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    安全作業マニュアル 第 10 版              管理番号 M012 
                              [藤沢グリーンスタッフの会] 
＜はじめに＞ 
・「ＮＰＯ ＦＧＳ」の緑地保全作業の基本は「楽しく」、「無理なく」、「安全に」です。 
・保全作業は自然の中での作業であり、「危険」はつきまといます。その「危険」を最小

限にするためこのマニュアルを作成しました。 
・本書はコンパクトで読みやすく、かつ実践的であるものとするために、特に注意をして

いただきたい項目に絞って記載していますので完璧とは言えません。 
したがって、安全作業にはそのほかに注意すべきことが多々ありますので、常に自己責

任の認識で安全に行動する様お願いいたします。 
 
＜目次＞ 
１．安全な作業を行うために：（服装・装備・準備）          ・・・・１頁            

２．リーダ・班長（サブリーダ）の心得：（作業前・作業中）      ・・・・２頁 
３．道具の扱い：（伐木・枝落し・鎌・鋸・鉈・刈払機・チェーンソー・燃料）・・３頁 
４．動植物のリスク：（蜂・蛇・毛虫など・ウルシ科・とげのある植物） ・・・・７頁 
５．事故時の対応：（応急処置、保健機関への連絡、事故状況の記録）  ・・・・９頁 
６．安全十か条・ヒヤリハット                   ・・・・11 頁 
 
＜マニュアル＞ 
１． 安全な作業を行うために 

11 頁の安全作業の要点を集約した「安全十か条」を順守してください 
１－１ 作業に合った服装・持ち物 
 ・作業中や動植物の危険や怪我から身を守るため、肌の露出を減らすことがポイントで

す。夏場でも、①ヘルメット、②長袖シャッツ、③長ズボン、④足元のしっかりした

靴、⑤手袋は必ず着用してください。また、ＦＧＳベストと名札を着用してください。

なお、ベストは夏場で暑い場合は無理に着用せず、名札のみでも結構です。 
 ・このほかに、タオルと十分な飲み物は必須です。 

 ・蚊取り線香（火種式）の使用は原則禁止とします。蓋が外れることによる山火事や、

刈払機・チェーンソーの燃料への引火の危険性が考えられます。 

蚊や虫が気になる方は防虫薬を塗布してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

ヘルメット（FGS 指定品、

作業認定シール貼付、あご

紐を締める） 

FGS ベスト 
（名札を付ける） 

 

作業靴（滑らない厚底靴、耐切創

長靴等安全靴） 

保護メガネ（ゴーグル、サイドカ

バータイプメガネ）：特に笹刈時 

保護手袋（グリップ側がゴム引き

手袋、皮手袋） 

長袖（袖絞まり） 

長ズボン（裾絞まり、脚

絆、スパッツ） 

■作業者の服装（基本） 
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■ 動力機械を使用する作業者は身の危険又は健康障害を防止するための装備を装着し

てください 
注）＊品は FGS 備品、その他は個人準備品 

・刈払機取扱い作業者 

  

 
   
 

・チェーンソー取扱い作業者 
 

 
 
