 思 にか かわ らず不受 理 と

す る こ とがで き る。

附 則

この基準は、平成22年1月1日 か ら施行する。

附 則

この基準は、公益社団法人設立の登記の 日(平 成24年4月1日)か ら施行する。



作業別安全就業心得

公益社団法人八代市シルバー人材センター

(全般的共通事項)

1.常 に健康の維持管理に努 めること。

2.安 全第一に考え、安全就業に努めること。

3.服 装、履物は、作業にあったものを着用す ること。

4.軽 い柔軟体操 をして、体をほ ぐしてか ら作業に従事す ること。

5.工 具類や機械 は、正確かつ安全に取 り扱い作業す ること。

6.機 械、工具類は常に整理整頓 し、故障その他の以上を発見 したときは、無理に使用せず

センターに報告すること。

7.作 業 中は、作業に専念 し、みだ りに話 しかけた り、無駄話 をしないこと。

8.仕 事への行 き帰 りは交通事故に注意す ること。

(はさみ、鎌等 の刃物を使用す る作業)

1.共 同で除草作業を行 う場合は、刃物に十分注意 し、お互いに接近 しすぎない よう一定の

間隔を保 ち、向かい合 う形での作業は行わない こと。

2.使 用 していない刃物類は、他の作業者の邪魔 にならない ところで、かっ 目立っ ところに

刃を下向きに しておくこと。

(運搬作業)

1.運 搬 は、余裕 を持ってできる重量にとどめ、正 しい姿勢で行い、特に腰部をいためない

よう慎重 に行 うこと。

2.運 搬経路の障害物は、あらかじめ取 り除き、足場の良否を確認すること。

3.運 搬経路では、一般歩行者 を優先 させ ること。

4.ト ラック等へ の荷物の積み降ろしは、荷崩れのないよ う注意す ること。

(高所作業)

1.資 材や工具類 を落 とさないよ う注意すること。

2.高 所作業を している下では、作業 をしない こと。

3.踏 み台や脚立は不安定な ところには立てないこと。

4.高 所作業では、安全ベル トの着用 を忘れ ないこと。

(脚立、椅子使用作業)

1.脚 立、椅子は、滑った り傾いた りしない ように据え付 け、止め金を確実に掛けて使用す

ること。

2.脚 立、椅子上では、無理な姿勢で作業 しないこと。

3.脚 立、椅子からは飛び降りない こと。

4.作 業中の脚立、椅子周辺には、道具類 を放置 しない こと。

(足場使用作業)

1.足 場板、丸太 は、使用前に試 し乗 りを して大丈夫か どうか確認すること。



2.足 場 板 の設 置高 は2m以 下 とす る こ と。

3.足 場 板上 では 、無理 な姿勢 で作業 しない こ と。

(機械類使用作業)

1.電 気機械類 を使用す るときは、コー ドの巻き込みに注意 し、他 の作業者が足 を取 られな

い ような位置にコー ドを置 くこと。

2.電 気機械類で使用 していないものの電源 は必ず抜いてお くこと。

3.機 械類を使用中の会員 には、むやみに近づかないこと。

4.チ ェーンソーは、樹上では使用 しないこと。

(医薬用外劇物等の取 り扱い作業)

1.医 薬用外劇物 を使用す る場合は、使用説明書等に従い正 しく使用す ること。

2.害 虫駆除剤 を散布す る場合は、風上から風下に向けて散布 し、吸い込み防止用の保護マ

スクを使用す ること。

3.作 業に使用 した薬品類 は放置せず、厳重に管理すること。

4.シ ンナー等を使用す る塗装作業においては、常に作業場の換気に気をつけること。

(引火物の取扱作業)

1塗 料、シンナー等の引火物の取扱は次のことに注意する。

(1)火 気の発生 しない場所 に覆いを してお くこと。

(2)使 用中のものは、火気及び通行人の喫煙等 を考慮 して、置 き場所 を定めること。

(3)作 業中の喫煙は絶対 にしない こと。又、周囲の火気に常に注意すること。

(路上作業)

1.路 上での作業は、車両、一般歩行者に注意 し、ロープを張るなど作業範囲を明確 にす る

こと。

2.作 業範囲外 に、機材、道具等 を放置 しない こと。

(家事手伝い作業)

1.電 気、ガス等 の器具類は、正確かつ安全に取 り扱い、使用後は必ず電源(元 栓)を 切 る

こと。

2.床 面が滑 りやすい風 呂場等の清掃は、滑 りどめのついた履物 を着用す ること。

(その他の作業)

1炎 天下の屋外作業

(1)炎 天下で作業す るときは、必ず帽子を着用すること。

(2)長 時間連続 しての作業を避 け、適切な休憩を取 ること。

(3)飲 料水は必ず持参 し、できるだけ生水 は飲まないこと。


