
 令和４年８月 15 日 
 
 管内のみなさまへ 
 

                  小諸労働基準監督署長            

 
「安全管理者等に関する研修会」にかかる「安全管理者の活動状況等」 
調査票とりまとめ結果について（公表） 

 
労働基準行政の推進につきましては、日頃から格別の御配慮をいただき厚く

御礼申し上げます。 
 さて、安全管理者による労働者の安全管理が不足していることが要因と思わ

れる死亡災害の発生等を踏まえて、「全国安全週間」の初日であり、また、「国民

安全の日」であった令和４年７月１日に佐久平交流センターにおいて実施させ

ていただきました「安全管理者等に関する研修会」にご参加いただきましたみな

さまにおかれましては、業務ご多忙のところ、誠にありがとうございました。み

なさまのご協力により、各事業場における安全管理状況の意見交換についても、

効果的に行うことが出来たものと考えています。 
既に、本研修会において使用した資料については当署ホームページに掲載し

ておりますが、本研修会後に回収させていただいたアンケート結果から、「自分

の班（４～５名）以外の各社の状況についても詳細を知りたい。」といったお声

を多数いただいたことから、各社に提出いただいた「安全管理者の活動状況等」

の取りまとめを行い、別添のとおり公表させて頂きます。 
 本資料により把握した他社の好事例を自社に取り入れる等して頂き、小諸・佐

久地域から「労災による死亡者を、悲しみをゼロに」するべく、継続して取り組

んでいただけたら幸いです。 
 
 
 
 
 
 
 
                     

（本研修会における意見交換中の状況） 



「安全管理者の活動状況等」調査票とりまとめ結果の要旨等 
 

小諸労働基準監督署 
 
１ 「自社独自の取組み」について 

 各事業場とも、「全国安全週間中に社内や個人単位で安全標語を設定し、

安全意識の醸成に取り組む」及び「社内アプリによるヒヤリハット情報収集」

等の工夫した取り組みが見られる。 
 

２ 「安全管理上の課題」について 
 安全管理のマンネリ化が認められ、従業員に安全意識をどこまで落とし込

めるかについて、多くの事業場で課題意識を持っている。 
 また、高年齢労働者、外国人労働者及び派遣労働者等に対して、どのよう

に安全管理を行っていくかについて模索している様子もうかがえる。 
 

３ 「災害発生時の再発防止策」について 
 「なぜなぜ分析の実施」及び「対策は本質安全・工学的対策・管理的対策・

保護具の使用の順で検討し、管理的対策のみで終了しないように努めている」

等の好事例が認められる。 
 

４ 「職場内巡視」について 
 「毎月１回開催の安全衛生委員会の会議前後に委員会メンバーで実施す

る」、「安全管理者が毎月１回実施する」及び「衛生管理者が毎週１回実施す

る」（法定事項）といったもののほか、「あえて新入社員ないし高年齢労働者

を職場内巡視のメンバーに加え、それぞれの視点からの意見をもらう」（研

修会の場において発言のあったもの）等の工夫をしている取り組みが見られ

る。 
 

５ 「安全教育」について 
 各事業場とも、「視聴覚教材を活用している」及び「確認テストで合格す

るまで、一人作業を行わせない」等の工夫した取り組みが見られる。 
 

６ 「安全委員会（安全衛生委員会）」について 
 ほぼ全ての事業場において、「毎月１回」（法定事項）会議を開催しており、

「職場巡視結果」、「労働者からの意見」及び「長時間労働者の確認・対策」

等の適切な事項について議論している様子が確認された。 



「安全管理者の活動状況等」　調査票　とりまとめ結果
令和４年７月　　

安全委員会(安全衛生委員会)
自社独自の取組み 安全管理上の課題 災害発生時の再発防止策 職場内巡視 安全教育 頻度 構成人員 審議項目

－ 安全に対する労働者の意識が低い

現場管理者、安全管理者、衛生管理
者で発生状況、原因を分析し、ハード
面の対策、該当部署への注意喚起を
行う

衛生管理者、安全管理者、安全衛生
委員が月１回実施。作業者への聞取
り確認、危険個所点検等

雇入れ時、安全管理者よ
り過去の災害、ヒヤリハッ
トを含めた安全教育実施

１回/月 8名

職場巡視/ヒヤリン
グ結果、リスクアセ
スメント、産業医意
見、労働者からの
意見・要望等

決められたルールを守らない －

ＩＳＯ改善活動において、各部署の目標管理項目
での改善提案目標にヒヤリハットからの改善提案
を取入れ、提案部署においてリスクアセスメント表
を作成し、安全衛生委員会で改善状況を検証

