
ソムラップ・ネアック・テアン・オホ・クニア・ダエル・ヌン・チャップダウム・カーギア・ノウ・コンラエン・カーギア・サーン・ソン・キタノ

次の事項は、この作業所で働くためのルールです。

ចំនុចប�� ប់េនះ គឺចប់វ �ន័យេដ�ម�ីេធ� ��រេ�កែន�ង�រ!រេនះ។

チョムノイ・ボントアップ・ニヒ・クー・チバップ・ヴィネイ・ダウンバイ・トゥヴー・カー・ノウ・コンラエン・カーギア・ニヒ

きちんとルールを守り事故の無い様にしましょう。

សូមេធ� ��រេ%រពចប់វ �ន័យ េហ�យព()មកំុេ*យ+នេ,%ះ-. ក់េក�តេឡ�ង។

クメール語の読み方 (カタカナ表記)→ ソーム・トゥヴー・カー・コーロップ・チバップ・ヴィネイ　　ハウイ・プジアジアム・コム・アオイ・ミアン・クロホッ・タナック・カウット・ラウン

理解できた場合は□にチェックを入れてください。

,បសិនេប�2នយល់េហ�យ សូមគូសស45 ,គីសចូលេ6ក7 8ង,បអប់

プロサン・バウ・バーン・ヨル・ハウイ　　ソーム・クーッ・サンニャー・クルッフ・チョール・タウ・クノン・プロオップ

オンピー・カー・スリアック・ペアック

● អំពី�រេស� :ក;ក់

服装について

クノン・コムロン・ペール・トゥヴー・カー　　トロウ・スリアック・ペアック・アオイ・バーン・トラム・トロウ　（アーウ・ダイ・ヴェーン　カオ・チューン・ヴェーン　ヌン　スバエク・チューン・ソヴァテピアップ）

□ 1．

ノウ・クノン・ボリヴェーン・コンラエン・カーギア　　ダイッ・カーット・トロウ・ペアック・ムオック・カーピア・ソヴァテピアップ　ヌン　ペアック・クサエ・クロヴァット・ソヴァテピアップ　（トロウ・ブッ・コンルフッ・チョンカー・アオイ・バーン・トラム・トロウ）

2．

□ 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）

クメール語の読み方 (カタカナ表記)→ トロウ・プラウ・プラハッ・スラオム・ダイ・アオイ・トロウ・チア・ムオイ・ヌン・プロペーット・カーギア

3．

□

トロウ・トゥヴー・カー・ペアック・マッス・カーピア　ルー　ヴァエンター・カーピア・クノン・カーラナイ・ダエル・チャンバイッ　（トロウ・トゥヴー・ターム・カー・ナエノアム・ロボホ・タナック・ルー）

4．

□

● オンピー・カー・クロップ・クローン・ソカピアップ・リアンカーイ

（通期）

ペニュ・ムオイ・チナム

,ត<វេ,ប�,2ស់េ,=មៃដេ*យ,ត<វ?មួយនឹង,បេភទ�រ!រ

េ�ក7 8ងបរ �េវណកែន�ង�រ!រ Eច់Fត,ត<វ;ក់មួក�រ;រសុវតG ិHព និង ;ក់ែខJ,កKL ត់សុវតG ិHព។
េ*យ2ន,តឹម,ត<វ)

,ត<វេធ� ��រ;ក់+៉ស�រ;រ  រ O ែវLនP�រ;រក7 8ងករណីែដលQំ2ច់។  ( ,ត<វេធ� �Pម�រែណ�ំរបស់-. ក់េល�

　健康管理について

作業中は正しい服装をすること。（長袖・長ズボン・安全靴）

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。

ក7 8ងកំឡR ងេពលេធ� ��រ ,ត<វេស� :ក;ក់េ*យ2ន,តឹម,ត<វ។  (*វៃដែវង េFេជ�ងែវង និង

អំពី�រ,គប់,គងសុខHពTង�យ

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）

ស��ប់អ�ក	ងំអស់�� ែដលនឹង�ប់េផ��ម�រ�រេ�កែន�ង�រ�រ�ងសង់គី ណូ



タウ・スターナピアップ・リアンカーイ・ミアン・アヴァイ・プラエ・プルオル・ダエ・ルー・テー？

□ 5．

タウ・ミアン・パニャハー・チュー・クバール　ヴル・モック　チュー・ポホ　チュー・ダイ・チューン・チア・ダウム・ダエ・ルー・テー？

□ 6．

体調に変わりは有りませんか？

េត�=G នHពTង�យ+នអ� �ែ,ប,បUលែដររ Oេទ?

