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令和２年度農林水産業・食品産業における労働安全強化対策推進事業のうち
新たな現場の作業安全対策の実現に向けた調査委託事業

作業安全対策に係る優良事例集

株式会社クニエ
令和３年3月
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農業分野

林業分野

雇用者責任を重視し、他産業も参考に「農作業安全管理者」を養成

死亡事故の発生を契機に、組合員の意識向上に向け取組を一層強化

行政やJA等の参画によるきめ細かな事故情報の把握や一元的な情報発信

法人化を契機に、雇用責任を考えた労働安全に注力

パート作業員の方にも安全のためのルールを守ってもらう組織づくり

作業方法の徹底・技術力向上による高い作業効率と安全対策の実現

福岡県
林業

2 安全で意識の高い自伐林家の育成

有限会社 平子商店
林業

3 継続的な安全対策の見直しと実行

磐城林業協同組合
林業

4 複数事業体における安全対策協同化と情報連携
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木材産業分野

新人教育における安全意識の醸成と5s活動の徹底

機械設備による省人化と安全制御

作業場・事業所・本社一丸となった安全管理体制の強化

従業員がいつでもスマホから記入・確認できるヒヤリ・ハット報告

機械による省人化と暖房設備による作業環境の改善

株式会社東木材
木材

6 ひとりひとりが自分事として事故防止対策を考える習慣作り

香川県漁連協同組合連合会
漁業

1

漁業分野

漁協、県、メーカーが連携した補助事業によるネットローラー停止装置の導入と
普及

兵庫県漁業協同組合連合会
漁業

2 県漁連、ライフジャケットメーカー、行政の連携による製品開発と着用率改善

株式会社ライトハウス
漁業

3 漁業効率化と安全対策を両立するIoT情報共有システム
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味の素グループ
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味の素グループ 各事業所

キユーピーグループ

伊藤忠製糖株式会社
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2
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3
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4

食品産業分野

「労働安全衛生に関するグループポリシー」に基づく体系的な災害対策の実践

機械へのカバー設置や、環境面・設備面・身体面からの転倒対策

グループを通じた安全管理活動と転倒災害撲滅の取組

経営者の「基本動作の徹底+トラブル未然防止」で迅速な現場改善、
未熟練者対策実施

八雲町漁業協同組合
漁業

4 無線を活用した漁船一括管理システムの導入と運用

物人 物人

環境 管理

以下のどの災害要因に対する対策であるかを示しています。
人的要因: 身体的状況や心理・精神的状況からくる不安全行動、技量不足など
物的要因: 機械設備の欠陥、点検整備不良、防護不良など
環境要因: 自然環境を含む作業環境不良
管理要因: 監督・指導不足、ルール・マニュアル不備、教育訓練不足、健康管理不足など

対策分野について
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背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 研修の一層の普及や安全意識の向上が望まれる。

取組の概要

◼ 農作業安全管理者: 延べ485名を養成
◼ 刈払機、チェーンソー、小型車両系建設機械、クレーン資格取得者: 延べ1,600名
以上

◼ 農業では、他産業と比較し、安全対策の責任者や担当者設置、雇い入れ時教育
などが進んでいない。過去の農業法人における事故発生を契機に、労働基準監督
署の指導等もふまえて取組を開始。

H22 農作業安全管理者養成研修会の開始
刈払機資格取得講習会開始

H25 事故対面調査を通じ、農作業安全マニュアル作
成

H24 管理者フォロー研修会開始
チェーンソー資格取得講習会開始

H28 小型車両系建設業機械、クレーン資格取得講
習会開始

取組年表

研修会の終了証、開催の様子

えちご上越農業協同組合
雇用者責任を重視し、他産業も参考に「農作業安全管理者」を養成

✓ 農作業安全管理者の養成
✓ 資格取得支援
✓ 農作業事故調査

▲農作業安全管理者養成
研修会 修了証

▼刈払機の資格取得
講習会

農業

1

＜農作業安全管理者の養成＞
◼ 従業員の安全を責任を持って管理する「農作業安全管理者」をJAにて独自に設置
し、養成のための研修会を実施。全３回の研修の終了者には「修了証」を発行。

◼ 法人、任意組織を問わず、雇用のある農業経営体に対し管理者設置を呼びかけ。
◼ 初回の研修後にも管理者の安全への意識が継続するよう、フォロー研修も実施。

＜各種農機・機械等の資格取得＞
◼ 農機のオペ研修会を毎年開催するほか、刈払機、チェーンソー、小型車両系建設
機械、クレーンについて、資格取得講習会をJAにて開催。

◼ とりわけ小型車両系建設機械については、農業共済組合の所有する建設用機械を
活用し、圃場乗り入れ口や畔、用排水路などの危険個所の改善を呼びかけ

＜農作業事故調査＞
◼ 過去の農水省委託事業による事故対面調査の実施を契機に、事故発生時の原因
分析に取り組み、「農作業安全マニュアル」を作成した。農作業安全管理者に周知
し各事業体における毎日の朝礼での活用（各農機の安全重点ポイントの周知など
）を呼びかけ。

取組のキーワード

物物人人

環境 管理

対策
分野
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背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 集中取組期間終了後も、引き続き研修や啓発の取組を着実に実践。また事故情
報のJAでの分析にも着手を検討。

取組の概要

◼ 新たな研修会開催や標語コンクールなどを通じ、組合員の意識は着実に向上。

◼ 令和元年に２件の死亡事故が発生したことを契機に、令和３年１月末までの
２か年を集中取組期間として定め、各種取組を展開。

H31-R3.1 管内にて死亡事故発生を受け、
集中取組期間を設定

R1.8 「農作業を安全に行うために」の作成・配布
R1.11-12 標語コンクールの開催
R1.12 青年部学習会
R2.11 女性限定スマート農業研修会

研修等の様子

きたみらい農業協同組合
死亡事故の発生を契機に、組合員の意識向上に向け取組を一層強化

取組のキーワード

▲青年部向け学習会

▼女性向け
スマート農業研修会

農業

2

＜「農作業を安全に行うために」の作成と全戸配布＞
◼ 従来より、毎年3～10月の期間は、月に１度、その季節の農作業安全対策の注意
喚起をファックスにより全戸送付。

◼ 今回、「農作業を安全に行うために」として、GAPの取組をベースに、管理体制の
整備に向け注意すべき事項、過去の事故事例などを冊子にまとめて全戸に配布。

＜学習会や研修の開催＞
◼ 青年部向けに新たに農作業安全の学習会を開始。
◼ 産地パワーアップ事業で自動操舵トラクターを約300台導入したことを契機に、女性
向けにスマート農業研修会を開き、作業安全の観点からも注意点を周知。労働力
不足に対応し、スマート農業の活用とあわせた女性向けの安全対策を強化。

＜標語コンクール＞
◼ R1年に標語コンクールを開催し、組合員参加型で、組合員の意識を高めることに
寄与。

＜その他: 事故情報の収集やホクレンとの意見交換等＞
◼ JA共済や労災窓口を通じて入ってくる事故情報は部署横断で共有し、一元的に
労災担当部署にて把握し、利用者のフォローに活用。

◼ 農機メーカーから利用者(農業者)に対して、農業機械が関係する事故の留意事項
を整理してもらうよう、ホクレンへ要請。

✓ 啓発資料の拡充・配布
✓ 学習会や研修
✓ 標語コンクール

取組年表

物物人人

環境 管理

対策
分野
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背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 道内各地区推進本部による取組との連携強化や、生産者団体等による地域
密着した農作業安全の取組への支援の強化。