作業環境改善、工場設備の安全対策に伴う費用
は予算的に限界があり、従業員の危険回避意識
の向上に頼らざるを得ないが、従業員すべてに展
開させることが難しい

発生部署の管理者が原因を設備・人・
管理体制に分けて分析し、作業手順
の見直し、持続性の検討、防止策の
水平展開を実施。安全衛生委員会で
統計情報、傾向を発信し注意喚起

安全衛生委員会出席者が、委員会実
施時（原則毎月）、工場内外の危険箇
所、機械設備、作業状況を目視確認。
各委員の意見を取りまとめている。

管理職による安全講習、
工場全体の全職員対象の
教育を年２回実施し、現場
ごとの教育は不定期開
催。教育訓練記録により理
解度判定

原則毎月 11名
安全衛生計画進捗
状況、産業医意見
等

ＫＹＴ、安全パトロール（リスクアセスメント機能を
付けた資料を活用して実施)

ハード面は整ってきているが、ソフト面での教育、
意識、周知等の部分がうまくできていない

災害箇所のリスクアセスメント
３名程度で実施。点検箇所は年間スケ
ジュールに織込み

雇入れ時実施。ＫＹＴは月
に１回（配送）、月１～２回
（製造）

１回/月 11名
パトロール結果、各
自報告

マンネリ化、具体的実施内容の進め方 遵守チェック検証 安全衛生委員会開催日の事前パト １回/２ケ月 11名 －

ヒヤリハットＢＯＸの設置

勤務経験が長く、作業に慣れと経験があることか
ら、保護具着用指示を守らないことがあり（作業
効率低下、過去に問題発生なし等）、安全面を優
先させる必要があることを理解してもらうのが難し
い

安全管理者が月１回程度、社屋内全
体を巡視

雇入れ時、座学にて総務
が全体教育を実施後、部
署別に部署長がＯＪＴでの
教育実施。その後、必要
応じて都度、教育。教育訓
練表を作成し、理解度確
認

１回/月 9名
法的審議事項、パト
ロール結果・改善審
議等

安全衛生委員の社内パトロール（年４回）

設備への安全装置設置（ハード対策）や指導教育
においては危険回避のための内容を指導し、さら
には危険対処に対しては力量評価制度により、
一人作業可能と判定されるまで、マンツーマンで
の教育を実施

ルール周知のために朝昼礼にて呼びかけを実施
しているが、時間経過により意識・行動が低下し、
効果があがらない。周知徹底の手段、方法をどう
するかが課題

品質管理部門が、社内規定、緊急時
対応標準にて分析、対策を実施。統計
活用は特になし

課長職以上が月１回、巡回チェック
シートを利用して、各製造工程を巡視

雇入れ時、配属先にて、指
導者が現場で指導・教育。
指導者が理解度を確認。
その他月１回

１回/月 10名

巡視結果、ヒヤリ
ハット対応、美化運
動、その他提案に
ついて

２つの製造部門の委員が別々に全社をパトロー
ル（月に各２回、計４回。他部署メンバによる視点
を変えた確認でのリスク検出の向上）

指差呼称の定着
本人、担当班長・課長等管理者で原因
洗出し、分析実施後、対策策定

安全衛生管理者、委員が交替で、部
ごとに月２回づつ、自社制定のチェック
表に基づき、クレーンリフト、機械設備
等のハード、保護具、２Ｓ等のソフト面
を確認

雇入れ時、安全標準、事
故事例等の教育と入社６
ケ月後等、時期を変えて
定期的に実施。新人教育
シートで理解度確認

１回/月 23名

パトロール指摘事
項・改善状況、活動
計画進捗状況、他
社災害事例横にら
み等

安全衛生委員会に職場代表者をオブザーバーと
して参加させ、全社の意識高揚を図っている。ま
た産業医をオブザーバーとして安全活動のチェッ
クと社外者によるパトロールを行っている。

安全対策としての設備投資

緊急安全衛生委員会を招集し、原因
分析、再発防止策等を検討し、指示
し、確認を行う。発生事案一覧表を活
用し、雇入れ時研修なとで活用

安全衛生委員により、年２回程度職場
をパトロール。産業医による職場指導
は年１回程度

雇入れ時、社員・派遣・
パートを問わず対象者に
労災事例をもって研修。外
部の安全研修・講習を順
番に受講

１回/月 10名
労災検証、他社事
例研修、社内問題
点共有、職場要望

安全衛生委員会の議事録は"安全ニュース"とし
て掲示し、全体朝礼（月１回）での確認研修に活
毎月の安全標語を設定（事務局作成)