េត�+នប4V ឈឺកល  វ �លមុខ ឈឺេ;ះ ឈឺៃដេជ�ង?េដ�មែដររ Oេទ?

頭痛・めまい・腹痛・手足の痛み　等　ありませんか？

េពញមួយY. ំ



タウ・ミアン・チョムグー・プダーサーイ・ダエ・ルー・テー？　ハウイ・ミアン・クダウ・クルオン・ダエ・ルー・テー？

□ 7．

タウ・ミアン・パニャハー・ケーン・ムン・クロップ・クロアン　ルー　ミアン・パニャハー・カウット・ラウン・ダオイ・カー・スロヴァン・スラー・ダエ・ルー・テー？

□ 8．

クノン・コムロン・ペール・ボンペニュ・カーギア　　プロサン・バウ・ミアン・アーローム・ター・ムン・スルオル・クルオン　ソーム・プロニャップ・リアイカー・タウ・カン・タナック・ルー

□ 9．

クノン・コムロン・ペール・ロダウ・クダウ

（夏季期間）

ダオイ・サー・タエ・ギアイ・ヌン・ミアン・パニャハー・クロン・クダウ　ソーム・チアハッ・ヴィアン・カー・ケーン・ムン・クロップ・クロアン　カー・スロヴァン・スラー　ヌン　カー・ムン・ボリポーク・アーハー・ペール・プルック　（ネアック・ダエル・トロウ・ヌン・レアッカン・ドーイ・ニヒ　ダイッ・カーット・トロウ・リアイカー・タウ・カン・タナック・ルー）

□ 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）

ソーム・トゥヴー・カー・ソムラーク・アオイ・バーン・クロップ・クロアン　ヌン　トゥヴー・カー・ボリポーク・トゥック　ヌン　サラティアット・オンバル・アオイ・バーン・ティアン・トアット

□ 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）

クノン・コムロン・ペール・ボンペニュ・カーギア・プロサン・バウ・ソカピアップ・ムン・ルオー　トロウ・プロニャップ・リアイカー・タウ・タナック・ルー　ハウイ・トロウ・タウ・モンティーペーット

□ 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。

（ヴル・モック　ニョア・ダイ・チューン　　オホッ・コムラン・ルハット・ルハイ　チョン・クウオット　ミアン・ニュッフ・タイッ・ルー・チュラウン・チアン・トアンマダー　ヌン　コムダウ・クルオン・クポホ・チア・ダウム）

（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）

● チバップ・トゥー・タウ・コムロン・ペール・ボンペニュ・カーギア

　作業中の基本ルール

ダイッ・カーット・トロウ・タエ・チョール・ルオム・カー・プロチョム・ペール・プルック　ヌン　サカマピアップ・プジアコー・ペール・ミアン・クロホッ・タナック（

□ 13．

トロウ・ボンペニュ・カーギア・タウ・ターム・カー・ナエノアム・ロボホ・タナック・ルー

□ 14．

チョンポホッ・カーギア　ソーム・コム・トゥヴー・カー・ヴィニチャイ・ソムレイッ・ダオイ・クルオン・アエン・プトアル・タエ・ムネアック・アエン

□ 15．

(េ�េពលែដលក,មិតWBGT ,ត<វ2នព(ករណ៍-នឹងេឡ�ងេល�ស៣០អង]រេ6 សូមយកចិត̂ទុកEក់?ពិេសស
បំេពញបែនGម)៉ងសកម_។ )

睡眠不足・二日酔いはないですか？

ក7 8ងកំឡR ងេពលបំេពញ�រ!រ  ,បសិនេប�+ន*រម_ណ៍-មិន,សUលខ̀ aន សូម,បbប់Tយ�រណ៍េ6�ន់-. ក់េល�។

េត�+នជមc ឺd̂=យែដររ Oេទ? េហ�យ+នេêខ̀ aនែដររ Oេទ?