取組の概要

◼ 事故情報の高い網羅性のほか、交通安全等の資材配布も全戸配布をとるなど、
道下一体となった効果的な取組体制が確立されている。

◼ 昭和40年に設立以来、北海道、農業団体、農業機械メーカーの16関係機関
団体にて構成。

S40 北海道農作業安全運動推進本部 設立
S52 北海道の要領に従い、農作業事故の情報収

集を開始
H23-26 事故情報にかかる対面調査

（日本農村医学会との連携実施）
H27- 事故情報にかかる対面調査

（農研機構との連携実施）

安全啓発チラシ

北海道農作業安全運動推進本部
行政やJA等の参画によるきめ細かな事故情報の把握や一元的な情報発信

✓ 事故情報収集
✓ 一元的な情報発信
✓ 啓発支援

▼MMH運動

▲追突防止

農業

3

取組のキーワード

取組年表

＜生産者団体と連携した事故情報の収集＞
◼ 道の定める「農作業事故報告取扱要領」に基づき農作業事故報告書を作成し、
事故を減少させるため情報を共有化。事故報告に当たり、市町村は、JA共済関係
部署に確認するなど報告もれのないよう把握を行うこととされており、JA組合員に
ついては、事故の網羅性は傷害も含め相当に高い。

◼ これらの事故情報を活用し、平成23年以降、日本農村医学会や農研機構と連携
し、対面調査の実施による事故の詳細情報の収集を行っている。

＜一元的な情報発信体制＞
◼ 推進本部のホームページを運営し、事故情報の速報や農作業事故報告書などの
情報発信のほか、北海道警察本部、労働局、運輸局、JR北海道による注意喚起
など、関連機関からの情報も一元的に発信する連携体制を構築。ラジオによる注意
喚起なども実施。

＜講師派遣や資材配布などの啓発支援＞
◼ JA等からの要望に応じた研修会開催支援については、講師を派遣して毎年約10
団体（JA等）等にて実施。

◼ 農機メーカーやディーラー等と連携し、MMH（マナー・マーク・保険）運動を毎年
展開。道内のすべての農業者世帯に、JA等を通じて啓発資材配布を実施。交通
安全の呼びかけとあわせ、労災加入も呼びかける。

物物人人

環境 管理

対策
分野
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背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 安全作業マニュアルの充実や免許取得をさらに拡充。
◼ 作業安全を通じて後継者を育成。

取組の概要

◼ 資格取得状況は、従業員数66名（季節雇用、臨時雇用を含む）に対し、大型
7名、大型特殊38名、車両系建設機械9名、刈払機9名、フォークリフト10名など

◼ 継続的な環境改善により、受託農地については、危険個所を着実に減少。

◼ 平成19年の法人化を契機に、雇用責任の観点から従業員の安全対策を強化。

H19 農事組合法人さわだを設立
（前身は沢田生産組合、S46-）

以後、継続して環境改善や資格取得の推進を実施

取組年表

圃場出入口の改善

農事組合法人さわだ
法人化を契機に、雇用責任を考えた労働安全に注力

✓ 免許取得等の技能向上
✓ 機械修理台帳
✓ 環境改善

作目: 水稲、大豆 耕作面積: 45ha

◀圃場出入口下の用水路を
U字溝及び平面状の蓋に変更
➡地表面への
用水路の露出を改善
圃場出入口の幅員、
傾斜改善 等

農業

4

取組のキーワード

品目及び耕作面積

＜免許取得等を通じた技能向上や安全作業マニュアル＞
◼ 「無資格者には農機作業に従事させない」をモットーとし、特に大型特殊免許は
トラクター作業に携わる従業員の全員が取得。車両系建設機械、刈払機などの
資格取得もすすめているほか、JAが開催する農作業安全に関する講習会も積極的
に受講。

◼ 安全作業マニュアルを活用した要点指導で技能を向上。

＜機械故障修理台帳の記帳＞
◼ 機械の不備や整備歴を記帳するとともに、機械管理の責任者を設置。責任者によ
る毎朝の機械の見回りや台帳の閲覧により、故障の予知につなげ、適時の定期点検
や更新などにも役立てている。また、機械の状態に応じた注意事項などを朝礼時に
作業者に伝達している。

＜環境改善＞
◼ 10年以上かけ、圃場・畦畔の石の除去や用水路・圃場出入口の改善に取り組む。
近年では新規生産受託圃場や、優先順位の高い改善箇所を特定し、毎年計画的
に改善。

◼ 作業効率と安全のいずれも高める取組として位置づけ。改善費用に多面的機能直
接支払を活用することで、法人負担を軽減。

物人 物人

環境 管理

対策
分野
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＜安全確保のためのルールを守る組織づくり＞
◼ 安全確保に必要なルールを明確化し、違反した場合には違反者から「是正報告」
を出させることで、個々人にルール違反の回数や内容を明確に認識させ、改善・
成長させる仕組みを構築。各人が緊張感をもって働ける組織づくりを実践。

◼ 各農機・器具を使わせる前に、必ず教育訓練を実施。 ①機械・器具の構造や使用
手順の説明、②動作をやってみせる、③目の前で試運転させる、の順で取り組む。

＜脚立使用手順のルール化＞
◼ 多くのバート従業員が通年従事する脚立作業については、以下などをルール化。
①休憩後の声がけ（休憩時の事故が多いことから）
②脚立から降りる際の目視の徹底（段の踏み外し事故が多いことから）
③近接作業時の声がけ（脚立への接触の防止）

＜熱中症対策、その他＞
◼ 合羽を着る防除作業や夏の桃収穫時には、メッシュジャケットと保冷剤を今年度より
活用。

◼ 雨除けハウスの被覆作業など危険度の高い作業は、特定の作業者に限定し、安全
帯を設けて作業するほか、地域の建設業経験者への委託なども活用して対処。

背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 引き続きGAPも活用しながら、安全対策も含め、主体的に考えられる従業員育成や
組織づくりを進める。

取組の概要

◼ GAP取得前と比較して事故が減少した。また「是正報告」を通じ、作業者の安全へ
の意識が向上。熱中症対策では、例年の体調不良者が出ないなどの効果をあげて
いる。

◼ 2013年に初めてGAP認証を取得。当初は食の安全安心としての認証を重視して
いたが、その後GAPを基礎とした作業安全や組織づくりにも取組を拡大。

H25 GAP認証を取得

取組年表

脚立作業

まるせい果樹園
パート作業員の方にも安全のためのルールを守ってもらう組織づくり

作目: 桃、りんご、さくらんぼを主力とした果樹
耕作面積: 約10ha

作目及び耕作面積

農業

5

✓ ルールを守る組織づくり
✓ 脚立使用手順のルール化
✓ 熱中症対策

取組のキーワード

物物人人

環境 管理

対策
分野

◀脚立作業の取扱手順
書

以下５点をルールとして
定めている。
①天板には上がらない
②安全のためのチェーン
は必須
③身を乗り出して作業し
ない
④昇降時には足下確認
⑤３本脚は地面にしっ
かりとつける
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背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 機械や装備への投資による安全対策だけではなく、技術力向上のための目に見えな
い作業をより重視し、職員が高いモチベーションを維持できるよう取組を継続。