 
１－２ リーダの指示に従う 
 ・保全作業は協働で行う作業です。リーダ・班長（サブリーダ）の説明を聞き、指示に

従って作業してください。 
 ・ただ、リーダ・班長も我々の仲間で、プロではありません。分からないことや、疑問

に感じた際には、「おかしい」とつぶやかずに、速やかに質問・提言をしてください。

情報を共有し、試行錯誤していくことが我々のスキルアップと安全を促し、無形資産

の向上につながります。 
１－３ 準備体操 
 ・「大庭倉庫」「長久保倉庫」「西俣野倉庫」には「ラジオ体操付ＣＤラジオ」が備品で

保管されています。これを利用して、身体を十分にほぐしてから作業に臨むよう心掛

けてください。 
特に、アキレス腱を伸ばし足首の回転を入念にストレッチしてください。 

 ・また、体操の前には同ＣＤに「安全十か条」が収録されていますのでこれを声を出し

復唱してください。安全作業の認識を高めるためにも必要なことです。 

＊刈払機（U ハンドル型） 

FGS ベスト（名札を付ける） 
＊肩掛けバンドと腰ベルト 
（刈払機のシャフト部が腰骨付近に

当たるよう肩掛けバンドの長さを調

整のこと） 

その他装備品（推奨） 
1.笛（胸ポケットに入れる） 
2.耳栓、＊イヤーマス 
3.すね当て 

ヘルメット（FGS 指定品、

作業認定シール貼付、あご

紐を締める） 

長袖（袖絞まり） 

作業靴（滑らない厚底

靴、耐切創長靴） 

保護メガネ（ゴーグル、サイドカバ

ータイプメガネ、フェイスシールド） 

保護手袋（防振手袋、グリップ側が

厚手ゴム引き手袋） 

長ズボン（裾絞まり） 

ヘルメット（FGS 指定品、

作業認定シール貼付、あご

紐を締める） 

FGS ベスト（名札を付ける） 
 

長袖（袖絞まり） 

長ズボン（裾絞まり） 

作業靴（つま先保護芯入り

ハイカット形安全靴） 

＊チェーンソー 

保護メガネ（ゴーグル、サイドカバー

タイプメガネ、フェイスシールド） 

＊保護衣（チャプス） 

保護手袋（防振手袋、グリッ

プ側が厚手ゴム引き手袋、耐

切創手袋） 

その他装備品（推奨） 
1.笛（胸ポケットに入れる） 
2.耳栓、＊イヤーマス 
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１－４ 体調が悪くなったら・疲れたら 
 ・作業日の事前：欠席は仕方ありません。その際は必ず、その旨をリーダないし参加す

る方のどなたかに連絡をしてください。 
・作業中：勢い余って長時間同じ姿勢で作業をし続けると、後々腰などに痛みが現れま

す。15～30 分ごとに休み、身体を立て直したり伸ばしたりして、決して無理はしない

でください。体調はご自身で判断し気にせずに、疲れたり具合が悪くなったらリーダ

ないしは他の人にその旨を告げ休み、回復してから作業に復帰するか帰宅してくださ

い。 
リーダ・班長から休憩の指示が出たら速やかに作業は中断しましょう。リーダや他の

方も周りの作業者の状態を気にかけてください。 
特に夏場は熱中症予防に水分を取り休憩も適宜取るようにしてください。 

 
２． リーダ・サブリーダ（班長）の心得 

ここでは、安全面の観点からのみ記載しています。 
作業要領の詳細は別冊「みどり保全協働事業手順マニュアル」を参照ください。 

２－１ 作業前 
・活動計画書などで作業範囲・内容・注意点を確認、各リーダで共有化し作業員に周知

徹底。必要なら当日にも現地下見し再確認 
 ・気象条件により作業実施の判断、予定した作業内容・作業範囲の変更の有無の判断 
 ・必要道具に加え、救急箱の確認 
 ・下見して気になった危険箇所・危険が伴う作業の共有化  

・リーダ、班長は「認識バンド」をヘルメットに着け責任者としてそれを明確にアピー

ルする 
・ラジオ体操前に末章の FGS「安全十か条」を作業前に参加者全員に朗読し伝えるよ

うにしてください。（伝えても守らない人・忘れる人は必ずいます。しつこいぐらいに繰り返

し作業前に伝えましょう） あるいはＣＤラジオ（録音）で聞きながらこれを参加者全員に

復唱させてください  

２－２ 作業中 
① 季節や天候状況に応じたペース配分 ②個々の作業にズボンと入るよりは、むし

ろ全体の作業の進捗状況や負荷の状況確認に重点を置き、場合によっては人数の再

配置を考える ③体調の悪そうな人がいないか、危険的作業をしていないかに目配

り・気配りをする ④リーダ・班長は自分の作業よりも他の作業者と周りへの気配

りを優先すること ⑤チェーンソー、刈払機等の動力機械の使用者に対しては特に、

当日その体調及び技量を見て安全且つ正常に使用できない状態と判断した場合はそ

の使用を禁止すること ⑥事故時の対応（後章参照） 
２－３ 作業後 

・各班の作業報告時に怪我や事故、ヒヤリハットの有無を確認し、あれば「ヒヤリハッ

ト報告書・事故報告書」（別紙）を作成してください 
 
３．道具の扱い方 
３－１ 全般 

・道具を正しく使うため、詳しくは別冊「道具の使い方／手入れの仕方」マニュアルをよく読ん

でおいてください。 

 ・保全作業に主に使われる道具として、鎌（カマ）、鋸（ノコギリ）、鉈（ナタ）、刈払
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機、チェーンソー等があります。これらは、使い方を知ってうまく使えば、便利な道

具となりますが、そうでない場合には危険な凶器ともなります。 
 ・また、道具には普段の手入れが必要です。手入れや整備がされてない道具を無理に使

用しようとすると、余分な力が必要になり、疲れが増して効率があがりませんし、ま

た場合によっては危険な動きをすることもあります。 
・ 作業用の動力機械（チェーンソー、刈払機等）はＦＧＳの認定者のみ使用してくださ

い。その扱い方は別紙のマニュアルを熟読して安全に作業してください。 
・ また、会で所有しない器具や個人所有の動力機械をやむを得ず使用する場合は、その

使用者は事前に必要な点検整備を行い、作業リーダの了承を得てください。 
その使用は所有本人のみとします。 

３－２ 伐木・枝落とし 
１） 全般 （詳しくは別冊「高所作業と枝落とし」テキストを参照してください） 
・間伐などの伐木作業や枝落としは最も危険な作業のひとつです。 
・高木（10m 以上）や大径木（30cm 以上）の伐採及び高所作業（足場が地上高 2m 以