風邪をひいていませんか？　発熱はありませんか？

េត�+នប4V េគងមិន,គប់,%ន់  រ O +នប4V េក�តេឡ�ងេEយ�រ,សវ fង,=ែដររ Oេទ?

（ノウ・ペール・ダエル・コムルット・WBGT　　トロウ・バーン・プジアコー・ター・ヌン・ラウン・ルフッ・サームサップ・オンサー・タウ　　ソーム・ヨーク・チャット・トック・ダック・チア・ピーセヘ・ヌン・ボンペニュ・ボンタエム・ヤーン・サカム）

េEយ=រែត!យនឹង+នប4V ,គ Rនេê សូមេជgសKង�រេគងមិន,គប់,%ន់ �រ,សវ fង,=
េពល,ពឹក។　（អ.កែដល,ត<វនឹងលកhខណi ដូចេនះ　Eច់Fត,ត<វTយ�រណ៍េ6�ន់-. ក់េល�។

សូមេធ� ��រស,+កេ*យ2ន,គប់,%ន់ និងេធ� ��របរ �េHគទឹក និង =រjតុអំបិលេ*យ2នេទgងkត់។

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。

ノウ・ペール・ダエル・ムン・ヨル・ター・ケー・コンポン・ニジェアイ・アヴァイ　トロウ・タエ・チュラウイ・プラップ・ケー・ヴニュ・ター・ムン・ヨル・ダオイ・トロン　ハウイ・トゥヴー・カー・ボンチアック・アオイ・バーン・チバハッ・ラウン・ヴニュ

ក7 8ងកំឡR ងេពលបំេពញ�រ!រ,បសិនេប�សុខHពមិនលl  ,ត<វ,បbប់Tយ�រណ៍េ6-. ក់េល�

個人で勝手な判断をして、作業を行わないこと。

( វ �លមុខ  ញ័រៃដេជ�ង  អស់ក+� ំងលV ិតៃលV  ចង់កm aត +នេញ�សតិចរ Oេ,ច�ន?ងធម_P  

朝礼、危険予知活動（KY）には必ず参加すること。

,ត<វបំេពញ�រ!រេ6Pម�រែណ�ំរបស់-. ក់េល�។

職長の指示のもと作業をおこなうこと

ចំេ;ះ�រ!រ　សូមកុំេធ� ��រវ �និចn ័យសេ,មចេEយខ̀ aនឯងd� ល់ែត+. ក់ឯង។

Eច់Fត,ត<វែតចូលរមួ�រ,បជំុេពល,ពឹក និង សកម_Hពព(ករណ៍េពល+នេ,%ះ-. ក់

ក7 8ងកំឡR ងេពលរដូវេê

ចប់ទូេ6កំឡR ងេពលបំេពញ�រ!រ



□ 16．

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。

េ�េពលែដលមិនយល់-េគកំពុងនិ)យអ� � ,ត<វែតេឆ� �យ,2ប់េគវ �ញ-មិនយល់េEយ,តង់
ចស់េឡ�ងវ �ញ។



カーギア・バウク・ボー・ロッジョン　カー・ボンチア・クルアン・ジョン　ヌン　カーギア・ティアニュ・ロボホ・ラウン・ルー　チア・カーギア・ソムラップ・ネアック・ダエル・ミアン・サンニャーバット・

□ 17．

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。

トロウ・アヌヴォアット・ターム・プラーク・サンニャー・ソヴァテピアップ・ダエル・ミアン・ボンハーニュ・ノウ・コンラエン・ボリヴェーン・ボンペニュ・カーギア

□ 18．

現場内に掲示している安全標識に従うこと。

ダイッ・カーット・トロウ・プラウ・クサエ・クロヴァット・ソヴァテピアップ・ノウ・ペール・トゥヴー・カー・ノウ・コンラエン・クポホッ（ソムバイ・タエ・ノウ・ルー・ロンティア・コー・ダオイ）