－
高齢化に伴い体力低下、疾病懸念も増加し、健
康維持してもらいたいが難しい

安全管理者、職場管理者、当事者で
原因対策を検討し、安全衛生委員会
においても再発防止策を検討

安全衛生委員が毎月、工場および倉
庫を点検

新卒採用時の新入社員集
合研修、フォローアップ研
修（６月）を専門講師により
実施。作業指導時に都度
安全に関する注意点説明

１回/月 7名
季節、行事に合わ
せて災害防止の審
議、再発防止策等

職場ごとの朝礼で、安全衛生標語、安全運転五
訓の唱和

労働安全衛生マネジメントシステム導入について

発生時報告、ヒヤリハット報告書により
状況確認、原因分析、対策実施。安全
衛生委員等の他部署や第三者による
確認、内容については社内展開し、再
発防止の注意喚起

安全管理者、安全衛生委員が毎月１
回、各職場を巡視し、６Ｓ運動状況を
確認

新規採用時、中途・派遣社
員受入時に安全衛生教育
実施

１回/月 15名
職場巡視報告、そ
の他

安全衛生準備月間中に標語募集、パンフレット作
成・配布
外部講師による講演会またはビデオ上映の開催
ヒヤリハット（作業、交通事故）報告の社内展開
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安全委員会(安全衛生委員会)
自社独自の取組み 安全管理上の課題 災害発生時の再発防止策 職場内巡視 安全教育 頻度 構成人員 審議項目

－ 再教育等のマンネリ化
各職場の係長と安全衛生推進者がな
ぜなぜ分析実施

安全衛生委員と係長が年２回、各職
場を巡視

雇入れ時、マニュアルによ
る教育、労災事例紹介実
施。不定期に全員集会を
年３回開催し、教育。理解
度確認はなし。

６回/年 20名
労災発生状況と対
策

スタッフ不足による防止活動の停滞化
ヒューマンエラーの低減
従業員一人一人の安全衛生に対する認識レベル
向上

安全衛生委員が、工場内ヒアリング
し、現場の状況確認を行う

安全衛生委員が月１回、床、機械、外
周を点検

雇入れ時に面談で実施 １回/月 7名
労災、安全、食品衛
生につついて

安全委員会を防災、設備、健康・衛生の３部門に
分けて、細部まで確認ができるようにしている

どこまで小さなヒヤリハットを報告させるか

委員会メンバー、安全管理者が現場
確認、再現実験を実施し、全拠点ほ報
告書を展開し、教育記録を回収。外部
情報を回覧・活用。

各工場持回りで、３名が月１回、３Ｓ状
況、作業状況、電気設備、消火設備等
を点検。改善事項は回覧

雇入れ時と月１回、全従業
員対象で社内作成資料、
ＤＶＤ動画視聴不定期で、
総務と配属部署がマニュ
アルを使用し実施。チェッ
クシートにより理解度確認

１回/週 38名
事故・災害発生報
告、改善提案

事故、災害が発生した場合、海外を含め情報を
展開し（報告書の現地語化含む）、再発防止の教
育を実施し、その結果を発生元にフィードバック。

防止対策の周知の仕方

交通安全週間中の交通安全啓蒙活動 交通、労働災害の撲滅

安全衛生委員、当事者、所属長で現
場検証、リスクアセスメントによる再発
防止対策実施。社内ポータルサイトへ
の掲示、職場朝礼等での周知、該当
部門（事業所、営業所）への周知

