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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
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✓ 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
作業場・事業所・本社一丸となった安全管理体制の強化

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
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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
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<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
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✓ 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