取組の概要

◼ 5年の無災害記録を達成、 H30年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰を受賞。
◼ 組織改革により職員の技術力向上に対する意識が醸成され、労働災害抑制、作業
効率の向上、ひいては経営改善に繋がった。

◼ H17合併時、経営が悪化傾向にあり、経営改善のため作業効率を向上させる必要
があった。また同時期、労働局から「安全管理特別指導事業場」の指定を受けた。

H17 4森林組合の合併に伴う人員配置の見直し、
労働安全コンサルタントによる安全衛生教育
及び安全ルール作り（1年間）

H21  組織改革（役員報酬削減、能力給の導入、
技術力向上への取組・安全対策の見直し

研修の様子等

吾妻森林組合
作業方法の徹底・技術力向上による高い作業効率と安全対策の実現

◀独自に作成した内部研修
資料: 丸ヤスリによる目立て方法

◀技術力向上研修会: 
チェーンソーの点検・修理方法

林業

1

✓ 作業方法の統一
✓ 技能講習と能力給の導入

取組のキーワード

取組年表

<組合内作業方法の統一（標準化）>
◼ 作業者ごとにバラバラの仕事をすると効率が悪い上だけではなく、お互いの危険予知
判断に齟齬が生じ、事故発生リスクが高まるため、作業方法の統一を図った。

◼ H17年度に労働安全コンサルタントに作業手順書の基本形を依頼し、作成。
◼ また伐採から再造林までの一連の作業について、ベテラン職員が現場で実践してきた
ノウハウをもとに組合内にルールを徹底。

◼ 特に刃の目立てルールの徹底は安全対策への効果が大きい。刃の切れ味が悪いと、
刈払機では作業負荷が増え、チェーンソーでは伐倒方向の正確性に影響を及ぼす。

<技術力向上研修会の実施と能力給の導入>
◼ 更なる作業効率向上のため、H21より技術力向上研修会を開始。目立て、伐木、
造材、作業道作設等、毎年テーマを設定して実施。

◼ 同時に、H21より能力給を導入。職員の技術習得に対するモチベーションがアップし、
研修成果として現れた。

◼ 内部研修以外に月に1度の現場パトロールにより、日頃から職員ひとりひとりの技能
習熟度を確認している。

◼ 経営者・事務所・現場が一体となって取り組むことで、職員の技術力向上、労働
災害抑制、作業効率向上、経営改善、昇給によるモチベーションアップのすべてに
対して合理的に働く仕組みを構築。

物物人人

環境 管理

対策
分野
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<安全面と作業効率の両立を前提とした自伐林家向け技術研修の実施>
◼ 自伐型林業に興味がある県内在住者がチェーンソーによる伐木・造材や作業道
作設などの基礎知識が習得できる、延べ22日間の自伐林家育成研修を実施。

◼ R2は定員10名に対して30名以上の応募（24～68歳まで、うち2割が女性）。
◼ 研修は、チェーンソーによる重大事故を絶対に起こさないようにするため基礎トレー
ニングを徹底。修了者からは充実した講師陣とマンツーマンに近い指導スタイルが好
評。

◼ 2日連続の講座では、宿泊を奨励しており、寝食を共にした研修生同士の仲間
意識が醸成される契機となっている。

<自立に向けた継続的なフォローアップ研修等>
◼ 上記研修修了後も、自立のための技術や安全意識の更なる向上のため、フォロー
アップ研修を実施。

◼ 県と県内の篤林家の有志で「ふくおか自伐型林業経営研究会」を立ち上げ、安全で
効率的な自伐型林業のノウハウが学べる「自伐型林業の手引き」を作成し、既存
の自伐林家に配布（自伐林家育成研修のテキストとしても使用）。

背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 自伐林家育成研修修了者やフォローアップ研修参加者たちが、事故なく自立した
経営を実践し、ひいては県内林業振興及び森林の公益的機能維持に寄与すること
が期待される。

取組の概要

◼ H30～R1で17人の自伐林家を育成。（R2も10名の自伐林家を育成中）
◼ 研修修了者同士がSNS等で情報交換や近況報告を行うなど、新規自伐林家に
よる新たなネットワークが構築されている（緊急時の連絡網も兼ねている）。

◼ 既存の自伐林家も、作業効率や安全に対する意識が向上。

◼ 県では森林の荒廃の未然防止のため、地域の森林・林業を支える主体の一つとして
注目されている自伐林家の力を活用するべく、平成30年度から森林環境税を活用
して自伐林家の育成を開始。

H30 自伐林家育成研修を開始
H31  ふくおか自伐型林業経営研究会を設置
R1 自伐型林業の手引きを配布

フォローアップ研修の開始

研修の様子等

福岡県
安全で意識の高い自伐林家の育成

▲自伐型林業の手引き▲伐木・造材の現地研修

林業

2

✓ 安全面と作業効率の両立
✓ 自立に向けた継続的な
フォローアップ

✓ 自伐林家同士の仲間意識
の醸成

取組のキーワード

取組年表

物物人人

環境 管理

対策
分野



© 2021  QUNIE CORPORATION. All rights reserved. 12

有限会社 平子商店
継続的な安全対策の見直しと実行

背景

取組
内容

成果

◼ 「危険0により、事故0」を目指し、これまでの取組が形式化しないよう継続的に
安全対策を見直しつつ、決められたことを遵守。

今後の
展開

取組の概要

◼ 過去3年間無災害を継続。

◼ 10年以上前より、日常的なKYミーティング、リスクアセスメント、5s活動、機械
器具の点検、緊急連絡体制の整備等の安全衛生教育を徹底。

◼ 「伐木等作業の安全に関するガイドライン」（厚労省）改正以前より「労働災害が
発生した場合の応急の措置」及び「傷病者の搬送の方法」を作業現場に掲示。

H29 林業事業体安全診断の実施
チェーンソーブーツ、空調服の導入

R1  「伐木等作業の安全に関するガイドライン」の
改正に対応

作業計画書の掲示

▲チェーンソー作業・機械作業に関する
作業計画の統合様式

※「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」では
”伐木等作業に加え、車両系木材伐出機械その他の作業を行うため
に定める作業計画と合わせて、一の様式とすることも可能である”とある

<林業事業体安全診断の実施>
◼ 労働安全コンサルタントによる林業事業体安全診断を実施。安全に対する取組の
現状と問題点を洗い出し。林業においてマニュアル化が難しい作業手順書の作成に
ついては指差呼称を徹底する等、指摘事項に対する実行策を工夫。

<装具の見直しと徹底>
◼ 4年前、チェーンソーによる足部の切創事故が発生したため、チェーンソーブーツを
導入。当初、地下足袋と比べて歩きにくいという認識があったが、慣れると案外に歩き
やすいことが分かり、歩き方の勉強会を実施。ベタ足歩行、ソール山側のエッジを効か
せて歩く等、登山ブーツのような歩き方で馴染むことができた。

◼ 空調服を導入し、造林・伐出のいずれの担当者も全員着用するよう徹底。気候に
由来する作業環境が改善された他、ハチが狂暴になる10-11月には防蜂の役割も
果たしている。

<作業計画書の活用と掲示様式の工夫>
◼ 「伐木等作業の安全に関するガイドライン」の改正に伴い、標準様式に対応した作業
計画書を作成。現場に掲示しやすいよう、様式を工夫。

