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５．１ はじめに 

工学部の防災・災害対策マニュアルの一般的共通事項での心得や注意と同時に、建築学

科における独自の安全対策について以下に述べる。建築学科での各ステージで経験するも

のであるため、熟読すること。また、他学科と共通する事項もあるので、必要に応じて他

学科の記述も参照にすればよい。 

 

５．２ 建築プロジェクトスタディ・建築工事現場見学・市街地見学 

（１）一般的心得 

１) 「建築プロジェクトスタディ」(第１年次提供科目)は、実際の建築物や建築工事現場

へ出向き、建物や設備を見学し、建物の造り方を学ぶ科目である。建築構造や建築施

工、建築設備、都市計画、建築計画、建築史などを学ぶために見学が実施される。 

２) ｢建築プロジェクトスタディ｣を始め、提供科目に関わる見学は、教員が行程その他の

必要事項を定め指示するのでそれに従うこと。 

３) 見学先における行動は、先方の担当者の注意や指示をよく聞き、それに従う。 

４) 見学は団体で行動することが多いが、引率者または現場の指揮者の指示に従い、禁止

された行動はもちろん、各自勝手な行動を絶対にとってはならない。 

５) 特に、工事現場においては常に危険が伴う。出入り禁止区域や危険箇所へは絶対に立

ち入らないこと。また、足場は仮設の場合が多いので特に注意すること。 

６) 完工した建築物であっても、一般には出入りが禁止されている区域、例えば機械室、

設備室、屋上などを見学することも多いが、それらの箇所も不注意であると、危険な

場合がある。建築を学ぶ学生として特に許可されて立ち入るのであるから、行動に留

意すること。 

７) 建築工事現場は工事進行中であり、完工した建築物は多くの人々が既に利用している。

また、歴史的建造物などは文化財として貴重であり、住宅などの居住施設の場合には

そこで生活している人々がいる。それらのことに留意し、絶対に迷惑となる行動をと

ったり、建造物や工作物を破損したりしないこと。 

８) 市街地見学の場合には、自動車やバイク、自転車、また多くの人が行き交うなかで見

学することがある。まずは、交通事故に遭わないよう細心の注意をはらって行動する

必要がある。また、行き交う人々や生活している人々に迷惑となる行動は絶対にとっ

てはならない。 
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（２）安全基本事項 

（履物・服装） 

１) 建築物や建築工事現場の見学の際は危険な箇所に立ち入るので、サンダルやヒールの

ついた履物は絶対に履かず、底が滑りにくい靴を履くこと。 

２) 危険を速やかに回避できるよう、行動しやすい服装を着用すること。ボタンや袖口は

確実に止め、ズボンの裾もヒラヒラしないように注意すること。 

３) 女子はスカート着用を不可とする。必ず「ズボン」を着用すること。 

 

（安全帽） 

１) 頭部保護のためヘルメットを着用することがある。その際、頭髪がヘルメットからは

み出さないようにし、“あごひも"をきちんと締め付けつけて着用すること。 

２) 女子はヘルメット着用に支障のないように頭髪を整えておくこと。 

  

 （筆記用具・カメラ・荷物） 

１) どの見学の場合でも筆記用具、カメラなどを携行することがあるが、それらはコンパ

クトにまとめて持ち歩くこと。特に、カバンやカメラの“ひも”が建物や機器類など

に引っ掛かり、事故に巻き込まれないよう注意する。 

２) メモ帳、筆記用具、その他の必需品は小型のものが望ましい。 

  

（写真撮影） 

１) 写真撮影が禁止されている場所があるので、引率者や指揮者の指示に従い、許可を得

てから撮影すること。 

２) 生活している人々を被写体とする場合などは、相手の立場を十分配慮し、絶対に迷惑

のかからないよう留意すること。事前に、許可を得てから撮影すること。 

３) 写真撮影の際は、足場や交通の状態によっては危険が伴う。周りの状況をよく把握し

て危険な行動をとらないこと。 

  