□ 19．

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。

ダイッ・カーット・トロウ・タエ・プラウ・ウパコー・ルーク　ペール・チョール・タウ・クノン・コンラエン・チーク・コカーイ　ルー　プラハッ・タウ・コンラエン・クポホッ

□ 20．

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。

ソーム・トゥヴー・カー・ダウ・ノウ・ターム・コンラエン・ダエル・バーン・コムノット（プロウ・ソムラップ・カーギア）

□ 21．

決められた通路（作業通路）を通ること。

ムン・トロウ・チョール・タウ・クバエ・クルアン・チャック・トン・トゥゴン（ドーイ・チア・ドーン・ストゥオイ　ルー　トラックトア・チア・ダウム）

□ 22．

重機（クレーンやバックウなど）に近づかないこと。

ソーム・コム・チョール・タウ・カーン・クラオム・コンラエン・ティアニュ・アイヴァン・ラウン・ルー

□ 23．

吊り荷の下に入らないこと。

ソーム・コム・プラウ・プラハッ・プルーン・ダオイ・クミアン・カー・アヌニャート

□ 24．

無断で火を使わないこと。

クノン・コムロン・ペール・トゥヴー・カー　ソーム・コム・プラウ・ソムレーン・クラン・クラン・スラエク・ロー・ラー

□ 25．

仕事中に大声を張り上げないこと。

プロサン・バウ・ミアン・ロブオホッ・クノン・コムロン・ペール・トゥヴー・カーギア（ロブオホッ・タイッ・トゥオイ・ポンナー・コー・ダオイ）ダイッ・カーット・トロウ・タエ・リアイカー・タウ・タナック・ルー　ハウイ・トトゥオル・カー・プジアバール・アオイ・バーン・トラム・トロウ

□ 26．

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。

（カー・レアック・バン・クロホッ・タナック・カーギア　クー・チア・オンプー・コホッ・チバップ）

（労災隠しは、犯罪です）

ペール・トゥヴー・カーギア　トロウ・チェヘ・リアップ・チョム・トック・ダック・ロボホ・ロボー・アオイ・ミアン・ロビアップ　ハウイ・ムン・トロウ・トック・ロボホ・ノウ・ルー・プロウ・ダエル・トロウ・ダウ・チローン・カット・テー

□ 27．

仕事中も整理整頓に心掛け、通路には物を置かないこと。

មិន,ត<វចូលេ6ែក�រេ,គqងច,កធន់ធcន់(ដូច?ដងសr aច  រ O ,Pក់ទ័រ?េដ�ម)

�រ!រេប�កបររថយន̂ �រប4t េ,គqងយន̂ និង �រ!រkញរបស់េឡ�ងេល� ?�រ!រស,+ប់អ.កែដល+នស45 ប័,ត,តឹម
,ត<វ។  ស,+ប់អ.ក%_ នស45 ប័,តមិន*ចេធ� �2នេទ។

សូមកំុេ,ប�,2ស់េភ� �ងេEយ%_ ន�រអនុ45 តិ

សូមកំុចូលេ6Fងេ,�មកែន�ងkញអីKL ន់េឡ�ងេល�

សូមេធ� ��រេដ�រេ�Pមកែន�ងែដល2នកំណត់(ផ̀ vវស,+ប់�រ!រ)។

,ត<វអនុវត̂Pមd� កស45 សុវតG ិHពែដល+នប!V ញេ�កែន�ងបរ �េវណបំេពញ�រ!រ។

Eច់Fត,ត<វេ,ប�ែខJ,កKL ត់សុវតG ិHពេ�េពលេធ� ��រេ�កែន�ងខwស់ (សូម�ីែតេ�េល�រ�� ក៏េEយ

Eច់Fត,ត<វែត េ,ប�ឧបករណ៍េល�ក េពល ចូល េ6ក7 8ង កែន�ងជីកក�យ ឬ d� ស់េ6កែន�ងខwស់។

ក7 8ងកំឡR ងេពលេធ� ��រ　សូមកំុេ,ប�សេម�ងF� ំងៗែ,សកឡ< |។

,បសិនេប�+នរបួសក7 8ងកំឡR ងេពលេធ� ��រ!រ(របួសតិចតួចបុ៉}~ ក៏េEយ)Eច់Fត,ត<វែតTយ�រណ៍េ6-. ក់េល�
ទទួល�រព(2លេ*យ2ន,តឹម,ត<វ។