安全衛生委員、産業医が月１回（基
本）、場内、構内外周り、危険物倉庫、
駐車場などを、パトロールチェック表に
より巡視

雇入れ時、総務課により安
全・衛生教育実施。各種資
格講習、フォークリフト安
全教育、交通安全講習
会、衛生講話など開催

１回/月 18名

交通・労災事故状
況、前月/当月の計
画・実績、超過勤務
状況

地域の道路清掃 建屋、設備の維持管理

－ 管理のマンネリ化、ノウハウ不足 職場関係者、安全衛生委員会で実施

安全管理者が週１回程度、巡視。安全
衛生委員は隔月に社内で定めた資料
類を活用し、重点項目についてパト
ロール

雇入れ時、各部門担当者
が、社内生活ルール、作
業の基本ルールについて
教育

１回/月（２
社合同）

15名

パトロール結果、健
診・ストレスチェック
結果、新規化学物
質・設備の導入等

気づきレベルアップ活動（安全人間育成教育）
世の中の環境変化に伴う管理変化（暑熱環境、
感染症リスク）

所定様式により、状況、原因分析、対
策を実施

役員、工場長他管理職が毎日巡視
雇入れ時、朝礼、安全衛
生委員会で実施

１回/月 28名 安全に関する事項

各人の”安全宣言”を工場入口に掲示

設備の本質安全化を親会社と共同推進 定期健診の有所見率が高止まりしている
労働災害報告書を作成し、発生原因
の深堀りし、対策決定し実施。

安全衛生委員が２班に分かれて、工
場内外全般をパトロール

基本教育計画に基づき。
受入教育、技能向上教
育、ＯＦＦＪＴ、ＯＪＴ等。小テ
スト等を理解度確認

１回/月 14名 安全衛生全般

安全パトロールのマンネリ化

安全衛生週間中、日々の活動内容設定と実行
（朝礼、パトロール、家庭安全、５Ｓ、保護具点
検、職場安全点検、交通安全、フォローパトロー
ル）

定時間内に安全委員が集まるのが難しい 安全衛生委員会で対策打合せ実施
産業医による安全パトロールと安全週
間中のパトロール実施

有資格者講習、グループ
ワーク

１回/月 － －

作業経験者不足

安衛組織の確立（中央安衛委員会、各事業所別
安衛委員会(各部会組織、行動計画策定、各部会
活動、月１回の報告）、各事業所別安全管理者会
議、無災害日数報告）

自動機の作動中挟まれ。ルールである”停止後
の処置”が徹底できず被災。作業負荷等により安
全カバー設置不可。

フォームに従い、発生状況確認、原因
究明、対策実施。中央安衛組織が、労
災対策委員会を発動し、原因、対策等
を確認し、妥当性を確認

各事業所パトロールを、点検表を利用
して年３から５回、工程、事務所、倉庫
で実施。全社安全パトロールとして、
年１回、全工場の工程、事務所を実施
要項に基づき実施、結果を記録

雇入れ時、総務と配属先
でそれぞれ、安衛教育を
実施。ヒアリング、問い掛
けにより理解度確認

１回／月
（全社委員
会）

17名
安衛に関する各事
業所状況

全国安全週間（準備月間、安全週間の伝達（各事
業所別に安全朝礼実施）、安全バッチ着用徹底、
安全標語提出と表彰、全社安全パトロール実施）

腰痛対策（無理な姿勢、重量物の軽視）
１回／月
（事業所委
員会）

20名
全社委員会内容、
各部会からの報告

ヒヤリハット吸い上げ

職場パトロールとして定期的に委員会メンバーが
工場に赴き、危険個所有無調査、以前発生した
労災事故の再発防止対策の継続状況を確認

安全管理のマンネリ化

発生部署にて再発防止対策報告書を
作成し、安全衛生委員会に提出し、委
員会で妥当性確認を行い、他部署に
横展開

安全管理者または衛生管理者が工場
内を巡視

雇入り時、テキストを使用
した安全教育を実施。併せ
て、過去の労災事例の紹
介実施

１回/月 23名

残業時間確認、労
災事故対策の妥当
性確認、その他安
衛全般事項

全社安全衛生パトロール（年２回）
部署によっては業務繁忙により、パトロールでの
指摘事項改善に時間がかかったり、対応できな
い。

各事業部で分析、改善措置を立案、実
施

安全管理者、管理部門により週１回、
各職場巡視

新入社員は新入社員安全
衛生教育（労働基準協会
主催）受講。中途社員は雇
入れ時に上長から教育。

１回/月 －
法規制変更点、各
部署状況、問題点
等

交通安全立哨活動（９回/年）実施。横断歩道３か
所に６名、会社前に２名が朝２０分間、小中学生
に横断指導

新入社員、外国人、高齢者への安全管理
被災者、所属長、事務局でなぜなぜ解
析実施

工場長、部長、次長、係長、事務局が
月１回、工場内外すべて

ＫＹＴ実施。理解度テスト実
施

１回/月 25名
労働時間、コロナ状
況等

安全標語募集（年１回）
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安全委員会(安全衛生委員会)
自社独自の取組み 安全管理上の課題 災害発生時の再発防止策 職場内巡視 安全教育 頻度 構成人員 審議項目

