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＜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。
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成果
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◼ 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
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✓ 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
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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
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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
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今後の
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◼ 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
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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
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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
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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
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