上）は危険ですので原則禁止とします。 
・特例として、3m 迄の高所作業は「ステップアップ講座／高所作業」の受講者のみとします。 

・高所での枝落とし作業は 3 人態勢（作業者・作業補助・周囲監視役）とします。 

・高所の枝切りは原則、手鋸や高枝切鋸を使用してください。 
・高所のみならず 2ｍ以下でも転落、転倒の恐れがある場所では必ず安全ベルトを使用

し腰より高い箇所にフックを掛けてから枝切りなどの作業をしてください。 
・枯損木は切断作業途中で折れる可能性があるので、先ずロープで引いてみて折れた

り倒れたりしないかを確認した後に伐倒作業に入ってください。 
・梯子や脚立を使用する場合は立木に紐でしっかり固定してください。 
・太枝の落下が不安定と思われる場合は中止するか、ロープで吊るし切りをしてください。 

２）伐倒作業の流れ 
① 倒す方向の見立て 

  ・木を倒す方向は、一般的には、斜面の横方向か斜め下方です。ただし、これはあく

まで一般論で、とりわけ、広葉樹は枝葉のつき具合や曲がり具合で、どちらに倒れ

るか予測の範囲を超えることがあります。樹高の 2 倍の範囲を危険範囲と考え、そ

の範囲の内側には入らないようにしてください。  
  ・山の中と異なり、我々の作業場所では、倒れた木が人家の塀や屋根、電線にかかる

可能性があります。慎重に倒す方向を見極めてください。 
  ・倒す木（径 5cm 以上）の上部にロープを掛け、倒す方向の立木に取付けた滑車を

通し安全な方向でロープを引けるようにセットします。この作業は慣れた方の指示

に従って作業してください。ロープの内側には立ち入らない様に注意してください。 
② 受け口と追い口： 

      ・胸高直径 20cm 以上の木を伐る際には、倒す方口に 45 度ほどのくさび形をした「受

け口」を、木の直径の 1/3 ほど入れます。続いて、受け口の高さの 0～2/3 程度の

ところから追い口を入れていきます。この際、最後まで伐らず、受け口と追い口の

間に「つる」（切り残し）を必ず残してください。「つる」は蝶番の役割を果たし、

伐った木の跳ね返りを防ぐ意味があります。また、掛けたロープの引くタイミング

も大事なので慣れた方の指示に従ってください。 
  ・追い口を入れる前と木が倒れそうになる前の 2 度、笛や大声で回りに注意喚起をし

てください。  
③ かかり木／倒した木の処理： 
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 ・伐倒作業で、かかり木は当たり前と考えた方がいいでしょう。かかり木の処理は危険

ですので、熟練者に任せてください。また、かかり木をかかり木のまま放置しない

ように。どうしても、かかりが外せない場合には、周りをトラロープやテープなど

で囲って、人が近づかないような方法をとり、市に報告する形にしてください。 
・木を切る際にその重力により切り口の間隔が狭まり、鋸の刃を挟まれ動かなくなるこ

とがあります。そのため、例えば玉切りなど水平の太い木を切るときには下側を太さ

の 1/4 ぐらい切り、次に上側から切るようにするなど木の動き方を考慮して切る必要

があります。 
 ・伐った木の玉切りの際、木の下に足は絶対に置かないように。玉切りした木を運ぶ際

には重いですから無理して一人で運ぶことは考えず、二人以上で運んでください。逆

に言えば、二人で運べる重さ・長さで玉切りしてください。 
・斜面地での玉切りや切り株切りは材が転がり落ちしない様防止策を取ってください。 
・玉切り丸太を移動する際は直接手で行なうより、ロープや大鳶（とび）、丸太トング