グループ会社間での情報共有（災害発生時の対
策等含む）

高齢化が進み、労災発生時の重傷化リスト増大、
技術等の伝承が失われることによる労災発生リ
スクの増大

発生職場長が当事者からの聴取、現
場確認等を行い、原因特定・推定。改
善対策を決定し、経営層に報告書提
出。安全衛生５Ｓ委員会にて討議し、
さらなる改善を図る。

安全衛生５Ｓ委員会メンバーが年２
回、工場建屋の全域をチェックシートを
利用して巡視

雇入れ時、対象全員に職
長が資料等を利用して現
場にて教育。その他年１回
の教育実施。理解度は口
頭の質疑で確認

１回/月 12名

作業環境、検診結
果、労災、メンタル
ヘルス、交通安全、
５Ｓ等

化学物質のリスクアセスメント体制の構築遅れ

ＫＹＴ、ＴＢＭ、安全カレンダー、安全のたすきリ
レー

作業における災害防止対策は遵守されている
が、日常での行動、軽作業での災害防止に苦慮
している

発生部署により検討会を実施後、再発
防止対策を立案し、３ケ月以内にフォ
ロー実施

衛生管理者による巡視は週１回、安全
衛生委員による巡視は２ケ月に１回実
施。リスクアセスメント表を使用し、事
業場構内を巡視

各課で月１回実施 １回/月 －
労働時間、職場の
不安全、労災

小集団活動（全社定例会、活動結果のポスター
掲示、新聞発行（毎月））

工場内に複数の事業体があり、安全管理上の組
織体と業務の組織体が異なっていることで、統一
性を図ることが難しい

リスク抽出、リスク影響度評価と対策、
リスク抽出評価表、作業標準への展
開、現場対策実施。内容は発生部門
と他部門に横展開。

安全衛生委員会メンバーが月１回、工
場内各工程を巡回（毎回異なる場所。
半年で一巡）。指摘事項を資料にまと
め、２週間以内に是正実施

雇入れ時に人事、安全衛
生部門により、資料を使用
し教育・講習実施。レポー
ト提出により理解度確認

１回/月 8名

労災事故情報、パト
ロール結果、新設
備等の安全診断、
法改正情報等

設備アセスメント（新規導入時、改善時、移動
時）、設備導入診断

多種化学物質に関する知見を工場従業員全体が
把握しきれない

ヒヤリハット情報、他工場の災害情報
を活用

安全伝承講習
低圧電気取扱特別教育を社内で実施

各職場からＫＹ、リスクアセスメントの抽出 ルール遵守の徹底
発生部署の上長が、真の災害原因の
調査、設備更新、手順書作成、看板の
設置等実施。統計の活用は特になし

全員が月１回、チェックシートを利用し
て場内を巡視

雇入れ時、新規作業配置
時にＯＪＴ、ＯＦＦＪＴで不定
期に実施。理解度は随時
確認

１回/月 18名
危険個所・改善場
所の評価

各事業場に無災害記録の掲示 安全管理の知識や教育の不足
リスクアセスメントなどの改善実施者は確認をとり
ながら提案者が実施する

安全委員会の５Ｓ活動とともに、工場独自の５Ｓ
活動実施

直近３年で労働災害が６件発生しており、内３件
は勤続10年以上の社員。作業のマンネリ化、安
全に対する意識の低下に起因する傾向があり、
一定の経験年数の社員に対する安全教育を実施
していくかが課題

人的要因の場合、該当部門長、安全
衛生委員会にて作業手順、安全確認
などの見直し、周知実施。機械的要因
の場合、設計部門による安全対策、安
全装置の付加。技術文書部門（取説
作成）によるデータ分析・統計化し、安
全衛生委員会にフィードバック

安全衛生委員、総務担当者が月１回、
工場・事務所を巡視。安全衛生委員
で、小規模パトロールを年８回、大規
模（工場全体）パトロールを年２回巡
視。危険個所の指摘項目を安全衛生
委員会で審議・対策を講じ、委員会の
議事録や業務連絡を通じ、周知

新入社員に対する外部機
関による教育実施、新規
配属・異動者に対しては各
部門に沿った安全教育を
実施

１回/月 22名
危険個所の指摘・
改善、５Ｓ評価

各職場からヒヤリハットを収集し、委員会で改善

職場の環境管理（作業内容） － 当該機械にセンサー取付け なし
５Ｓの取組み、危険予知訓
練

１回/月 8名
安全・衛生に関する
事項

危険個所があれば、都度、職長へ説明実施

ＫＹＴ実施（毎月）とヒヤリハット報告活動
やらされ５Ｓ（指摘されたから、指摘されたら直せ
ばよい）の繰り返しになっていないか

　発生職場管理監督者、防災委員メン
バーで、事故型別分析、発生要因（作
業/物/管理の不安全状態）での分析
実施。緊急会議にて、経過まとめ、事
故型・発生要因から暫定対策と恒久対
策実施。事故内容共有、事故に関す
るリスクアセスメント、対策後の再評
価・作業標準改訂を行い、教育・理解

現場管理監督者と安全管理者の巡視
を月２回、安全管理者巡視を月２回、
５Ｓ推進委員会（各部門代表）巡視を
月１回実施。点検は５Ｓ、安全、防災、
他事業所労災水平展開状況、過去の
労災対策状況、リスクアセスメント対策
状況、ヒヤリハット報告対策展開など