◼ 作業計画の作成過程で環境情報やその日の体調を先輩後輩で話し合い、コミュ
ニケーションが生まれることを重視。

林業

3

✓ 安全診断の実施
✓ 装具の見直しと徹底
✓ 作業計画書の活用と掲示

取組のキーワード

取組年表

物人 物人

環境 管理

対策
分野
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磐城林業協同組合
複数事業体における安全対策協同化と情報連携

背景

取組
内容

成果

◼ 国有林事業・健全な森づくりを担う組織として、引き続き安全で効率的な作業に努
める。

今後の
展開

取組の概要

◼ H21以降、休業4週間以上の重篤事故は組合内で発生していない。

◼ 福島県浜通りに拠点を置く組合員15社で構成されており、主に国有林の素材生産
・造林事業に従事。

◼ 公共事業に従事するにあたり、H10組合設立時より労働災害防止のため安全委員
会を設置。

組合員数: 15社、160名（役員・一人親方含む）
事業概要: 国有林における素材生産事業及び造林

事業
※林業-3「有限会社 平子商店」は組合員である

組織図

総会

理事会

理事長

伐出安全委員会

造林安全委員会

総務広報委員会

森林ボランティア委員会

事務局

幹事会

• 各安全委員会に委員長1名、副委員長1名
• 各事業の安全対策と各社への事業配分業務
を兼任

<安全委員会による安全パトロールの実施>
◼ 安全委員会の主たる活動が、各事業（素材生産事業・造林事業）における安全
パトロールを主たる活動としている。

◼ 国有林事業のみならず、民有林事業においても同様の観点をもって巡視し、組合員
各社のすべての作業現場における労働災害防止に努める。

<全組合員参加の安全大会開催>
◼ 例年7月に、組合員全員が参加する安全大会を開催。感染症予防のため、R2はオ
ンラインミーティングにて実施。

◼ 組合内の各委員長からの発表に加え、森林管理署長の安全講和、労働基準監督
署からの災害事例紹介、消防署の救命救急講座、警察署の交通安全研修等、地
域の関係者を巻き込んだ取組となっている。

<迅速な情報連携による類似災害の未然防止>
◼ 災害が発生した際は、メールやFAXで内容を組合内員全社に周知。各社の安全会
議・朝礼で類似災害未然防止のための安全対策を講じるように指導。

◼ 適宜、現場に掲示する安全衛生旗・安全標識等を配布し、各社における安全意識
の高揚を図っている。

林業

4

✓ 安全パトロールの協同実施
✓ 安全大会の協同開催
✓ 迅速な情報連携

取組のキーワード

外形情報

物物人人

環境 管理

対策
分野
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株式会社日新 三重工場
新人教育における安全意識の醸成と5s活動の徹底

背景

取組
内容

成果

◼ 重大事故の防止並びに、予測できない対策の難しい事故の発生リスク低減のために
意識を根付かせるための指導を継続的に実施。

今後の
展開

取組の概要

◼ 改善指導の繰り返しにより、従業員に5sや危険予知に対する意識が根付いてきた。

◼ 省人化、省力化、生産性向上をコンセプトとして新工場（三重工場）を竣工。
◼ 新工場では新規就業者である若年層の従業員が多く（平均年齢28.6歳）、教育
の徹底が課題となっている。

所在地: 三重県
新工場竣工: H30
生産品目: 合板
原木消費量:  約103,000 ㎥/年
従業員数: 68名

取組イメージ

作業標準書通りに
作業中の掲示
ルールを徹底

<工場内の視認性確保>
◼ コンベア設置によりフォークリフト台数を最小限に抑えるレイアウトに設計。
◼ 通路、機械を緑、柵を黄色の２色で統一し、危険箇所を可視化。従業員が安全
に歩ける通路を明確にした。

◼ 安全な通路から作業の様子を容易に巡視できるように、工場内は常に明るく整理す
るようにしている。

<新人教育における安全意識の醸成>
◼ 作業ごとに標準書を整備。初任者研修後も月に1回作業班ごとに勉強会を実施。
機械にはエリアセンサや安全柵が標準装備されているが、メンテナンス作業時は必ず
「スイッチ入れるな」の掲示をする等、安全作業のルールを徹底。

◼ 自発的に安全意識を持ってもらうため、リスクアセスメント、KYTを定期的に実施。
ヒヤリ・ハットは日々発見次第監督指導者に報告させる。これらは安全意識の高い従
業員、弱い従業員を監督指導者が認識することにも繋がっている。

<5s（整理・整頓・清潔・清掃・しつけ）活動の徹底>
◼ 清掃に注力。週に１度１時間機械を停止し、一斉清掃。
◼ しつけの徹底として、安全懲罰制度を導入。ルールを守らない人を月に１回の懲罰
委員会にかける。違反の回数に応じてヘルメットの色を変化（緑⇒黄⇒赤）させて
いる。本人だけでなく監督指導者も責任を問われ、危険行動の抑止力として機能。

木材

1

✓ 工場内の視認性確保
✓ 新人教育への注力
✓ 5s活動の徹底

取組のキーワード

外形情報

物物人人

環境 管理

対策
分野
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取組
内容

成果

今後の
展開

取組の概要

取組イメージ

株式会社サイプレス・スナダヤ 東予インダストリアルパーク工場
機械設備による省人化と安全制御

◼ H30新設工場にて、高性能な製材機械及び集成材機械を導入。

◼ 機械設備の安全制御のみでは安全対策としては不十分。特に安全柵が設置できな
いエリアではトラブル対応時に機械を停止させる意識の徹底が必要。

◼ 部門ごとに安全委員を設置し、KYTや作業手順書の自主製作等、自発的に安全
意識を持ってもらえるように引き続き「ヒト」面での対策も強化。

◼ 重大事故に繋がりやすい製材ラインでの事故が減少した。
◼ 最新設備導入の目的は「生産性向上」、「大量生産のためのスピードアップ」の2つで
あったが、「安全性」が機械導入によるもうひとつの大きな効果となり、生産性向上と
安全対策を両立。

▲集成材機械の安全柵

▲製材機械の監視室

背景

<製材ラインの省人化>
◼ 人力による送材や木取り作業を自動化。オペレーターは監視室の中で作業させ、
危険な機械の周りにいる必要がないようにした。

◼ 監視室には空調が効いており、騒音・粉塵の影響も受けないため、労働衛生の守ら
れた環境となっている。

<安全柵の設置によるメンテナンス作業時の事故防止>
◼ 製材機械、集成材・CLTの危険な機械の周りにはライン一帯に安全柵を設置。
安全柵は機械とセットで施工された（欧州製）。

◼ 機械メンテナンスに入るには安全柵の扉を開ける必要があるが、扉が開くとラインがす
べて止まる仕組みになっている。

◼ メンテナンス作業時の不意な刃物への接触による傷害事故を防止するため、手袋は
牛・革製のものを支給し、使用を徹底。スイッチ操作による停止手順書をすべての
機械に掲示。安全柵と併せて、メンテナンス作業時の事故防止を追求。

木材

2

✓ 省人化
✓ 安全柵の設置

取組のキーワード

所在地: 愛媛県
新工場竣工: H30
生産品目: 製材、集成材、CLT
原木消費量 約188,000㎥/年
従業員数: 115名

外形情報

人 物人 物

環境 管理

対策
分野
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ウイング株式会社 白井工場
安全管理室の設置と安全の見える化

