
フワコー・トーパイニー、 ペンゴッ(ド)・ サムラップガーンタム(ン)ガーン・ナイロン(グ)(ン)ガーン・ヘン(グ)ニー

次の事項は、この作業所で働くためのルールです。

コー・ハイパティバット・タームゴッ(ド) ・ヤーン(グ)トゥークトン(グ)・レ・ラワン(グ)・ マイハイガー(ト)・ウバティヘー(ト)

きちんとルールを守り事故の無い様にしましょう。

ハーク・カオジャイ、ガルナー・サイクルアン(グ)マーイ・ ロン(グ)ナイ・□

理解できた場合は□にチェックを入れてください。

クルアン(グ)・ テン(グ)ガーイ

● เครื�องแตง่กาย
　服装について

カナッ・タム(ン)ガーン、トン(グ)テン(グ)ガーイ・ハイトゥークトン(グ)　(スアケン (グ)ヤーオ / ガン(グ)ゲーン(グ)カーヤーオ / ロン(グ)タオ・セーフティー)

□ 1．

ナイ・ナー(ン)ガーン、トン(グ)スワム・ムワックニラパイ・レ・カー(ド)ケムカッ(ド)ニラパイ・トゥッ(ク)クラン(グ)  (ラッ(ト) サーイ ・ラッ(ト)カーン(グ)・ハイネン)

□ 2．

トン(グ)チャイ・トゥン(グ)ムー・ハイモッガッ(プ)・ラクサナ・(ン)ガーン

□ 3．

トン(グ)スワム・ナーガーク・ポン(グ)ガン・レ・ウェンター・ニラパイ・ターム・クワームジャムペン　 (トン(グ)パティバッ(ト) タームカムサン(グ) コーン(グ)フォーメーン)

□ 4．

ガーン・ドゥーレー・スカパープ

● การดแูลสขุภาพ

タロート・タン(グ)・ピー

(ตลอดท ั�งปี)

（通期）

サパープラーン(グ)ガーイ・ ミーガーン・プリヤンプレーン(グ)・ ルー・マイ

□ 5．

ミー・アーガーン・ブワッ(ト)スィーサ / ウィン(グ)ウィヤン / ブワッ(ド)トーン(グ)・レ・ジェッ(プ)・タームムー・レ・タオ・ルー・マイ

□ 6．

トゥン(グ)・トゥックコン・ティー・ジャ・ルームタム(ン)ガーン・ティーロン(グ) (ン)ガーン・コーン(グ)・ キタノ・ コンストラクション

現場内では、必ず保護帽をかぶり、安全帯を着用すること。（あごひもをきちんとしめる）

ตอ้งใชถ้งุมอืใหเ้หมาะกบัลักษณะงาน

作業中は正しい服装をすること。（長袖・長ズボン・安全靴）

ถงึทกุคนที�จะเร ิ�มทาํงานที�โรงงานของ KITANO CONSTRUCTION

หวัขอ้ตอ่ไปนี�เป็นกฎสําหรบัการทํางานในโรงงานแหง่นี�

หากเขา้ใจ กรณุาใสเ่ครื�องหมายลงใน □

ขอใหป้ฏบิตัติามกฎอยา่งถกูตอ้งและระวงัไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหตุ

ขณะทํางานตอ้งแตง่กายใหถ้กูตอ้ง (เสื$อแขนยาว-กางเกงขายาว-รองเทา้เซฟตี$)

ในหนา้งานตอ้งสวมหมวกนริภยัและคาดเข็มขดันริภยัทกุครั $ง (รัดสายรัดคางใหแ้น่น)

北野建設の作業所で仕事を開始するみなさんへ

手袋は作業内容に合ったものを使用すること。

必要に応じ、保護マスクや保護メガネを着用すること。（職長の指示に従うこと）

体調に変わりは有りませんか？

ตอ้งสวมหนา้กากป้องกนัและแวน่ตานริภยัตามความจําเป็น (ตอ้งปฏบิตัติามคําสั�งของโฟรแ์มน)

　健康管理について

สภาพรา่งกายมกีารเปลี�ยนแปลงหรอืไม?่

มอีาการปวดศรีษะ วงิเวยีน ปวดทอ้ง และเจ็บตามมอืและเทา้บางหรอืไม?่

頭痛・めまい・腹痛・手足の痛み　等　ありませんか？



ペンワッ(ト) ・ルー・マイ、ミーカイ・ルー・マイ

□ 7．

クン・オッ(ド)ノーン・レ・ミー・アーガーン・マオカーン(グ)・ルー・マイ

□ 8．

ゴロニー・ティー・ ルースック・ワー・サパープランガーイ・ミーガーン・プリヤンプレーン(グ)・ カナッ・タム (ン)ガーン・ハイライ(ン)ガーン・フォーメーン・タンティー