（歩行中の注意） 

１) ポケットに手を入れたまま歩行しないこと。また、みだりに走ったりしないこと。 

２) 建築工事現場などでは、クレーンなどによる「吊り荷」の下には絶対に立ち入らない

こと。 

３) 梯子を使って高所へ上ったり、足場の悪い箇所を歩行したりする場合があるが、前後

の人に留意し、慎重に行動すること。 

４) 歩行中は禁煙であることはもちろん、定められた場所以外では喫煙しないこと。また、

吸い殻は所定の場所以外には捨てないこと。 
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５．３ 製図室の使い方 

建築学科の３・４回生製図室は、主に建築設計演習、卒業設計の課題作成のための場で

あるが、ただ図面や模型の作製のためだけのものではなく、同じ場所で作業を進めながら

お互いの作品を批評しあい、議論や情報交換をし、また他学年とも交流するなどお互いを

共に高めていく場でもある。 

  

（１）一般的心得 

１) ３・４回生製図室及び製図室内の備品は学生の自主管理である。よって、常に自主的

に整理整頓し、作業しやすい環境にしておくこと。 

２) 製図室内の製図板、机、椅子などは学科の備品であり、一年間各人に１セットずつ貸

与するものである。これらの備品は、製図室のみで使用するものであり、製図室外へ

の持ち出しは一切禁止する。 

３) 製図板などの備品に不具合（ねじの紛失や“がたつき”など）が生じた場合は、速や

かに担当教員に申し出ること。 

４) 製図室に、その日最初に入室する者は、必ず理系守衛室にて、学生証と引き替えに製

図室の鍵を借りて入室すること。 

５) 最後に製図室を退出する者は、全ての窓を閉め、蛍光灯、エアコン・換気扇のスイッ

チ、ガスの元栓の停止を確認後、製図室の扉を施錠し、守衛室に鍵を返却すること。 

６) 製図室を利用できるのは、月～金曜日の午前７時から午後１１時までである。担当教

員の許可があれば、土・日曜日にも使用することができる。ただし、日曜日に使用で

きるのは午後８時までである。祝祭日は日曜日に倣う。土・日曜日の入室は、入室許

可書に担当教員の署名・捺印を貰い、守衛室に提出すること（Ⅰ-６ 「終夜実験」を

参照）。 

７) 設計演習の課題提出１週間前に限っては、担当教員の許可があれば、製図室に宿泊す

ることができる。宿泊する場合は、宿泊許可書に担当教員の署名・捺印を貰い、守衛

室に提出すること。 

  

 （２）安全基本事項 

１) 製図室には多人数が滞在することが多いので、常に換気を心がけること。特に冬期の

暖房使用時には適宜、換気扇を使用するか、窓を開放すること。 

２) 電気を用いる機器数に対し、コンセントの数が少ないが、テーブルタップをうまく使

い、たこ足状配線にならないように注意すること。 

３) 製図室内でガスコンロ等の火を使わないこと。湯を沸かすときには G 棟トイレ横の湯

沸しコーナーを使うこと。 

４) 演習の課題提出間際に泊まり込まなくてすむように、計画的に作業を進めること 
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５．４ 材料・構造実験（建築構造学関連） 

（１）一般的心得 

１) 実験作業は創造的かつ検索的作業であり、未知の要因が多く含まれていることを強く

認識しておくこと。 

２) 実験作業は原則として教職員が就業している時間内とし、時間外の場合には教職員の

許可を取る。 

３) 実験用設備は非定常的な使用が多いので、使用に際して安全設備を含む事前の点検お

よび取り扱い方法の確認を確実に行う。 

４) 教職員と実験主担当者は一日毎の作業予定を立て、実験担当者と実験補助者も含めて

事前に打ち合わせておく。 

５) 他の実験作業との連絡調整を密にすること。 

６) 安全設備をみだりにはずさないこと、実験に際してやむを得ずはずした場合には、終

了後速やかに復旧すること。 

７) 実験作業中は実験主担当者の指示により適宜休息時間をとり、疲労の蓄積による注意

散漫にならないようにする。 

  