木材

3
物物人人

環境 管理

対策
分野

背景

取組
内容

成果

今後の
展開

取組の概要

◼ 工場設立以来、休業事故が発生している中で、安全管理の徹底を図ることが課題と
なっていた。

◼ 本社から工場へのサポート体制を充実させると同時に、従業員の参画によるボトムア
ップ型の安全管理体制の構築を図ることが必要と考えていた。

◼ 安全管理室を活用し、白井工場のみならず他の生産拠点にも安全意識を根付かせ
、全社一丸となって安全活動に取り組む。

◼ H29に無災害記録1600日を達成。

✓ 外部の専門家を招へい
✓ 作業場・事務所・本社が
一体となった取組

✓ 安全の見える化

取組のキーワード

取組イメージ

所在地: 千葉県
機械更新: R2
生産品目: ツーバイフォー建材
原木消費量: 約150,000 ㎥/年
従業員数: 137名

（生産・管理人員72名、外部65名）
※雇用形態は問わず

外形情報

◀歩行者通路の明確化

▼交差部の接触事故防止

<外部専門家の招へい>
◼ 約10年前、外部から安全のプロフェッショナルを招き、安全管理室長代理に任命
するなど安全対策を強化。

◼ 工場では外部講師を招いた指差し呼称の講習、フォークリフト・クレーン運転のレベル
アップ教育演習、外国人技能実習生への安全衛生教育など、様々な講習を実施。

<作業場・事務所・本社が一体となった取組>
◼ 2017年に組織改正を実施し、社長直轄の安全管理室を設置。安全意識の高い
現場作業者から社長直轄の安全管理室長を選定。

◼ 個々の意識向上とボトムアップ効果により、スピーディーな改善を目指し、安全管理
室により定期的な巡視を行うとともに、毎月1回の安全衛生委員会の各分科会（
5s活動・リスクアセスメント・交通安全）を現場作業者中心に実施。

◼ 年2回の安全大会において、現場作業者だけでなく、事務員・管理職も一丸となり
安全に対する意識・機運を高めている。

<安全の見える化>
◼ 歩行者とフォークリフトの通路の交差部などに、接触事故防止のため、指差し呼称を
表示。

◼ 歩行者の通路はオレンジ、その他は白と、視認性に配慮した色の設定で通路等のラ
インを明確化。
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背景

取組
内容

成果

今後の
展開

取組の概要

▲リスクアセスメントシート（記入例）

令和 2年 ６月 22日

重篤度可能性 評価 重篤度可能性 評価
確認

対策による効果
作業員　5　名リーダー名　林

危険への低減対策

〇 〇 〇

作業内容
危険予知活動表

足元が片付いていないと転倒の

おそれがある

参加者サイン

（全員記入すること）

どんな危険が
リスクの見積もり

△ △ △

林 佐藤 田中 山本 鈴木

◼ 作業効率改善のための見直し材料として、作業ごとに個人の従事した時間を日報で
把握したいと考えていた。

◼ ヒヤリ・ハットは紙の共有ノートに記載する形式としていたが、形骸化していた。

◼ 日報とヒヤリ・ハット報告のデータについては、今年度の収集結果をふまえ、活用方法
を検討しつつ次年度以降も継続。

◼ H22設備更新以降、労働災害は発生していない。
◼ スマホで手軽に報告できるため、以前よりヒヤリ・ハットの収集率が向上。

温海町森林組合 製材工場
従業員がいつでもスマホから記入・確認できるヒヤリ・ハット報告

◀スマホからの
日報入力

*1 共有オンラインストレージに各自が日報をアップロードする方式

木材

4

取組イメージ

✓ スマホ活用
✓ リスクアセスメントの習慣化

取組のキーワード

所在地: 山形県
機械更新: H22
生産品目: ラミナ製材
原木消費量: 約9,280 ㎥/年
従業員数: 5名

外形情報

物物人人

環境 管理

対策
分野

<スマホでヒヤリ・ハット報告>
◼ 今年度より、スマホから日報を報告する方法*1を導入。始業前後のタイムカード記
録のようなものではなく、個人が作業ごとに従事した時間を登録。また日報と併せて
ヒヤリ・ハット報告もさせるようにした。

◼ スマホを活用することで、手軽に従業員全員がいつでもヒヤリ・ハットの書き込み・
閲覧・共有をできるようにした。

<日替わり担当制のリスクアセスメント>
◼ 特定の担当者ではなく、若手からベテランまで従業者全員が日替わりでリスクアセ
スメントの代表者を務め、朝礼時に発表。

◼ 従業員数が少ないため、およそ週に1回は全員がリスクアセスメントの代表者になる。
朝礼自体は5～10分で手短に終わるものの、全員が安全対策を自分事として捉え
る習慣作りになっている。

◼ ベテランならではの視点と若手ならではの視点を共有し、危険と思われる箇所の
見落としを防止。
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背景

取組
内容

成果

今後の
展開

取組の概要

取組イメージ

有限会社滝田木材
機械による省人化と暖房設備による作業環境の改善

◼ 労働力の確保が以前より困難になりつつあり、機械による省人化を検討。
◼ 気候上、寒さによる機械トラブルが多発しており、また作業者にとっても快適な
作業環境ではなかった。

◼ メンテナンスや刃の交換、丸のこ盤による作業などについては、作業性質上、省人化
が出来ないということもあり、新工場においても残る危険作業として引き続き日々の朝
礼等で注意喚起を実施。

◼ 当初の想定通り、少ない従業員数でも生産効率が上がっており、生産性・安全面の
双方で省人化が実現された。

防寒着を着込まずに作業
（帯のこ交換） ▶

▲省人化された製材機械

<機械設備更新による省人化>
◼ テーブル式ツイン帯鋸盤の導入により、危険作業であった送材作業を省人化し、
事故発生リスクを低減。作業者は機械の監督や操作盤の設定が主たる作業となっ
ている。

◼ 材の投入が自動化されたため、冬場に材が凍結して滑りやすくなることも作業上のリス
クではなくなった。

<暖房設備の導入>
◼ 旧工場では寒さ対策としてジェットヒーターを使用していたが、熱効率が悪くかえって灯
油代がかかるため、建屋の新設と同時に暖房設備を導入。

◼ エアーの凍結による朝の機械トラブルがかつては多発していたが、暖房設備を導入し
改善。また、スムーズに作業を開始できるため、機械の稼働時間向上にもつながって
いる。

◼ 暖房設備の導入により、作業者が防寒着を着込む必要がなくなり、作業者の運動
性が改善した。

木材

5

✓ 省人化
✓ 暖房設備の導入

取組のキーワード

所在地: 北海道
新工場竣工: R1
生産品目: ラミナ製材
原木消費量: 約21,600 ㎥/年
従業員数: 13名

外形情報

人 物人 物

環境 管理

対策
分野



© 2021  QUNIE CORPORATION. All rights reserved. 19

<事故リスク情報の随時周知、事故状況の再現>
◼ 定時的な安全対策として、朝礼や月1回の全体会議を実施。確実に始業前に注意
喚起するために、朝礼で安全対策の話をしたか日報でチェック。

◼ 役員は常に作業の様子を見回り、危険事故の発生が予見されれば、その度に従業
員を集合させる。作業を止めてでも注意喚起を行うことで、時間の経過とともに危
険意識が薄れていくことを防止。気を引き締めてその後の作業に従事してもらう。