□ 9．

チュワン・ルドゥー・ローン

(ชว่งฤดรูอ้น)

（夏季期間）

トン(グ)・リークリヤン(グ)・ガーンオッドノーン / ガーンマオカーン(グ)  /レ・ガーン・(ン)ゴッ(ト)・アハーンチャーオ・プロッ・ジャ・タムハイペン・ロークロムデーッド・ダイ・

□ 10．

睡眠不足・二日酔い・朝食抜きは、熱中症になりやすいので避けること。（該当者は、必ず職長に報告すること）

トン(グ)・ユッ(ド)・パッ(ク)ポーン・ボイボイ、ドゥームナーム・レ・スーム・グルア・ペン・プラジャム

□ 11．
こまめに休憩をとり、水分と塩分を定期的に補給すること。

（WBGT値が30℃以上になる予報の時は、特に注意し、積極的に補給すること）

ハー(ク)・ルースッ(ク)・マイサバーイ・カナッ・タム(ン)ガーン、トン(グ)ライ(ン)ガーン・フォーメーン・タンティー・レ・パイ・ロン(グ)・パヤバーン

□ 12．
作業中に体調不良となったら、すぐに職長に報告し、病院へ行くこと。

(アーガーン・ウィン(グ)ウィヤン/ムータオ・ペンタクリウ/ラン(グ)ガーイ・オンプリヤ・レ・クルーンサイ/ミー(ン)グア・オーク・マーク・ルー・ノーイクワー・ポカティ/ウンナプーム・ラン

（めまい・手足の痙攣・体のだるさや吐き気・汗が普段より多い少ない・体温が高い）

ゴッドプーンターン　ナイガーンタムンガーン

● กฎพื$นฐานในการทํางาน
　作業中の基本ルール

トン(グ)・カオ・ルワム・プラチュム・トンチャーオ・レ・ギジャガム・ヤン(グ)ルー・アンタラーイ (KY)・トゥッ(ク)クラン(グ)

□ 13．

トン(グ)・パティバッ(ト)・(ン)ガーン・タームカムサン(グ)・コーン(グ)・フォーメーン

□ 14．

ハーム・タム(ン)ガーン・ドーイタッ(ド)シンジャイ・ドーイ・パラガーン

□ 15．

ムア・マイカオジャイ・ワー・ガムラン(グ)プー(ド)・アライ・ユー、トン(グ)・ボー(ク)・ワー・マイカオジャイ・レ・トゥルワッ(ト)ソー(プ)・ラーイ・ライヤッ(ト)

□ 16．

（ムア・カードガーン・ワー・カー WBGT・ ジャ・スーン(グ) 30 オンサー・クンパイ、トン(グ)・ラワン(グ)・ペン・ピセー(ト)・レ・ドゥーム・ナーム・ガッ(プ)グルアレー・ハイ・マー(ク)）

ตอ้งหลกีเลี�ยงการอดนอน การเมาคา้ง และการงดอาหารเชา้เพราะจะทําใหเ้ป็นโรคลมแดดไดง้า่ย (ผูท้ี�มอีาการจะตอ้งรายงานโฟรแ์มนทกุครั $ง)

(เมื�อคาดการณ์วา่คา่ WBGT จะสงู 30
o
C ขึ$นไป ตอ้งระวังเป็นพเิศษและดื�มนํ$ากบัเกลอืแรใ่หม้าก)

何を言っているのか解らない時は、必ず解らない意志を伝え、内容を確認すること。

เมื�อไมเ่ขา้ใจวา่กําลังพดูอะไรอยู ่ตอ้งบอกวา่ไมเ่ขา้ใจและตรวจสอบรายละเอยีด

ตอ้งหยดุพักบอ่ย ๆ ดื�มนํ$าและเสรมิเกลอืแรเ่ป็นประจํา

หากรูส้กึไมส่บายขณะทํางาน ตอ้งรายงานโฟรแ์มนทันทแีละไปโรงพยาบาล

作業中に体調の変化を感じた場合は速やかに職長に報告すること。

個人で勝手な判断をして、作業を行わないこと。

(อาการวงิเวยีน-มอืเทา้เป็นตะครวิ-รา่งกายออ่นเพลยีและคลื�นไส-้มเีหงื�อออกมากหรอืนอ้ยกวา่ปกต-ิอณุหภมูริา่งกายสงู)