(�រ�ក់2ំងេ,%ះ-. ក់�រ!រ គឺ?អំេព�ខុសចប់)

េពលេធ� ��រ!រ　,ត<វេចះេរgបចំទុកEក់របស់របរេ*យ+នរេបgប េហ�យមិន,ត<វទុករបស់េ�េល�ផ̀ vវែដល,ត<វេដ�រឆ�ង�ត់
េទ។



トロウ・アヌヴォアット・アオイ・バーン・モット・チョット・ネイ・プラン・エス （リアップ・チョム　トック・ダック　バオホッ・ソムアート　アナーマイ　ヴィノイ）

□ 28．

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

モン・ペール・トロロップ・タウ・プテア・ヴニュ　トロウ・タエ・トゥヴー・カー・リアップ・チョム・トック・ダック・ロボホ・ロボー・ダエル・バーン・プラウ・プラハッ・ルオイ・アオイ・バーン・トラム・トロウ

□ 29．

帰る前に必ず後片付けをすること。

チバップ・トゥー・タウ・プセーン・プセーン・ティアット

●

　その他の基本ルール

ハーム・チョック・バライ・ペール・トゥヴー・カー　カー・チョック・バライ・トロウ・チョック・ノウ・コンラエン・ダエル・バーン・コムノット・ソムラップ・チョック

□ 30．

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。

カー・チョップ・ソムラーク・トロウ・タウ・ソムラーク・ノウ・コンラエン・ダエル・バーン・コムノット　ムン・トロウ・ノウ・オンクイ・ルー・プロウ　ルー　プロウ・ダエル・トロウ・ダウ・チローン・カット

□ 31．

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。

ノウ・ペール・ボット・チューン・トーイッ　ダイッ・カーット・ムン・アオイ・チョー・ノフ・テー

□ 32．

立小便は絶対にしないこと。

チョンポホッ・コンラエン・ソムラーク　ヌン　ボントップ・トゥック・チア・ダウム　トロウ・プラウ・プラハッ・アオイ・バーン・スアーット（プロサン・バウ・プロラック・トロウ・ソムアーット）

□ 33．

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）

ソーム・コム・ロート・チョール・ルー・ホック・タウ・クノン・プロウ・クラウ・ピー・コンラエン・ダエル・バーン・コムノット・ヨーク・チア・コンラエン・トゥヴー・カーギア・サーン・ソン

□ 34．

工事帯の中での作業とし、道路に飛び出ないこと。

トロウ・トゥヴー・カー・プロン・プロヨット・チア・ムオイ・ヌン・ロッジョン・ロボホ・ネアック・ダエル・ムン・ペアック・ポアン・ヌン・カーギア　ネアック・トゥマウ・チューン　ヌン　コン・チア・ダウム

□ 35．

　

    サイン

ហតGេលF ៃថcទី     ែខ
　　　　　 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。

សូមកំុេ�តចូលរ Oហក់េ6ក7 8ងផ̀ vវេ,eពីកែន�ងែដល2នកំណត់យក?កែន�ងេធ� ��រ!រ=ងសង់។

,ត<វេធ� ��រ,ប Rង,បយ័ត.?មួយនឹង រថយន̂របស់អ.កែដលមិន;ក់ព័ន�នឹង�រ!រ អ.កេថ_�រេជ�ង

�មជក់2រ �េពលេធ� ��រ។ �រជក់2រ �,ត<វជក់េ�កែន�ងែដល2នកំណត់ស,+ប់ជក់។

មុនេពល,តឡប់េ6ផ�ះវ �ញ　,ត<វែតេធ� ��រេរgបចំទុកEក់របស់របរែដល2នេ,ប�,2ស់រចួេ*យ2ន,តឹម,ត<វ។