などを使用すると安全に作業できます。 
 
３－３ 鎌、鋸、鉈の使用／草刈・木切り・枝払い等の作業 
１） 鎌 

 ・使い方：草刈で右利きの方は（以下、左利きの方は逆）左足の方に鎌を引きます。従

って、左足を少し後ろに下げる形で作業を行ってください。草をつかんで刈る場合は

親指を下向きにして、鎌を地面に這わせるように手前に引きます。大鎌を利用する際

には、鎌の長さの２倍以上の範囲の周囲に人が居ないことを確かめ、決して大振りせ

ず、身体の左側へ刃を動かすような形で作業をしてください。勾配のあるところでは、

斜面の下側から刈る形に自分の立ち位置をとってください。 
・笹を鎌で刈ると切り口が鋭角となりやすく危険ですので、出来るだけ太枝切り鋏を使

用し切り口を水平にしてください。 
 ・使わない時：鋸や鉈と異なり、鎌にはうまく収まる鞘（サヤ)がありません。休憩時な

ど、鎌を使ってない時には、木の切り株や地面に突き刺す形で置いてください。地面

に横たえてあるのをよく見かけますが、これは危険です。 
・持ち運ぶ際は柄の髪型の刃に近い部分を持ってください。 
２） 鋸：ひもやベルトを利用し、鞘に入れて腰に下げる形で装備してください 

 ・使い方：木を切る際にその重力により切り口の間隔が狭まり、鋸の刃を挟まれ動かな

くなることがありますので注意が必要です。（前項’伐木・枝落とし’参照） 
鋸が木に挟まれ動かなくなったら、遠慮なく熟練者に応援を頼みましょう。 

・小径木の伐倒は受口を作らないで切る方法もありますが熟練者の指導で作業してく

ださい。 
３）鉈：ひもやベルトを利用し、鞘に入れて腰に下げる形で装備してください 

 ・使い方：鉈は枝を払ったり、木を縦に割ったりする際に、鉈の重さを利用して使う道

具です。当然ながら、鉈を振り下ろす方向に、足は決して置かないこと。例えば、倒

した木の枝を払うときには、払う枝の幹の反対側に立ち、自分の身体のほうに滑った

刃がこないようにします。 
 ３－４ 刈払機の扱い／草刈り （詳しくは別冊「刈払機の使い方」を参照ください） 

１） ＦＧＳでは安全作業を重視することから、基本的に刈払機使用者は「刈払機取扱

作業者安全衛生教育」を受講し、かつＦＧＳで実施の「ステップアップ講座／刈払

機」を受講し所定の知識・技量ありと認定された者（当会が発行する「刈払機作業

者」ステッカーをヘルメットに貼り付けている者）とされています。 
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２） 刈払機は刈刃が高速で回転し、草や小径木を刈り払う機械で刃は左回転します。従

って、刈払機は刃の左半分の上側 1/3 だけで右から左方向に円弧を描くように刈

り、往復刈りはしないようにしてください。 
３）刈払機の吊り方 

   肩ベルトで本体を右側に吊った状態で作業を行なうのが鉄則です。また、キックバ

ック事故（固い物や木の茎に刃が接触し、刃が急に跳ね返されて作業者に接触する

事故）や転倒事故を抑制するには、肩と腰の２本のベルトで身体に固定してくださ

い。また、移動するときは必ず刈刃が前向きになるようにしてください。 
４）保護眼鏡等の着用 

   草むらには、小石や木の切り株、空き缶など草以外のものが隠れています。刃に跳

ね上げられた石のかけらや砂利等が眼に当たると失明する危険もあり、飛来物用の

保護眼鏡等を使用してください。 さらに、長時間作業 （長くても３０分））の場

合は、防振手袋を使用した方がよいでしょう。 
ゴーグルなどの保護眼鏡や手袋は竹や笹刈り作業及び全ての動力機械を使用する

際は必ず着用してください。簡便なシールド面付きヘルメットも推奨します。 
５）作業中 

・必ず、周囲（5ｍ以内）に人が居ないことを確認し、足場がしっかりしている所を

確保して作業してください。また、大振りせず、最大でも 1.5ｍ幅の範囲で刈り進

んでください。 
・刈刃により砂利などが飛ばされ周囲の家屋、自動車、通行人等に損傷を与える恐れ

がある場所では、手刈りにするか「飛石防護シート」を使用してください。 
・刈刃が腰位置より高くなる急斜面地での作業は原則禁止とします。 

 ６）作業中移動する際は必ず、刈刃の回転を止めてからにしてください。 
置く場合はエンジンを切り、人の通り道にならないところに置いてください。 

３－５ チェーンソーの扱い（詳しくは別冊「チェーンソーの使い方」を参照ください） 
１） チェーンソーの使用者は「伐木造材作業者特別教育」（安衛法）を受講し、かつＦＧ