（２）安全事項 

（服装） 

  服装は原則として長袖、長ズボンで作業に適したものとする。 

１) ボタン、袖口は確実にとめ、ズボンの裾などに注意して、機械に巻き込まれないよう

に注意する。 

２) 作業服はいつも清潔にし、油などの付着物に引火することの無いように注意する。 

３) ポケットの中に尖ったものや、引火しやすいものは入れないこと。 

  

（安全帽・安全靴） 

１) 実験作業が実施されているときには、室内に入る場合は安全帽を着用すること。 

２) 安全帽のあごひもはきちんと締めること。 

３) 実験作業者は、作業中は安全靴を着用する。 

  

 （保護具の着用） 

  保護具は作業内容にあったものを正しく着用すること。 

１) 運搬作業などは手袋を着用すること。 

２) 研磨作業などでは保護眼鏡を着用すること。 

３) 高所作業では命綱を着用すること。 
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（作業中の行動） 

１) 危険が予想される場所にはみだりに近寄らない。 

２) 回転物には注意する。 

３) 知らない機械には手を触れない。 

４) 共同作業では合図、確認を確実に行う。 

５) 上下作業は必要最低限度に抑え、合図確認を確実に行う。 

６) 物を投げて渡さない。特に高所作業の場合にはかたく禁じる。 

７) 実験作業中は禁煙とし、休憩時間であっても所定の場所以外は禁煙とする。 

  

 （歩行時の注意） 

１) ポケットに手を入れて歩かない。 

２) 実験室内ではみだりに走らない。 

３) 吊り荷の下に入らない。 

４) 歩行中は禁煙とする。 

  

 （整理整頓） 

  実験道具や材料を散乱させないように心がけ、いらない物は片づけ、清掃し、清潔に

することによって、常に安全で能率的な作業を行えるようにすること。 

１) 通路の安全性の確保。 

２) 正しい置き方、安全な積み方を心がけること。 

３) 定められた場所に物を置くこと。 

４) 通路側に鋭利な物がある場合は、養生（手当）をすること。 

  

 （準備作業） 

１) 工器具及び吊り具の事前点検を行い、必要に応じて補充する。 

２) 試験機、オイルジャッキ、工作機械の取り扱い方法の確認、事前の点検と試運転を行

い、異常のある場合は直ちに対処すること。 

  

 （載荷中の注意） 

１) 試験機、オイルジャッキの操作者は、その操作に際して試験体、載荷治具の確認およ

び作業者の安全を確認しなければならない。 

２) 試験体が破断あるいは崩壊時に破片が飛散する可能性がある場合には、安全ネットな

どを設置し、操作者や作業者の安全を確保すること。 

３) 操作者は、操作中の緊急時に直ちに載荷を中断できるように、操作位置を離れてはな

らない。 

４) 作業者、見学者は試験体や載荷装置にみだりに近づかないこと。 
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（高所作業について） 

１) 高所での危険な作業には、安全な足場を架設すること。 

２) 足場板を使用する場合には、一枚当たり二箇所以上堅結すること。 

３) 高所作業中は、その下方で作業をしてはならない。 

４) 高所作業中は、入室者が分かりやすい位置に作業中の表示をし適宜、立入禁止措置を

行うこと。 

５) 足場の上に工具などを置かないこと。 

６) 足場から身を乗り出す場合には、命綱を着用すること。 

７) 梯子の使用に際しては、堅固な床に設置し上部を固定して使用すること。 

８) 脚立は水平な床に置き、はずれ止めを必ず掛けること。 

９) 昇降時には手に物を持たないこと。 

  