雇入れ時、定期教育、変
化点（発生時）に対面方式
で実施。テストで満点のみ
合格。不合格時は再教育・
再テスト実施

１回/月（防
災委員会）

29名

安全衛生・環境・防
災活動報告と審
議、次月予定、マネ
ジメントシステムの
適正運用確認他

安全リスク低減取組 メリットを感じさせる５Ｓ 類似案件の有無確認と水平展開

安全ポスター掲示（年１回更新）
国内事業所、自事業所の統計からの
傾向観察報告

安全の日（毎月１日）労災内容からの注意喚起
改善提案制度（安全改善、環境改善、防災含む）
５Ｓガイドラインの制定
保護具型式の一元管理

安全に関する事項も含めた品質管理月別目標の
設定

過去の災害事例を風化させないための取組み

現場確認、関係者ヒアリングし、安全
衛生委員会で対策を協議。朝礼時、
ミーティング等での周知、注意喚起、
事例・対策の掲示

安全委員により、月１回、安全作業、５
Ｓ運動状況、作業環境、生産設備等を
確認

新入社員安全教育、朝礼・
ミーティング等での周知・
注意喚起、資料回覧等。
実施記録による理解度確
認

１回/月 8名

QA/QCパトロール、
ヒヤリハット事例等
の報告、防災、コロ
ナ状況等

安全通路の確認及び整備（毎週末） 取り扱う製品の大型化に対応した安全管理

世界共通の災害データベースにより横展開を実
施し、災害防止及び発生時の情報を共有してい
る

自社独自取組を実施しており、特になし

各部署、安全衛生委員会執行部で現
場検証を実施。前例対策引用、新規
対策を実施。他事業所/工場の対策も
参考にする。

安全作業部会、衛生部会、プレス部
会、運搬機器部会、産業医で毎月１
回、各部署、構内の巡視実施。全部署
へ通知

各部署で、都度、資料での
説明、実技。

１回/月 46名
各部会報告、産業
医巡視結果、トピッ
クス
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安全委員会(安全衛生委員会)
自社独自の取組み 安全管理上の課題 災害発生時の再発防止策 職場内巡視 安全教育 頻度 構成人員 審議項目

リスクアセスメント、災害型別職場討議、ＯＳＨＭ
Ｓ、法令・社内基準チェックリストによる点検、パト
ロール、新設備点検、他工場災害の水平展開等

何事においても決めたルールを徹底できない

発生職場の主任が状況、事実確認、
なぜなぜ分析、対策案、リスクアセスメ
ントをまとめた資料を作成し、安全衛
生委員会で審議し、資料を完成させ
る。対策時期、担当を明確化し、安全
事務局が進捗管理実施

月１回、安全衛生委員会メンバー、安
全事務局メンバーと協力会社メンバー
が３チームに分かれて、工場全体を点
検。年度初めに点検内容も盛り込んだ
スケジュールを作成

雇入れ時に全体教育（３
ｈ）及び職場別での安全教
育（２ｈ）を実施し、理解度
も確認する。

１回/月 8名

安衛計画の作成/
実施/評価/改善に
ついてをはじめ20項
目(詳細省略)

業務が忙しい、お金が無い等で指摘事項の改善
がなかなか進まない

安全週間等は別途計画し、実施

実作業は教育担当とマン
ツーマンで実施し、技能棚
卸評価にて一定レベル
（３）以上で、一人作業可

特別に取組なし
安全衛生委員会での委員からの活発な意見がほ
しい

現場状況を写真撮影し、当該職場ま
たは安全衛生委員会において、写真
により再発防止策検討

安全管理者と安全衛生委員が月１回
巡視し、軽微な事案はその場で改善を
指示。費用発生対策、抜本的対策必
要事案は安全衛生委員会で審議

雇入れ時教育は安全管理
者が実施し、基本事項、各
作業ごとの教育は課長が
実施。その他安全安全管
理者は４Ｓ、ＫＹ活動等日
常的活動の進め方の教育
を実施。今年度、安全の専
門家による職長再教育、リ
スクアセスメントの再教育
を計画

１回/月 11名

災害発生事案の再
発防止、職場巡視
結果の改善策、健
康保持増進等

ヒヤリハット報告書（図も取り入れた書類）の活用
労災発生直後は注意喚起がされ、作業方法、設
備取扱いも意識して作業できているが、時間経過
とともに意識が薄らいでしまう

衛生管理者、職場責任者が主体とな
り、機械設備、作業方法、安全衛生管
理の改善を実施。統計の活用は特に
なし。

衛生管理者、安全管理者が毎日、作
業環境（照度、気温等）、職場の整理・
整頓状況を巡視。資料の活用は特に
なし。

雇入れ時に、衛生管理者
がヒヤリハット、危険状態
を発見した際の対応、労災
事例を説明。不明点はな
いかの確認により理解度
を確認。また、労災発生
時、委員会等で必要な教
育があった際にも実施。