Ｓで実施の「ステップアップ講座／チェーンソー」を受講し所定の知識・技量あり

と認定された者（当会が発行する「チェーンソー作業者」ステッカーをヘルメット

に貼り付けていること者）に限定します。 
２） 使用前後のチェーンソーの整備を十分にすること。特にチェーン刃の張り調整や部品の組

付けが適切でないことがありますので使用前には必ず点検してください。 

３） 作業保護具（ヘルメット、保護メガネ、手袋、チャップスなど）を必ず装着してください。 

４） チェーンソーでの作業は、２人一組とし１人は作業及び周囲監視役専任とします。 

５） 監視役は周りに人が近づかないか、作業者が安全に作業しているかを注視して、危険行為

等を見つけたら、直ちに先ず笛で警告してください。（笛は衛生上、個人購入） 

６） 監視役は作業中のチェーンソーに２ｍ以内に近づかないでください。 

７） チェーンソー切断は腰位置以下の高さで行ないそれ以上の高さでの操作は禁止です。 

８）玉切り時の木の動きによりチェーン刃が挟まれることがありますので切る手順が大

事です。無理に外そうとするとチェーンソーを破損したり危険な場合がありますの

で、その時は慣れた方の応援を求めてください。 
９） 切断中以外や移動ではブレーキをかけて置き、長移動時はエンジンを停止してください。 

10） チェーンソーから離れる時はエンジンを切ってください。また刃に接触したりそれにつまず

かない様に木や物陰に置くか、カバーをするか、又は刃が横向きに地面と接するように本体

を横向きに置くようにしてください。 

３－６ 燃料（混合ガソリン）などの危険物類／火気の扱い 
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  ・倉庫内や取扱い中での火気は厳禁です。 
  ・燃料（混合ガソリン）、チェーンオイル、エンジンオイルなどの危険物類の倉庫保

管量は各々総量で２０ﾘｯﾄﾙを越えないように在庫管理をしてください。 
  ・燃料の保管容器は金属容器とし、保管時には必ず密栓をしてください。 

・作業現場での燃料缶は直接日光に当らない様に置いてください。 
・静電気での発火事故を防ぐため、燃料を扱う前に素手でアース体（大きな金属・導

電体）に接触してください。特に冬季の化繊衣類では帯電しやすいので注意。 
 

４．動植物のリスク 
４－１ 動物(蜂、蛇、毛虫など） 
  ・蜂や蛇などの動物は必死で生きており、本来、彼らの食べ物でない人間に遊び半分

で攻撃を仕掛けてくる暇はありません。彼らが攻撃をかけてくるのは、彼らのテリ

トリーに近づき過ぎたり、危険を感じさせたり、または、突然に遭遇した場合です。 
  ・したがって、彼らを見かけたら、①静かに後ずさりして退避し、②安全な場所に着

いたら、周りの人に注意を喚起し、③危険情報を共有し、立入禁止としてください。 
１）蜂 (主に、スズメバチとアシナガバチ：被害も多く、死に至る危険もあります) 
  ・日本のスズメバチは１６種類と種類が多く、巣を高いところに作るものや、地中に

作るものなど多彩です。巣に近づくと、警告を発し警告に従わないと攻撃をしかけ

てきます。また、ジバチなどはいきなり攻撃をする蜂もありますので十分に注意が

必要です。特に黒っぽい服装は狙われ易い傾向があります。 
  ・蜂は緑のあるどこにでも居る、という前提で作業に入りましょう。春から秋までの

季節、特に６～１０月には外敵に対する攻撃性が高くなり、危険な時期です。１～

３月は概ね安全です。 
  ・蜂は巣の近くに人が入ると、まず、警告を発し退去を促してきます。特に顔近くで

音を立てて警告しますが、この段階では攻撃はしかけてきません。「グッとこらえ

て」、決して手で払ったり、また声をたてることなく、刺激せずに安全な場所まで、

姿勢を低くし、後ずさりで後退してください。 
  ・蜂は素早い動き、特に横への動きに敏感に反応し、攻撃をしかけてくるようです。

このため、離れる際には、横にではなく、あくまで後ずさりで後退してください。 
  ・また、服などにとまった場合にも、手で払うことはせず、そっと爪で弾き落とすよ

うにしてください。  
★不幸にして蜂の巣を踏んだり、こらえきれずに払ったりして刺されたら： 

蜂毒アレルギーの症状は、局部の腫れで済むものから、アナフィラキシー・ショッ

ク(＊)まで、個人差・体調によっても反応の違いがあります 
      (＊) アナフィラキシーとは蜂毒や食物、薬物などが原因で起こる急性アレ

ルギー反応のひとつ。血圧低下等の血液循環の異常が急激にあらわれると呼

吸困難や意識障害などのショック症状を引き起こし、生命をおびやかすよう

な危険な状態に陥ることがある 
  ・やはり、①安全な場所まで、静かに退去し、②注意を喚起し、③危険情報を共有し、

立ち入り禁止とし、④近くにいる人に救急箱を持ってきてもらってください。（動く

と、蜂の毒が回りますので、極力安静にしてください） 
  ・蜂は一旦攻撃をかけると、攻撃に加わる蜂が増えてくるため、とにかくその場から

は離れてください。 
・また、黒っぽい服装には蜂が敏感に反応し、攻撃の的になりやすいようです。香水

などの化粧品も匂いが蜂を刺激するそうです。ご注意ください。 
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  ・救急箱には、①ポイズンリムーバ（毒液・毒針吸引器）②抗ヒスタミン剤含有軟膏