◼ 注意喚起の際には、実際にヒヤリ・ハットや事故の様子を再現・検証。防止策を
従業員ひとりひとりに考えさせている。

＜安全教育のマンネリ化防止＞
◼ 安全教育のマンネリ化を防止するため、興味を引く内容にするなど、発信方法を
工夫しコミュニケーションを大事にしている。

◼ 外部安全講習には毎回必ず、最低でも従業員1名が出席。一度参加した従業員
も内容を忘れた頃に再度参加させる。

◼ 他の製材工場への見学など、外部講習以外にも同業他社の意見を聞く機会を設け
ている。

取組
内容

背景

成果

今後の
展開

取組の概要

株式会社東木材
ひとりひとりが自分事として事故防止対策を考える習慣作り

◼ 創業以来、事故が多少なりとも発生。
◼ 安全対策のマンネリ化や他人事ではなく自分事とし安全対策を受け止めてもらうこと
が課題になっていた。

◼ コスト負荷の大きい機械設備による安全対策に頼らず、経営と安全を一緒に進めら
れる範囲で引き続き継続。

◼ 従業員が感化され、常に安全を意識して作業するようになるなど、良い影響を与えて
いる。

◼ 中災防中小企業無災害記録証第二種を受賞（2019年12月1日付）。

木材

6

✓ 事故リスク情報の随時周知
✓ 事故状況の再現
✓ 安全教育のマンネリ化防止

取組のキーワード

所在地: 鹿児島県
機械更新: H6
生産品目: 製材
原木消費量: 約3,000㎥/年
従業員数: 15名

外形情報

物物人人

環境 管理

対策
分野
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停止装置と事業スキーム

香川県漁業協同組合連合会
漁協、県、メーカーが連携した補助事業によるネットローラー停止装置の導入と普及

背景

取組
内容

成果

◼ 事業は令和2年をもって終了したものの、引き続きネットローラー停止装置の普及
推進に努める。

今後の
展開

取組の概要

◼ 本事業により、平成30年から令和2年度まで、計11漁協、28漁船において導入
された。

◼ 漁業者から「とっさの時にすぐに停止できるため助かっている」、「安価に装置を導入で
きて助かった」等、ネットローラー停止装置及び本事業に対する高い評価が聞かれた

◼ 平成24～29年における香川県の漁業死亡事故のうち、小型機船底びき網漁船の
ウィンチの巻き込まれ事故は、全体の約1/3を占め（5件の発生）、犠牲者の多く
が若者であった。

◼ 危険を伴う底びき網漁であるが、ウィンチの緊急停止装置の設置は、法規制や
メーカーによる自主規制もなく、具体策が取られていなかった。

◼ また、漁業者においても、ネットローラーの巻き込まれ事故件数の多さや自身のヒヤリ・
ハット経験から、当該事故に対する危機感が高まっていた。

▲補助事業スキーム▲ネットローラー停止装置

本金属バーを奥に押すとネッ
トローラーが即時停止する

＜補助事業の整備＞
◼ そこで、香川県漁連及び香川県（水産振興協会）が連携し、平成30年より小型
底びき網漁船を対象にネットローラー停止装置の普及を促進する「漁業操業安全推
進事業」を施行。

◼ 本事業では、当該装置の導入費用におよそ10万円程度要するところ、県漁連より
3万円、県水産振興協会より３～５万円（年により変動）が補助される。

◼ 装置の設置を担う地元のメーカーは、元々当該装置の製造ノウハウ・実績を有して
おり、スムーズな導入が可能であった。

＜事業推進＞
◼ 県漁連から単協を通した、漁業者への呼びかけや、漁業者間の口コミにより、多くの
漁業者が関心を持ち広く導入が進んだ。

漁業

1

✓ 漁協、県の連携による補助
事業整備

✓ 地元造船メーカーの
ノウハウ活用

取組のキーワード

取組年表
H24-29
小型機船底びき網漁船のネットローラー事故が、この6
年間で5件発生
H30
・漁業操業安全推進事業が施行
・当年で3件の導入
R1 ４件の導入
R2 23件の導入

人 物人 物

環境 管理

対策
分野
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＜合羽一体式の救命胴衣開発＞
◼ そこで、兵庫県漁連では、海中転落での死亡事故防止のため「命を守る運動」を
実施し、各漁協での海上安全講習会（落水時サバイバル訓練や着用訓練）の
開催等に取り組む。その一環としてライフジャケット着用率向上の取組を開始。

◼ 新たにライフジャケットを着用させることに抵抗感があることをふまえ、普段身に着けて
いるものに浮力を与えるという考えのもと、県漁連資材部と救命道具メーカー
（㈱日本救命器具）、合羽メーカー（ ㈱愛和産業、㈱久保製作所）が連携し、
「浮力合羽」を制作・販売。販売促進として購入助成も実施した。

◼ 桜マークの取得も目指したものの、合羽生地の強度等の面でライフジャケットとしての
規格を満たすことが難しく、開発は一時期とん挫。

＜桜マークの取得＞
◼ H29.2のライフジャケット着用義務拡大に対応するため、H28年より再度桜マーク
取得を目指した開発に着手。県漁連指導部が担当となり国土交通省や全漁連、
水工研とも協議し解決策を探り、合羽部分を固形式ライフジャケットのカバーと
位置付ける発想の転換により、規格を満たすことに成功。平成29年に桜マ－クを
取得した合羽 「救命合羽」が完成。

兵庫県漁業協同組合連合会
県漁連、ライフジャケットメーカー、行政の連携による製品開発と着用率改善

背景

取組
内容

成果

◼ 認証取得の手間等が大きく、今後のバリエーションの開発、改善等の対応が困難。
救命器具メーカーによる改良やバリエーションの拡大が望まれる。

今後の
展開

取組の概要

◼ 浮力合羽約3000着、救命合羽約600着の販売実績があり、これにより、少なくと
も３名の命が助かった。

◼ サバイバル訓練を含めた安全講習会をH21からH31まで、計80回開催し、ライフジャ
ケット着用率も向上したと考えられる。

◼ 兵庫県漁連管内では、毎年水中転落や衝突による死亡事故が発生。作業性に
支障が出るといった漁業者の声をふまえ、着用推進に取り組む必要があった。

研修の様子と開発製品

H22 「命を守る運動」の開始
H24 「浮力合羽」を開発
H28 「救命合羽」の開発(開発期間: H28-H29)

ライフジャケット着用義務拡大（H29.2）
H30 桜マークを取得した「救命合羽」の販売開始

▲型式承認を得た救命合羽 ▲サバイバル訓練の様子

漁業

2

✓ メーカー・行政と連携した
製品開発

✓ サバイバル訓練による着用
推進

取組のキーワード

取組年表

物人 物人

環境 管理

対策
分野
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株式会社ライトハウス
漁業効率化と安全対策を両立するIoT情報共有システム

背景

取組
内容

成果

◼ 利用電波を拡大し、サービス展開領域を拡大するとともに、各種関係機関と連携し
トレーサビリティや資源管理、漁獲報告等の機能を拡充していく。

今後の
展開

取組の概要

◼ これまでのISANAの導入実績は、西日本を中心に250事例超700隻程度
（10～200トンの小規模から大規模漁船まで）。漁業者ヒアリングにおいても、
「漁労効率化とあわせて、コストパフォーマンスよく活用が可能であり、安全な環境づく
りにも寄与している」との評価が寄せられている。