ចប់ទូេ6េផJងៗេទgត

�រឈប់ស,+ក,ត<វេ6ស,+កេ�កែន�ងែដល2នកំណត់ មិន,ត<វេ�អង� 8យេល�ផ̀ vវ 

េ�េពលបត់េជ�ងតូច Eច់Fតមិនេ*យឈរេ�ះេទ។

ចំេ;ះកែន�ងស,+ក និង បន�ប់ទឹក?េដ�ម ,ត<វេ,ប�,2ស់េ*យ2ន=l ត។ (,បសិនេប�,ប|ក់,ត<វស+l ត

,ត<វអនុវត̂េ*យ2នហ_ ត់ចត់ៃន 5S ។ (េរgបចំ ទុកEក់ េ2សសំ*ត អ�ម័យ   វ �ន័យ



ソムラップ・ネアック・テアン・オホ・クニア・ダエル・ヌン・チャップダウム・カーギア・ノウ・コンラエン・カーギア・サーン・ソン・キタノ

チョムノイ・ボントアップ・ニヒ・クー・チバップ・ヴィネイ・ダウンバイ・トゥヴー・カー・ノウ・コンラエン・カーギア・ニヒ

េហ�យព()មកំុេ*យ+នេ,%ះ-. ក់េក�តេឡ�ង។

ソーム・トゥヴー・カー・コーロップ・チバップ・ヴィネイ　　ハウイ・プジアジアム・コム・アオイ・ミアン・クロホッ・タナック・カウット・ラウン

プロサン・バウ・バーン・ヨル・ハウイ　　ソーム・クーッ・サンニャー・クルッフ・チョール・タウ・クノン・プロオップ

クノン・コムロン・ペール・トゥヴー・カー　　トロウ・スリアック・ペアック・アオイ・バーン・トラム・トロウ　（アーウ・ダイ・ヴェーン　カオ・チューン・ヴェーン　ヌン　スバエク・チューン・ソヴァテピアップ）

ノウ・クノン・ボリヴェーン・コンラエン・カーギア　　ダイッ・カーット・トロウ・ペアック・ムオック・カーピア・ソヴァテピアップ　ヌン　ペアック・クサエ・クロヴァット・ソヴァテピアップ　（トロウ・ブッ・コンルフッ・チョンカー・アオイ・バーン・トラム・トロウ）

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）

トロウ・トゥヴー・カー・ペアック・マッス・カーピア　ルー　ヴァエンター・カーピア・クノン・カーラナイ・ダエル・チャンバイッ　（トロウ・トゥヴー・ターム・カー・ナエノアム・ロボホ・タナック・ルー）

;ក់ែខJ,កKL ត់សុវតG ិHព។  (,ត<វបិទគន� ឹះច!�

,ត<វេធ� �Pម�រែណ�ំរបស់-. ក់េល�)

និង ែស�កេជ�ងសុវតG ិHព)

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）

ស��ប់អ�ក	ងំអស់�� ែដលនឹង�ប់េផ��ម�រ�រេ�កែន�ង�រ�រ�ងសង់គី ណូ



タウ・ミアン・パニャハー・チュー・クバール　ヴル・モック　チュー・ポホ　チュー・ダイ・チューン・チア・ダウム・ダエ・ルー・テー？



タウ・ミアン・パニャハー・ケーン・ムン・クロップ・クロアン　ルー　ミアン・パニャハー・カウット・ラウン・ダオイ・カー・スロヴァン・スラー・ダエ・ルー・テー？

クノン・コムロン・ペール・ボンペニュ・カーギア　　プロサン・バウ・ミアン・アーローム・ター・ムン・スルオル・クルオン　ソーム・プロニャップ・リアイカー・タウ・カン・タナック・ルー