（アレルギーそのものを治すのではなく、アレルギーにより体内で起っている炎

症を抑える働き）③バンドエイドの３点セットが入っています。 
  ・刺された箇所は赤く染まり、真ん中に点が見えます。ここに、①ポイズンリムーバ

を当て、毒を吸出し、②軟膏をつけ、③バンドエイドを貼ってください ④冷やす

のも良い  
 ・「ポイズンリムーバ」の使い方は、刺された箇所に吸い口をつけ、レバーを上まで

引き上げ、引き上げた状態で暫くそのままにし、その後レバーを下げ、元の位置に

戻す(メーカーにより異なる)。この上げ下ろしを２回以上繰り返し、毒を抽出しま

す。外すのは押し下げた時点で、この際、毒が飛び散らないよう注意してください。 
・この段階で、しばらく様子を見、痛みが局部のみで他の症状が出なければ、その人

は「蜂毒アレルギー」が無い方です。１～３日、痛みをこらえるだけで回復します。 
・万一、刺された箇所が頭部であったり、痛みだけでなく、他の症状（じんましん、

発熱、発汗、悪寒、頭痛、めまい、吐き気等の全身的な症状)がでたら、その方は

お気の毒ですが、「蜂毒アレルギー」がある方です。上記応急処置をすみやかに済

ませ、救急車を呼んでもらうか、ご自身で病院へ行ってください。 
 ・アナフィラキシーは、通常、刺されてから 15 分以内に現れ、症状が早く現れる時

ほど重症化する傾向があると云われてますので、この際は即、救急車を。(アナフ

ィラキシーは、一旦おさまっても症状が数時間以内に再発することがあるそうで

す。おさまったと思っても油断せず、ただちに病院へ） 
  ・一度蜂に刺され、その際には局所症状でおさまっていた人も、再度蜂に刺される事

故で、アナフィラキシーが起こることもあるようです。アレルギー体質の人に加

え、２度目の蜂刺されに特に注意が必要とされるのはこのためで、自己注射用アド

レナリン注射液を携行するなどの対策をとることが望ましいとも言われています。 
  ・なお、使用した、ポイズンリムーバは吸い口部分のみを湯煎又は良く水洗いしてか

ら戻してください。（本体は洗わないように) 
  ・ミツバチの場合は被害はさほどではありませんが、ミツバチに刺されると蜂の針が

残ります。ピンセットで抜き、上記の軟膏を塗ってください。 
２）蛇 
  ・日本に生息する有毒の蛇は、マムシ、ヤマカガシ、ハブの３種だけで、この辺では

基本的にはヤマカガシ（くすんだこげ茶色で１ｍほどの長さ)とマムシのみです。 
  ・マムシやヤマカガシに出会ったら、蜂に出会った際と同じような退避の対応をとっ

てください。 
  ・他のシマヘビ（名の通り、白っぽい縞模様）やアオダイショウ（実際は緑色です)に

は毒はありません。毒が無いからと言って追い回したりせず、優しく「サヨナラ」

とお別れしてください。 
  ・マムシやヤマカガシに噛まれたら蛇の毒の回りは遅いので、安静にして、ポイズン

リムーバの応急処置をし、救急車を呼んでもらい、血清のある病院で手当を受けて

ください。 
３）毛虫（チャドクガなど）やムカデ 

  ・茶／椿／山茶花などのツバキ科の葉につくチャドクガなどの毛虫やムカデに触れる

と、炎症を起こし、痛みやかゆみなどの症状がでます。とにかく肌の露出を少なく

することが大事です。 
  ・チャドクガの毒毛は５０万本以上あり、太さも細く触ると折れて、それが刺さり被

害が拡大します。毛抜きでは挟めず、ガムテープに付着させて取り除きましょう。
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（ガムテープの用意が必要です） 
  ・取り除いた後に水で洗い流してから、抗ヒスタミン剤含有軟膏を塗ってください。 
  ・また、被害にあった枝や抜け殻、巣の網などにも毒毛が残っていてかぶれることが