朝礼、危険予知活動（KY）には必ず参加すること。

ตอ้งปฏบิตังิานตามคําสั�งของโฟรแ์มน
職長の指示のもと作業をおこなうこと

หา้มทํางานโดยตัดสนิใจโดยพลการ

ตอ้งเขา้รว่มการประชมุตอนเชา้และกจิกรรมหยั�งรูอ้นัตราย (KY) ทกุครั $ง

睡眠不足・二日酔いはないですか？

กรณีที�รูส้กึวา่สภาพรา่งกายมกีารเปลี�ยนแปลงขณะทํางาน ใหร้ายงานโฟรแ์มนทันที

เป็นหวัดหรอืไม?่ มไีขห้รอืไม?่

風邪をひいていませんか？　発熱はありませんか？

คณุอดนอนและมอีาการเมาคา้งหรอืไม?่



(ン)ガーン・ギヤオガッ(プ)・ガーン・カッ(プ)ロッ(ト)、ガーンチャイロッ(ト)ベッ(ク)ホー・レ・ガーンギヤオワットゥ・ペン・(ン)ガーン・コーン(グ)・プー・パティバッ(ト)・(ン)ガーン・ティー・ダイラッ

□ 17． งานเกี�ยวกบัการขบัรถ การใชร้ถแบคโฮ และการเกี�ยววัตถเุป็นงานของผูป้ฏบิตังิานที�ไดรั้บใบอนุญาต ผูท้ี�ไมม่ใีบอนุญาตไมส่ามารถทําได ้

車の運転、バックホウの操作、物を吊る作業は有資格者作業です。資格の無い方は出来ません。

トン(グ)・パティバッ(ト)・ ターム・パーイクワームプロー(ト)パイ・ティー・ティッ(ト)ワイナイ・ナー(ン)ガーン

□ 18． ตอ้งปฏบิตัติามป้ายความปลอดภยัที�ตดิไวใ้นหนา้งาน
現場内に掲示している安全標識に従うこと。

ガーン・パティバッ(ト)・(ン)ガーン・ボンティースーン(グ)・ (ルワムタン(グ)・ボンナングラーン)、 トン(グ)・チャイ・ケムカッ(ド)・ニラパイ・トゥッ(ク)クラン(グ)

□ 19． การปฏบิตังิานบนที�สงู (รวมทั $งบนนั�งรา้น) ตอ้งใชเ้ข็มขดันริภยัทกุครั $ง
髙い場所（足場の上も）での作業は、必ず安全帯を使用すること。

ムア・ジャ・カオパイ・ナイ・ボリウェーン・ルム・レ・ムア・ジャパイ・ボン・ティースーン(グ)、トン(グ)・チャイ・ウバゴーン・ヨッ(ク)・クンロン(グ)・トゥッ(ク)クラン(グ)

□ 20． เมื�อจะเขา้ไปในบรเิวณหลมุและเมื�อจะไปบนที�สงู ตอ้งใชอ้ปุกรณ์ยกขึ$นลงทกุครั $ง

掘削場所へ入る時や高い場所へ移動する時は、必ず昇降設備を使用すること。

ロン(グ)チャイ・ターン(グ)ドゥーン・ティー・ガムノッ(ド) （ターン(グ)ドゥーン・サムラッ(プ)パティバッ(ト)・ (ン)ガーン）

□ 21． ตอ้งใชท้างเดนิที�กําหนด (ทางเดนิสําหรับปฏบิตังิาน)

決められた通路（作業通路）を通ること。

ハームカオ・グライ・クルアン(グ)ジャッ(ク)ナッ(ク) (チェン・クレーン・レ・ベッ(ク)ホー)

□ 22． หา้มเขา้ใกลเ้ครื�องจักรกลหนัก (เชน่ เครนและแบคโฮ)

重機（クレーンやバックウなど）に近づかないこと。

ハームカオパイ・タイ・ワットゥ・ティー・ギヤオ・クウェーン・ユー)

□ 23． หา้มเขา้ไปใตว้ัตถทุี�เกี�ยวแขวนอยู่
吊り荷の下に入らないこと。

ハームチャイ・ファイ・ドーイ・マイダイラップ・アヌヤー(ド)

□ 24． หา้มใชไ้ฟโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
無断で火を使わないこと。

ハーム・ソン(グ)・スィヤン(グ)・ダン(グ)・カナッ・タム(ン)ガーン

□ 25． หา้มสง่เสยีงดังขณะทํางาน
仕事中に大声を張り上げないこと。

ハーク・ダイラッ(プ)・バー(ト)ジェッ(プ)・カナッ・タム(ン)ガーン (メー・ペン・ガーン・バー(ト)ジェッ(プ)・レッ(ク)・ノーイ) トン(グ)・ラーイ(ン)ガーン・フォーメーン・トゥッ(ク)・クラン

□ 26． หากไดรั้บบาดเจ็บขณะทํางาน (แมเ้ป็นการบาดเจ็บเล็กนอ้ย) ตอ้งรายงานโฟรแ์มนทกุครั $งและไดรั้บการรักษาที�เหมาะสม