ダオイ・サー・タエ・ギアイ・ヌン・ミアン・パニャハー・クロン・クダウ　ソーム・チアハッ・ヴィアン・カー・ケーン・ムン・クロップ・クロアン　カー・スロヴァン・スラー　ヌン　カー・ムン・ボリポーク・アーハー・ペール・プルック　（ネアック・ダエル・トロウ・ヌン・レアッカン・ドーイ・ニヒ　ダイッ・カーット・トロウ・リアイカー・タウ・カン・タナック・ルー）

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）

ソーム・トゥヴー・カー・ソムラーク・アオイ・バーン・クロップ・クロアン　ヌン　トゥヴー・カー・ボリポーク・トゥック　ヌン　サラティアット・オンバル・アオイ・バーン・ティアン・トアット

℃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）

クノン・コムロン・ペール・ボンペニュ・カーギア・プロサン・バウ・ソカピアップ・ムン・ルオー　トロウ・プロニャップ・リアイカー・タウ・タナック・ルー　ハウイ・トロウ・タウ・モンティーペーット

・タイッ・ルー・チュラウン・チアン・トアンマダー　ヌン　コムダウ・クルオン・クポホ・チア・ダウム）

（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）

ダイッ・カーット・トロウ・タエ・チョール・ルオム・カー・プロチョム・ペール・プルック　ヌン　サカマピアップ・プジアコー・ペール・ミアン・クロホッ・タナック（KY）

チョンポホッ・カーギア　ソーム・コム・トゥヴー・カー・ヴィニチャイ・ソムレイッ・ダオイ・クルオン・アエン・プトアル・タエ・ムネアック・アエン

សូមយកចិត̂ទុកEក់?ពិេសស និង

សូម,បbប់Tយ�រណ៍េ6�ន់-. ក់េល�។

　　トロウ・バーン・プジアコー・ター・ヌン・ラウン・ルフッ・サームサップ・オンサー・タウ　　ソーム・ヨーク・チャット・トック・ダック・チア・ピーセヘ・ヌン・ボンペニュ・ボンタエム・ヤーン・サカム）

�រ,សវ fង,= និង �រមិនបរ �េHគ*�រ
Eច់Fត,ត<វTយ�រណ៍េ6�ន់-. ក់េល�។

=រjតុអំបិលេ*យ2នេទgងkត់។

ノウ・ペール・ダエル・ムン・ヨル・ター・ケー・コンポン・ニジェアイ・アヴァイ　トロウ・タエ・チュラウイ・プラップ・ケー・ヴニュ・ター・ムン・ヨル・ダオイ・トロン　ハウイ・トゥヴー・カー・ボンチアック・アオイ・バーン・チバハッ・ラウン・ヴニュ

,ត<វ,បbប់Tយ�រណ៍េ6-. ក់េល� េហ�យ,ត<វេ6មន� ីេពទ�។

  និង កេ�̂ខ̀ aនខwស់?េដ�ម)

សូមកុំេធ� ��រវ �និចn ័យសេ,មចេEយខ̀ aនឯងd� ល់ែត+. ក់ឯង។

សកម_Hពព(ករណ៍េពល+នេ,%ះ-. ក់(KY)។



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。

,ត<វែតេឆ� �យ,2ប់េគវ �ញ-មិនយល់េEយ,តង់ េហ�យេធ� ��រប4t ក់េ*យ2ន



カーギア・バウク・ボー・ロッジョン　カー・ボンチア・クルアン・ジョン　ヌン　カーギア・ティアニュ・ロボホ・ラウン・ルー　チア・カーギア・ソムラップ・ネアック・ダエル・ミアン・サンニャーバット・

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。

トロウ・アヌヴォアット・ターム・プラーク・サンニャー・ソヴァテピアップ・ダエル・ミアン・ボンハーニュ・ノウ・コンラエン・ボリヴェーン・ボンペニュ・カーギア

ダイッ・カーット・トロウ・プラウ・クサエ・クロヴァット・ソヴァテピアップ・ノウ・ペール・トゥヴー・カー・ノウ・コンラエン・クポホッ（ソムバイ・タエ・ノウ・ルー・ロンティア・コー・ダオイ）