１回/月 10名

パトロール、日常確
認で挙げられた危
険個所、ヒヤリハッ
ト報告等

人手不足の中で、生産規模維持をしており、安全
を最優先していかなければならない

専任の産業保健師が常駐し、健康管理、社内研
修、健康だより発行等を実施

改善箇所が維持（ハード、ソフト両面）されないと
ころがある。例/安全通路確保、荷の高さ制限

発生職場の課長がが４Ｍ分析を行い、
安全委員会で審議・確認会を実施、厚
労省の労働災害発生状況の統計を活
用

安全衛生委員会全員で、月１回、月別
点検事項により実施。現場確認は毎
日実施

雇い入れ時、作業標準に
基づき、教育担当者が実
施。理解度確認はなし

１回/月 14名

危険防止対策、労
災原因/再発対策。
健康障害防止、健
康促進対策

鋳造工場入場時はヘルメットを全員が着用できる
よう置場を設置
インフルエンザ予防接種の実施（希望者)

仕事のストレスによる健康障害防止を図るため
に、希望者は産業医とメンタル相談を行う。

一人ひとりの安全意識を向上させる働きかけ方
発生現場のメンバー全員で、リスクア
セスメントを行い対策実施

工場長、生産チームリーダーで日に１
～２回、産業医、工場長で月１回、安
全衛生委員で月１回実施。作業現場
内、照度、温度、騒音、安全作業ルー
ル遵守度を安全衛生チェックリスト（パ
トロール用）を用いて実施

雇入れ時は総務による安
全教育（ビデオ視聴での安
全衛生教育）

１回/月 12名
職場巡視報告の審
議、ヒヤリハット審
議等

一人ひとりの安全意識の把握方法
統計の活用としては過去のデータを確
認し、同様事例の有無を確認

安全衛生マニュアルから
の説明、安全ビデオ視聴

人手不足による不安全リスクの高まり
定期教育として年１回、全
従業員対象の安全教育と
理解度テスト実施

設備老朽化進行下での安全確保方法 －

他部署の巡視者を含めた安全衛生パトロール実
施（年２回）

重量物取扱い職場の作業者への負担軽減策
当事者を含めて原因を調査し、改善措
置の立案、実施

委員長が毎日巡視

新入社員は新入社員安全
衛生教育（労働基準協会
主催）受講。中途社員は雇
入れ時に上長から教育

１回/月 －
当月/次月予定、各
部署の問題点等

全社安全衛生パトロール（年２回）
部署によっては業務繁忙により、パトロールでの
指摘事項改善に時間がかかったり、対応できな
い。

各事業部で分析、改善措置を立案、実
施

安全管理者、管理部門により週１回、
各職場巡視

新入社員は新入社員安全
衛生教育（労働基準協会
主催）受講。中途社員は雇
入れ時に上長から教育お
よびＯＪＴ

１回/月 －
法規制変更点、各
部署状況、問題点
等

各職場からＫＹ、リスクアセスメントの抽出 ルール遵守の徹底
発生部署の上長が、真の災害原因の
調査、設備更新、手順書作成、看板の
設置等実施。統計の活用は特になし

全員が月１回、チェックシートを利用し
て場内を巡視

雇入れ時、新規作業配置
時にＯＪＴ、ＯＦＦＪＴで不定
期に実施。理解度は随時
確認

１回/月 12名
危険個所/改善場
所評価
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安全委員会(安全衛生委員会)
自社独自の取組み 安全管理上の課題 災害発生時の再発防止策 職場内巡視 安全教育 頻度 構成人員 審議項目

各事業場に無災害記録の掲示 安全管理の知識や教育の不足
リスクアセスメントなどの改善実施者は確認をとり
ながら提案者が実施する

全社方針への安全衛生目標の盛込（各部門方針
として取組をすすめる体制構築）

安全に対する従業員の意識が全体的に高くない

発生部署で事故分析、再発防止策策
定、リスクアセスメントを実施し、委員
会で報告、他部門への水平展開。翌
月の委員会で対応結果報告。数ケ月
後、安全管理者、衛生管理者による是
正処置の有効性確認を実施。