◼ まき網漁や船びき網漁といった船団で実施する漁法では、「他船と連携した行動や相
互の位置把握が難しい」、「操業中に思うように船団に指示出しができない」といった
課題があり、事故発生時にも状況を的確に伝えにくい作業環境となっていた。

ISANAの機器

▲ソナー、魚群探知機

▲船上のカメラ

H29 株式会社ライトハウスが設立
R1 情報共有システム「ISANA」を開発

漁業

3

✓ 漁労効率化と併せた安全
対策

✓ 高いコストパフォーマンス

取組のキーワード

＜ISANAの開発と機能＞
◼ 上記課題をふまえ、ライトハウスは2019年にIoTを活用した情報共有システム
「ISANA」を開発（ISANA: 携帯電話の電波を活用し、船団内でソナーや魚群
探知機の画像共有や、他船の位置把握機能などの機能を保有）。

◼ 上記の基本的機能に加え、船舶にカメラを設置し、漁労の様子をリアルタイムに
共有できる機能も開発。本カメラは、夜間でも映像を確認できるように暗視に対応
する他、船上の作業場所を俯瞰できるように設定。

＜漁業者からの声＞
◼ 漁業者ヒアリングから、以下などの局面で安全性の向上に寄与していることが判明して
いる。
• 危険場所（ライフジャケット未着用時の声がけ、魚がこぼれ滑りやすくなっている
箇所指摘、ローラー付近の危険個所やロープに足をかけそうな場所に作業者が
いる場合など）の注意喚起。

• 非熟練者への操業の監督及び指示出しが他船から可能であり、安全性にも配
慮しながら、早期に人を育てることに寄与。

• 仮に落水が発生した場合にも、発生場所をすぐに他船に共有することが可能。

取組年表

人 物人 物

環境 管理

対策
分野
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八雲町漁業協同組合
27MHz無線を活用した漁船一括管理システムの導入と運用

漁業

4
人 物人 物

環境 管理

対策
分野

✓ 水産庁補助事業の活用
✓ 維持費不要で漁協職員が
運用できるシステム

取組のキーワード

H23 転覆事故が発生し3名が行方不明となった
H24 産地水産業強化支援事業により、古野電気㈱
に製造依頼し、導入

◀海岸局システム
の設置状況

船舶の入出港の
状況一覧▶

取組年表

安全情報伝達システム

背景

取組
内容

成果

◼ 引き続きシステムを活用し、安全な運行管理業務を実施する。
今後の
展開

取組の概要

◼ 本システム導入後に、漁労・船舶事故は発生していない。
◼ ただ、帰港が遅い漁船を心配する家族へ船舶状況を伝える等、事故時以外におい
ても有効に活用されている。

◼ 平成23年3月に、エビかご漁中の漁船が転覆し3名が亡くなった。事故当時、転覆
場所の有力な手がかりがなく、八雲町漁協関係者、海保等、暗闇の中手探りで捜
索するよりほかなく、結局3名を見つけることができず、漁協も大変なショックを受けた。

＜水産庁補助事業によるシステムの導入＞
◼ こうした事故を二度と起こしてはならないと、同漁協は平成24年産地水産業強化支
援事業を活用し、古野電気株式会社に漁船の状態や位置情報を一括管理できる
システム（安全情報伝達システム）を製造依頼し、導入した。

＜システム＞
◼ 本システムは以下の機能を有する。

• 入出港管理…ポーリング機能により、漁船の出港、帰港及び直近1時間前の全
漁船の緯度経度を把握できる。

• 陸船間双方向緊急通報システム
➢ 船舶事故等のトラブル時にボタン1つで陸上局（漁協）に緊急通報ができる。
➢ 陸上局（漁協）から船舶に対して、津波情報等の緊急事態を文字情報で
知らせることができる。
➡上記両機能を活用し、トラブル発生時に周辺船舶への救助連絡を迅速に
行うことができる。

＜運用・管理＞
◼ 費用は導入コストのみで、本システムの利用料は掛からない*1。
◼ 日中は業務中の漁協職員が、夜間は当直の漁協職員が管理し、船舶の安全状況
を見守っている。

*1 無線局定期検査費用と電波利用料は発生する



© 2021  QUNIE CORPORATION. All rights reserved. 24

＜安全衛生マネジメントの実践＞
◼ 「労働安全衛生に関するグループポリシー」のもと、労働安全衛生マネジメントシステ
ムを導入することとし、グループ内すべての生産拠点に対し、2022年度中の
ISO45001の取得を義務付け。

＜巻き込まれ、転倒対策など個別災害対策＞
◼ 2015年以降、巻き込まれ対策を重点的に対処。３か年で、グループ内の国内外
すべての機械の巻き込まれ危険箇所の洗い出しを行い、安全カバーやセンサー等の
ハード対策に取り組むことでリスクを低減。

◼ 転倒対策には継続的に取り組んでおり、設備面、作業面、身体面からのアプローチ
を展開。またOWAS法を用いた作業負荷の計測と軽労化による腰痛対策にも取り
組んでいる。

＜教育資材等の開発＞
◼ 安全意識の醸成、経験の蓄積等を目的に、デモ機を使った安全体感教育や、VR、
アニメーションなど活用したグループ内教育ツール開発を実施。

◼ 転倒予防セミナーを開催し、各事業所の転倒予防の実践リーダーを育成。リーダーに
よる活動推進と、マネジメント層に、転倒予防の取組を促すセミナーを開催。

背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ デジタル技術等も活用した教育・啓発ツールの一層の拡充や、間接定常作業に
焦点をあてた災害防止に取り組む。

取組の概要

◼ 国内では、機械巻き込まれによる死亡・休業災害は、2018年以降０件を継続。
転倒災害は横ばい傾向であるものの、教育訓練等を通じ、作業員の安全意識は
向上。

◼ 2014年に機械の巻き込まれ事故が多発したことを契機に、 2015年以降、機械の
巻き込まれ災害防止（主にハード対策）の取組を強化。

H27-29 巻き込まれ事故を重点的に対策
転倒防止対策の継続的実践

H29- 転倒予防セミナーを管理者を対象に開催
H30- 教育・啓発の充実や、腰痛対策にも取り組む
R2- 間接定常作業*1に焦点をあてた取組

*1 間接定常作業: 間接的に生産を支える荷役・運搬、設備洗浄
、清掃、通常メンテナンスなどの作業

重大事故＊2発生状況

味の素グループ
「労働安全衛生に関するグループポリシー」に基づく体系的な災害対策の実践

取組のキーワード

出典: 味の素グループ サステナビリティデータブック2020
*2 重大事故: 死亡、入院を伴う休業4日以上、後遺障害の伴う事故

0
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6

2014 2019 2014 2019

巻き込まれ 転倒

(単位: 人）

◀巻き込まれによる
重大災害の減少
※国内外合計、
国内はゼロ

食品

1

取組年表

✓ 安全衛生マネジメント
✓ 巻き込まれ、転倒対策
✓ 教育資材等の開発

人 物物人

環境 管理

対策
分野
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背景

取組
内容

取組の概要

◼ 味の素グループ全体の取組に基づき、機械の巻き込まれ防止や転倒対策に
注力。

環境面からの転倒防止

味の素グループ 各事業所
機械へのカバー設置や、環境面・設備面・身体面からの転倒対策

▲安全カバー設置 ▲カバーにリミットスイッチを
設置

▲段差解消

◀４Sによる通路
確保

シューズクリーナー▶

食品

2

＜機械の巻き込まれ対策＞
◼ 回転部に手指が入ることがないようカバーを設置したり、カバーを頻繁に開ける必要が
ある機械については、稼働中に開けることができないよう安全リミットスイッチを設置する
などのハード対策を実施。