ダイッ・カーット・トロウ・タエ・プラウ・ウパコー・ルーク　ペール・チョール・タウ・クノン・コンラエン・チーク・コカーイ　ルー　プラハッ・タウ・コンラエン・クポホッ

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。

ムン・トロウ・チョール・タウ・クバエ・クルアン・チャック・トン・トゥゴン（ドーイ・チア・ドーン・ストゥオイ　ルー　トラックトア・チア・ダウム）

プロサン・バウ・ミアン・ロブオホッ・クノン・コムロン・ペール・トゥヴー・カーギア（ロブオホッ・タイッ・トゥオイ・ポンナー・コー・ダオイ）ダイッ・カーット・トロウ・タエ・リアイカー・タウ・タナック・ルー　ハウイ・トトゥオル・カー・プジアバール・アオイ・バーン・トラム・トロウ

、必ず職長に報告して適正な処置を受けること。

ペール・トゥヴー・カーギア　トロウ・チェヘ・リアップ・チョム・トック・ダック・ロボホ・ロボー・アオイ・ミアン・ロビアップ　ハウイ・ムン・トロウ・トック・ロボホ・ノウ・ルー・プロウ・ダエル・トロウ・ダウ・チローン・カット・テー

?�រ!រស,+ប់អ.កែដល+នស45 ប័,ត,តឹម

,ត<វអនុវត̂Pមd� កស45 សុវតG ិHពែដល+នប!V ញេ�កែន�ងបរ �េវណបំេពញ�រ!រ។

សូម�ីែតេ�េល�រ�� ក៏េEយ)។

d� ស់េ6កែន�ងខwស់។

Eច់Fត,ត<វែតTយ�រណ៍េ6-. ក់េល� េហ�យ

េហ�យមិន,ត<វទុករបស់េ�េល�ផ̀ vវែដល,ត<វេដ�រឆ�ង�ត់



（リアップ・チョム　トック・ダック　バオホッ・ソムアート　アナーマイ　ヴィノイ）

・しつけSituke）

モン・ペール・トロロップ・タウ・プテア・ヴニュ　トロウ・タエ・トゥヴー・カー・リアップ・チョム・トック・ダック・ロボホ・ロボー・ダエル・バーン・プラウ・プラハッ・ルオイ・アオイ・バーン・トラム・トロウ

ハーム・チョック・バライ・ペール・トゥヴー・カー　カー・チョック・バライ・トロウ・チョック・ノウ・コンラエン・ダエル・バーン・コムノット・ソムラップ・チョック

カー・チョップ・ソムラーク・トロウ・タウ・ソムラーク・ノウ・コンラエン・ダエル・バーン・コムノット　ムン・トロウ・ノウ・オンクイ・ルー・プロウ　ルー　プロウ・ダエル・トロウ・ダウ・チローン・カット

チョンポホッ・コンラエン・ソムラーク　ヌン　ボントップ・トゥック・チア・ダウム　トロウ・プラウ・プラハッ・アオイ・バーン・スアーット（プロサン・バウ・プロラック・トロウ・ソムアーット）

ソーム・コム・ロート・チョール・ルー・ホック・タウ・クノン・プロウ・クラウ・ピー・コンラエン・ダエル・バーン・コムノット・ヨーク・チア・コンラエン・トゥヴー・カーギア・サーン・ソン

トロウ・トゥヴー・カー・プロン・プロヨット・チア・ムオイ・ヌン・ロッジョン・ロボホ・ネアック・ダエル・ムン・ペアック・ポアン・ヌン・カーギア　ネアック・トゥマウ・チューン　ヌン　コン・チア・ダウム

ែខ    Y. ំ（日月年）
年　　　　　　　月　　　　　　　日

សូមកំុេ�តចូលរ Oហក់េ6ក7 8ងផ̀ vវេ,eពីកែន�ងែដល2នកំណត់យក?កែន�ងេធ� ��រ!រ=ងសង់។

អ.កេថ_�រេជ�ង និង កង់?េដ�ម។

�រជក់2រ �,ត<វជក់េ�កែន�ងែដល2នកំណត់ស,+ប់ជក់។
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