ありますので、素手では触れないでください。 
４）ヒル 

  ・東丹沢などでは多く見られるヒルも、このあたりではあまり見かけないようです。

ヒルに吸い付かれたら、一番いいのは塩ですが、なければライターの火であぶると

落ちます。 
４－２ 植物 （かぶれやとげのある植物、イネ科植物）  
 １）ウルシ 
  ・ツタウルシ、ヤマウルシ、ハゼ、ヌルデなどウルシ科の植物の葉や幹の汁は、触る

とひどくかぶれることがありますし、そばを通っただけでもかぶれる敏感な人もい

るようです。まず、触れないことです。 
  ・かぶれた場合には、その部分を水洗いし、前述した軟膏を塗った後、冷やしましょ

う。症状がひどくなるようでしたら、病院へ。 
２）ノイバラ、キイチゴ、イラクサなどのトゲ 

  ・大庭遊水地などにはノイバラが繁茂し、キイチゴは山野のいたるところにあります。 
  ・トゲに刺されたら、まずトゲを毛抜きなどで抜き、水洗いした後にバンドエイドを

貼付けて傷口を保護してください。 
３）イネ科の植物 

  ・ススキやササなどのイネ科の植物などでは、葉の縁で手や腕を切ることもあります。

とにかく、露出部分を少なくしてください。 
 

５．事故時の対応 
５－１ 応急処置 
 １）熱中症：熱中症は、熱射病、日射病、熱疲労など熱環境で発生する障害の総称。 
  ・熱射病・日射病は、汗をかかず、体温が上がって顔が紅潮します。この場合には、

木陰などの涼しいところに移し着衣を緩め、風を送り濡れタオルなどで首筋や脇下

などを冷やしましょう。意識があれば、スポーツドリンクを与えてください。 
  ・熱疲労は、逆に汗をかいて体温が下がり、顔が青ざめてきます。この際は、身体を

温めてください。 
 ２) ねんざ、骨折 
  ・ねんざしたら、患部を冷やしてください。次に、患部を心臓より高くして内出血を

抑えてください。ある程度冷やしたら、患部をタオルなどで固定してください。 
  ・骨折の場合は、医者に診せるまで添え木を当て、折れたところを動かさずに固定し

てください。 
 ３) 切り傷などの外傷 
  傷口を水できれいにし、消毒してください。また、出血の程度によっては、きれい

な布などで上から押さえ、止血してください。 
 ４）重大なケガ、意識障害、心肺停止などへの応急処置については、救急救命講座の受

講者が対応しいっときも早く救急車を要請してください。 
５）救急車を要請するような重大な怪我・事故が発生した場合は、直ちに全作業を中止

してください。作業再開や現場保存解除はリーダが関係者と協議し決めてください 
 

５－２ 緊急時・保険機関等への連絡 
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（詳しくは別冊「緑地保全協働事業手順マニュアル」参照してください） 
 ・緊急時の連絡先（FGS 内への連絡先：リーダ→担当理事等） 
 ・救急指定病院（休日）：南部 0466-23-5000（藤沢市医師会館内）、 

北部 0466-88-7301（保健医療センター内）なお、休日の指定病院は毎月の藤沢広

報紙に掲載されているので、事前に調べておいてください。 
・ 万一の事故に備え、名札の裏などに、住所・氏名・電話番号・健康保険証番号・血

液型・持病・アレルギーの有無など記載しておくようにしてください。ただし、こ

れらは重要な個人情報でもあり、その兼ね合いがありますので個人の判断に任せま

す。また、名札は強く引っ張ると外れるパーツの付いた紐式を首に掛けるか胸ポケ

ットにクリップで装着してください。 
・一括して加入しているＮＰＯ保険の連絡先・対象範囲：→事務局に問合せください 

 ・万一の場合に備え、NPO 保険の補償金額や対象範囲を補填する意味合いからも、別

途個人的に傷害保険に加入することをお勧めいたします。 
５－３ ヒヤリハット・事故状況の記録 
 ・ヒヤリハットや万一事故に遭った場合は別紙「ヒヤリハット報告書・事故報告書」を

作成し「安全活動委員会」等に提出してください。また保険請求の必要がある場合

は、下記項目の事故状況の記録を残してください。本人が記録できない場合はリー

ダ・サブリーダ・班長や他の方が代行してください。 
① 事故発生日時 ②発生場所 ③事故者氏名 ④事故者の連絡先 ⑤生年月日 

⑥性別 ⑦血液型 ⑧事故状況 ⑨原因 ⑩処置状況 ⑪収容施設名 ⑫施設の

住所・電話番号 ⑬担当医 など 
・事故概要は事業日報にも記載してください（①②⑧⑨⑩、③は匿名） 

５－４ 再発防止 
・重大事故(救急車要請程度)の場合は、日報以外にその概要を会員にお知らせします

（ホームページ、各リーダ宛等）。事故が起きないよう、他人事でなく受け止め安全

への認識を高めてください。 
・具体的な再発防止策については関係者が、協議検討し対処します。 
・重大事故の当事者（加害者、受傷者）は、その原因となった同作業（チェーンソー、