 （火気の取り扱い） 

１) 消火器もしくは水を入れたバケツなどを近くに用意すること。 

２) 可燃物を周りに置かないこと。 

３) 強風時の火気の取り扱いには十分に注意すること。 

４) 火気使用中は使用場所から離れないこと。 

５) 作業終了後、火気を使用した場所及び周辺で、火災発生の恐れのないことを確認する

こと。 

  

 （電気災害の防止について） 

１) 電気工具などを使用する場合、濡れた手や衣服のまま使用しないこと。 

２) 電工ドラムなどを使用する場合は、電撃防止装置の付いている物を用いること。 

３) 電動工具のアースは確実にとること。 

  

 （化学薬品の取り扱いについて） 

１) 容器には薬品名を表示し、冷暗所に保管し、直射日光を避けること。 

２) 有機溶剤などを使用する場合には、換気に十分注意すること。 

３) 薬品の使用時は火気を使用しないこと。 

４) 薬品は、扉のついた棚に保管し、容器が転倒、破損しないようにすること。 

  

 （地震対策について） 

１) 地震発生時は直ちに作業を中止し、安全な場所へ避難すること。 

２) 火気の使用を直ちに中止すること。 

３) 重い試験体などの設置に関して、地震時の転倒防止策を実験計画に必ず入れておくこ

と。 
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  （終了時の注意事項） 

１) 試験機、オイルジャッキなど、終了時の処置を確認する。 

２) 試験体、載荷治具の整理整頓を行う。 

３) 重量物の転倒防止措置を行う。 

４) 安全設備の復旧整備を行う。 

５) 火の後始末の確認を確実に行う。 

６) 試験機などの電源を確実に切断する。 

７) 実験室の施錠を確実に行う。 

  

 （災害発生時の処置について） 

  災害が発生した場合は直ちに作業を中止し、発見者または実験担当者は状況を把握し、

速やかに処置と連絡を行うこと。 

  

５．５ 材料実験・風洞実験（建築防災関連） 

（一般事項） 

１) 実験室内では、自分の行動に注意を払うことはもとより、他の人の行動にも注意を払

うこと。これは、お互いの安全確保を協力して行うことを意味する。 

２) 実験器具等の取り扱いは十分注意すること。特に重い物・大きな物の運搬は無理をせ

ず十分な人数で行うこと。また周りに注意を払ってゆっくり行うこと。 

３) 電源コード・試験器具のスイッチ等に触れる場合は、感電を防ぐため、手をよく拭い

て乾燥してから操作すること。 

４) 電源の投入には十分注意すること。これは、例えば測定器具のスイッチがＯＮになっ

たままコンセントが抜けている場合、そのコンセントを再投入することがどれほど危

険なことかを考えれば理解できよう。 

５) 実験室内には実験器具や配線コードなどが配置してあるので、行動に際しては頭上・

足下等に十分注意すること。 

６) 実験室内では、整理整頓に努めること。整然とした環境は、安全確保のための大きな

要因の一つである。 

７) 実験室内では、責任者（教職員等）の指示に従うこと。 

  

（服装・履物） 

  行動しやすい服・靴を着用すること。スカート・サンダル等は不可とする。また、汚

れてもよいものを着用すること。 

  

（材料実験） 

１) 載荷試験機への試験体の設置は、教職員等の指示に従い行うこと。また試験機運転時
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には、試験機から離れること。 

２) 試験器具の運搬時には軍手を着用すること。 

３) 乾燥炉の運転中は非常に高温になっているため、素手では絶対に触れないこと。 

４) コンクリートミキサー運転中は、ミキサーに触れないこと。 

  

（風洞実験） 

１) 風洞を運転する際は、物が飛散する恐れがあるので、吹き出し口付近に人がいないこ

とを確認すること。また運転中は吹き出し口付近に近づかないこと。 

２) 測定機器等の配線には、感電しないよう十分注意を払うこと。   