◼ 更新時期にない機械にも後付けでカバー設置を行うなど、すべての機器を対象に
実施。

＜転倒対策＞
◼ 転倒対策には、設備面、作業面、身体面について、以下のような取組を実施。
①設備面..段差解消、設備からの漏洩防止、搬送用ロボットの導入等
②作業面..間接定常作業（運搬作業や洗浄作業など）の改善、設備洗浄作業の

エリアの限定、４Sによる備品の定位置管理等
③身体面..身体能力のセルフチェックや転倒予防体操などのプログラムを中災防と

共同開発、展開

＜身体能力セルフチェック＞
◼ 転倒対策のうち身体面の取組として、セルフチェックを実施。自身の身体能力につい
て、事前にアンケート回答により自身の認知を計測し、一方で実際の測定した身体
能力を比較することでギャップを認識。

◼ 中災防と共同して開発した転倒防止体操の展開とあわせて、身体能力の改善にも
取り組んでいる。

取組のキーワード

✓ 巻き込まれ対策
✓ 転倒対策
✓ 身体能力セルフチェック

巻き込まれ防止

物人 物人

環境 管理

対策
分野
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＜グループ安全会議での意思統一とレベルアップ＞
◼ 毎年６月に開催し、前年度災害分析や活動目標の設定、また連続無災害記録
証の授与による表彰を実施している。

＜安全監査によるリスクの撲滅、安全塾による人材育成>
◼ 国内74事業所、海外10事業所に、毎年グループ安全担当者の訪問による安全
監査を実施し、法違反の有無と現場査察による簡易リスクアセスメントを実施。

◼ 機械の巻き込まれ対策のほか、床の転倒危険がないかについてもチェックリストを設け
、安全監査を通じて順守を徹底。

◼ 安全関係者・管理者向け「安全塾」を各地区にて年4回（約100人/年参加）
程度開催し、全74事業所から参加。リスクアセスメント実践者を育成している。

＜転倒対策＞
◼ 従来の転倒災害は、原料処理工程での床の水濡れや、落下物による転倒、充填・
包装工程での配線床はい・段差での転倒が多くを占めた。

◼ このため、転倒災害に関し件数による目標値を定め、床濡れ箇所での高耐滑靴の
着用や、滑りにくい床への変更、配線の天井ルートへの変更、段差の平坦化等などへ
の取組を実施し、床の不安全状態の縮小に取り組んだ。

◼ このほか、筋力アップ体操を毎日実施。

背景

取組
内容

成果

今後の
展開

◼ 高齢化や派遣労働者等の増加に伴い、足元不注意や走る、指定外通路の歩行
などの不安全行動の防止をより一層徹底するため、階層別の安全教育の実施。
また高年齢者の体力測定などの取組実施を検討。

取組の概要

◼ 転倒災害については、2017年16件➡2020年9件まで減少。そのうち、床等の
環境の不安全状態による転倒は15件から6件に減少した。

◼ キユーピーグループ全体で、転倒災害が全体の約7割と多くを占め、転倒災害が減ら
ない状況にあったことから、転倒災害に重点的に取組を展開。

H14 安全監査の開始
H22 安全塾の実施
H22- 機械災害への重点的な取組を開始
H29- 転倒災害への重点的な取組を開始

安全管理活動図

キユーピーグループ
グループを通じた安全管理活動と転倒災害撲滅の取組

生産本部基盤
向上推進部

人材育成 遵法活動 災害予防活動

グループ
安全担当

安全塾の開催
安全監査の
実施

事例配信
安全会議の
開催、表彰

食品

3

取組のキーワード

✓ 安全会議での意思統一
✓ 安全監査と安全塾の実践
✓ 転倒対策

取組年表

物物人人

環境 管理

対策
分野
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＜経営者のコミットメントによる迅速な現場改善＞
◼ 経営者が「基本動作の徹底+トラブル未然防止」の考えで取り組んでおり、安全衛
生に関する改善案（ヒヤリ・ハット提言書など）についても、優先順位を付けることに
より、迅速かつ確実な実施を経営者が指示。社員からも積極的に提案が出て、意見
を言いやすい職場風土を形成している。

◼ 安全委員や役員によるパトロールに加え、ベテラン職員を安全指導員に任命し、月
１回工場内パトロールを実施。よりきめ細かな観点からの指導・改善を実施。

◼ トラブル未然防止委員会を設置し、主に委託業務内容を担当部署が正確に理解し
たうえで、適切な指導・教育、又業務の見直しを検討。

＜未熟練者のスキル認定＞
◼ 各工程・作業ごとに必要な技量を整理し、従業員のスキルマップを作成するとともに、
スキル認定するまでは1人で作業をさせないよう運用。スキルマップに応じて年間の教
育計画を作成・実践している。

◼ OJTに加え、OFF-JTの安全教育機会を入社時、入社1～2年目まで毎年実施す
るなど、手厚い安全教育機会の確保。

＜配管等からの糖液漏れへの対応フロー整備＞
◼ 糖液漏れ対策として、配管のこまめなパトロール等による保守点検を実施するとともに
、糖液漏れ発生時の対応フローを整理・掲示し、従業員に周知。発見後の迅速な
対応を行うことで、転倒事故防止につなげている。

取組
内容

伊藤忠製糖株式会社
経営者の「基本動作の徹底+トラブル未然防止」で迅速な現場改善、未熟練者対策実施

背景

成果

今後の
展開

◼ 過去の労災事例の閲覧が可能となる取組や重量物運搬作業の見直しなど、安全
管理体制のさらなるレベルアップの実施を検討。

取組の概要

◼ 労働災害は、1日以上休業災害ベースで過去10年に４件と低位に推移。特に
非熟練労働者については、過去10年で休業災害ゼロとなっている。

◼ 不休業災害も含めた安全管理を実施するなか、さらなる災害減少に向け、日常的
安全管理活動をベースとした取組のレベルアップに着手。

H14 スキル認定の取組を開始
H21 安全指導員を設置、パトロールの強化に着手
H25  労災ゼロ活動として、ヒヤリ・ハット報告（社員、

常駐協力会社社員全員が提案可能）と朝礼
での呼びかけを強化

H27 トラブル未然防止委員会設置。

出荷作業 点検作業 XX工程

作業者A 〇 〇 〇

作業者B 〇 △ ー

作業者C △ ー ー

発生時
漏れた液の量、周辺への飛散状況等の確認

すぐに洗浄できる場合
回収、洗浄を行う

すぐに洗浄できない場合
飛散した場所の通行禁止対策 等

後日、洗浄後、通行禁止の解除

▼糖液漏れ時の対応フロー

▼スキルマップイメージ

食品

4

取組のキーワード

✓ 迅速な現場改善
✓ 未熟練者のスキル認定
✓ 糖液漏れへの対応フロー

取組年表

糖液漏れ時の対応フロー・スキルマップ

物物人人

環境 管理

対策
分野