刈払機使用等）を一定期間（３ヶ月）禁止とし自粛してください。 
 
６．感染症予防 
 ・新型コロナウイルスやインフルエンザなど感染症の予防には①マスクの着用②小集団

活動③人と離れることが肝要です。作業中のマスク着用は各自の判断に委ねます。 
 
＜最後に＞ 
 ・私たちＦＧＳは、プロにできるだけ近づきたいという目標を下ろすつもりはありませ

んが、プロではありません。誰しも得手・不得手があり、協働で作業をすることで不

得手の穴を埋めていけるものと考えています。その意味で、「真の安全作業」とは、

不慮の事故の際はもちろんのこと、場面に応じ我々みんなが力を合わせ「協力」して

いくことではないでしょうか。 
・怖いのは、「慣れた作業にその油断」です。常にこの言葉を肝に銘じましょう。 
・ これからも、「楽しく」「無理なく」「安全に」をモットーに、お互いカバーし合い、

一歩一歩スキルアップをはかり、藤沢市民に喜ばれる活動を行っていきましょう。 
 

[初版 2009(H21).11.8  第 9版 2020(R2).4.1  第 10版 2020(R2).4.1] 
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■ ＦＧＳ緑地保全作業 安全十か条   

１． 作業に適した服装・装備であること 

２． 準備体操で身体をほぐし、体調は良いこと 

３． リーダの指示を良く聞き守ること 

４． 道具の準備・整備状態を確認すること 

５． 刃物は振り回さないこと 

６． 作業時、他の人と安全な距離を保つこと 

７． 足場を確認して、安定した姿勢で作業をすること 

８． 斜面地での、上下作業はしないこと 

９． 長時間の連続作業など無理をせず適切に休憩をとること 

10. 安全と体調への気配りは自分と他人へもすること 

＊ 怖いのは、慣れた作業にその油断です 

＊ 作業は楽しく、無理なく、安全に！ 

 

■ ヒヤリハット 
  

 

 
 

  

ヒヤリハット 
（300 件） 

 
（ハインリッヒの法則） 

軽微な事故 
・災害（29 件） 

重大 
事故 

・災害（1 件） 

1 件の大きな事故・災害の裏には、29 件の 

軽微な事故・災害、そして３００件のヒヤリ・

ハット（事故には至らなかったもののヒヤリと

した、ハッとした事例）があるとされます。 

重大事故の防止のためには、事故や 

災害の発生が予測されたヒヤリハットの 

段階で対処していくことが必要です。 

[藤沢グリーンスタッフの会] 
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ヒヤリハット報告書 ・ 事故報告書     藤沢グリーンスタッフの会 

                       提出日： ２０  年  月  日 

① 発生日時      年   月   日（   ） 天気：    時刻：  時  分 

② 活 動 名  

③ 発生場所  

④ 事 故 者 （仮名可Ａ～Ｚ）          ・男 ・女  ・年齢  代 前半・後半 

⑤ 作業内容 

 

・刈払機・チェーンソー・鎌・鋸・鉈・草刈り・伐倒・枝切り・玉切り・笹竹切

り・土木・搬送・歩行・交通（往・復・歩・自転車・バイク・車）・その他 

（              ） 

⑥ 事故の型 

（重複可） 

・転落・転倒・激突・飛来・挟まれ・切れ・こすれ・昆虫類噛み刺され・植物か

ぶれ・打撲・捻挫・切傷・骨折・熱中症・器物・傷無いが受傷可能性大・その他

（              ） 

⑦ 現場環境 

（重複可） 

・雨・濡れ・高所(   m)・木上・斜面地・土面・岩面・砂利面・舗装路・作業

路・草地・森林・竹林・公道・駐車場・その他

（              ） 

⑧ 傷害程度 ・入院（  日間）・通院（  日間）・当日のみ（応急処置薬）・自宅手当継

続（ 日間）・傷害なし・救急車・器物損傷・その他

（              ） 

 

⑨ 事故の状況・経過： 

 

 

⑩ 原因： 

 

 

⑪ 対策（今後の対応について） 

 

 

提出先：・安全活動委員会幹事・理事長・担当理事              2019.4 

⑫ 報告書作成者  ⑬ 分類：・ヒヤリ・事故 ⑭ 保険請求：・有・無 
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