作業中にケガをしてしまったら(どんな小さなケガも)、必ず職長に報告して適正な処置を受けること。

(ガーン・ポッ(ク)ピッ(ト)・ウバティヘー(ト)・ナイ(ン)ガーン・トゥーワー・ミー・クワーム・ピッ(ト))

(การปกปิดอบุตัเิหตใุนงานถอืวา่มคีวามผดิ)

（労災隠しは、犯罪です）

トン(グ)・ゲッ(プ)・スィン(グ)コーン(グ)・ハイペンラビヤッ(プ)・カナッ・タムンガーン、レ・マイワーン・スィン(グ)コーン(グ)・ボンターン(グ)ドゥーン

□ 27． ตอ้งเก็บสิ�งของใหเ้ป็นระเบยีบขณะทํางาน และไมว่างสิ�งของบนทางเดนิ

仕事中も整理整頓に心掛け、通路には物を置かないこと。



トン(グ)タム・ハーソー・ ヤン(グ)ライヤッ(ト)・ティー・トゥワン (サッサーン(グ) Seidi・サドゥワッ(ク) Seiton・サアー(ト) Seisou・スッ(ク)ラクサナ Seiketstu・サーン(グ)ニサイ Shistuke)

□ 28． ตอ้งทํา 5ส อยา่งละเอยีดถี�ถว้น (สะสาง Seiri - สะดวก Seiton - สะอาด Seisou - สขุลักษณะ Seiketsu - สรา้งนสิยั Shitsuke

５Ｓの徹底を図ること。（整理Seiri・整頓Seiton・清掃Seisou・清潔seiketu・しつけSituke）

トン(グ)ゲッ(プ)・グワー(ド)プーンティー・ハイ・リヤ(ブ)ローイ・ゴーン・グラッ(プ)・バーン

□ 29． ตอ้งเก็บกวาดพื$นที�ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นกลับบา้น
帰る前に必ず後片付けをすること。

ゴッ(ド)・プーンターン・ウン・ウーン

● กฎพื$นฐานอื�น ๆ
　その他の基本ルール

ハーム・タム(ン)ガーン・カナッ・スー(ブ)・ブリー。ハイ・スー(ブ)・ブリー５・ナイブーンティー・スー(ブ)・ブリー・ティー・ガムノッ(ド)ワイ

□ 30． หา้มทํางานขณะสบูบหุรี� ใหส้บูบหุรี�ในพื$นที�สบูบหุรี�ที�กําหนดไว ้
くわえ煙草で仕事をしないこと。喫煙は決められた喫煙所で。

ハイ・バッ(ク)ポーン・ナイプーンティー・ティー・ガムノッ(ド)ワイ、レ・ ハーム・ナン(グ)・タームタノン・レ・ターン(グ)ドゥーン

□ 31． ใหพั้กผอ่นในพื$นที�ที�กําหนดไว ้และหา้มนั�งตามถนนและทางเดนิ
休憩は決められた場所でとり、道路、通路に座り込まないこと。

ハーム・ユーン・バッサワッ・リヤラー(ド)・ドーイデッ(ド)カー(ド)

□ 32． หา้มยนืปัสสาวะเรี�ยราดโดยเด็ดขาด
立小便は絶対にしないこと。

トン(グ)・ラクサー・クワームサアー(ト)・ナイガーン・チャイプーンティー・パッ(ク)ポーン・レ・ホン(グ)ナーム (ムア・ソカプロッ(ク)・ハイタム・クワームサアー(ト))

□ 33． ตอ้งรักษาความสะอาดในการใชพ้ื$นที�พักผอ่นและหอ้งนํ$า (เมื�อสกปรกใหทํ้าความสะอาด)

休憩所・トイレは、きれいに使用すること。（汚したら清掃すること）

タム(ン)ガーン・パーイナイ・プーンティー・ゴーサーン(グ)、レ・ハーム・ユーン・オー(ク)パイ・ボンタノン

□ 34． ทํางานภายในพื$นที�กอ่สรา้ง และหา้มยื�นออกไปบนถนน
工事帯の中での作業とし、道路に飛び出ないこと。

トン(グ)ラワン(グ)・ロッ(ト)ヨン/コンドゥーンタオ/レ・ジャッカヤーン・ウンウーン・ティー・マイギヤオガッ(プ)・ガーンゴーサーン(グ)

□ 35． ตอ้งระวังรถยนต ์คนเดนิเทา้ และจักรยานอื�น ๆ ที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัการกอ่สรา้ง

ラーイセン ワンティー ドゥアン　　　　ピー

ลายเซน็ 　
    サイン

วันที�                   เดอืน                     ปี   

　　　　　 年　　　　　　　月　　　　　　　日

工事関係者以外の車・歩行者・自転車に注意すること。