衛生管理者が週１回巡視し、安全管
理者が年１回、全国安全週間期間中
に巡視

雇入れ時、都度、事務局で
教育するとともに、職場の
安全衛生教育、作業内容
変更時教育は受入部門で
実施。各種特別教育は都
度、事務局で実施

１回/月 40名

年間計画・実績、リ
スクアセスメント実
施状況、法令順守
項目への対応状
況、他多数

災害発生時、委員会での報告後、他部門に水平
展開し、翌日の委員会で対応結果を報告。

事故の未然防止活動に部門差があり、全体的に
は未だ弱い

"安全基本行動"を制定し、安全に対する基礎行
動を整理し、従業員に展開

事務局中心の安全衛生委員会になっている

各事業場から安全活動メンバーを選出し、リモー
トミーティング、資料作成、労災事例共有

注意しあえる職場の雰囲気づくり
役職者、発生部署メンバー、同作業者
による分析、話し合いを実施

月１回、安全活動メンバーが巡視、他
事業所からのメンバー来所で月１回巡
視。危険個所、作業の確認

雇入れ時と月１回、全従業
員対象で社内作成資料、
ＤＶＤ動画視聴

１回/月 21名
危険個所・行動の
共有、改善報告、他
事業所の労災内容

安全対策の継続性
他事業所と共有し、改善策、対策を確
認してもらう

取引先による労働安全衛生についての監査を受
査（年１回）しており、職場巡視、書類、記録の確
認を受けている。

建物が古く、安全衛生という考えが一般的になる
前に作られている為、狭い、暗い等の設備的な限
界がある。

事業所長、職員による検討会にて策
定し、ＰＤＣＡにより、有効性を確認

月１回、作業現場全体の巡視
雇入れ時、年２回（職長）、
年１回（全従業員）年間計
画を作成し、定期的に実施

１回/月 14名

産業医の巡視報
告、ヒヤリハット報
告、労災発生状況
等

－

人員増（派遣労働者)の状況下、現場教育は受入
部門で担当し、派遣労働者が装置操作を主体と
した内容を教示しており、本質を伝えることが十
分にできていない。教育担当者の負担増加も増
えている。

発生部署部門長（管理者）が作成する
労働災害発生再発防止対策報告書を
発生から1ケ月以内に本社安全環境
機能へ提出。災害発生時のリスクアセ
スメント評価並びにリスク低減、対策
の決定と立案時の評価実施。

トップパトロールとして、工場長、労働
組合支部長が参加し、３ケ月に１回実
施。Ｓの日パトロールとして、毎月、安
全衛生委員会（安全衛生委員、労組
事務職員）、衛生管理者パトロールと
して、衛生管理者が毎週巡視。産業医

雇入れ時に受入時教育と
して、座学（約１時間）。一
般教育として、年１回実
施。集合教育からe-
learningに変更予定

１回/月 9名
災害防止、健康障
害防止他13項目

専任の産業保健師が常駐し、健康管理、社内研
修、健康だより発行等を実施

改善箇所が維持（ハード、ソフト両面）されないと
ころがある。例/安全通路確保、荷の高さ制限

発生部署の課長が４Ｍ分析を行い、安
全衛生委員会で審議、確認会実施。
厚労省の労働災害発生状況報告を活
用

安全衛生委員全員が毎月１回、月別
重点事項に基づき実施。資料の活用
あり

雇入れ時、作業標準に基
づき、教育担当者が実施。
理解度確認はなし。

１回/月 14名

危険防止対策、労
災原因/再発対策、
健康障害防止、健
康促進対策

鋳造工場入場時はヘルメットを全員が着用できる
よう置場を設置
インフルエンザ予防接種の実施（希望者)

啓蒙資料作成（音声付プレゼン資料。新型コロナ
対策、安全運転）

事業内容的に、比較的労働災害発生リスクは少
なく、有害業務も少ないため、安全意識が希薄に
なりやすい

所定様式により、状況確認、原因究
明、対策の決定/実施を１ケ月内で実
施。対策は本質的・工学的・管理的対
策、保護具着用の順で実施し、管理的
対策のみでクローズしないよう決めて
いる。他工場で発生した事例について
も委員会で報告し、水平展開

部門及び委員会で年６回、機械設備
の安全措置点検、転倒防止措置を確
認

雇入れ時に対象全員に、
社作成の安全心得、他教
育資料を使用して実施。理
解度確認はできていない
が、今後電子化推進の中
で実施予定

１回/月 17名
安全衛生、労災に
関する事項全般

従業員が実際に経験したヒヤリハットをマップ化し
た交通ハザードマップを作成

他工場で発生した業務災害の発生事例を展開し
ているが、自分事として考えさせることが難しい

ヒヤリハット事例からの駐車場ルールへの落とし
込み

社用車へのセーフメーター設置と実績報告
品質マネジメントシステムと連動して、標準書・手
順書見直し時に安全側面への確認、追記を開始
当社スコアシステム運用による評価の実施
安全道場の巡回

労災事例をもとにＫＹＴ動画を作成し、毎月１回プ
レゼン実施し、注意喚起

教育をしても個々に自分ごととして、響いているの
かが疑問。自分ごととして捉えさせるかが課題

所長が実施し、本社安全プロジェクト
チームと検証（リモート会議）し、改善
策に沿って実施・周知・回覧。年１回本
社安全プロジェクト中心にアンケート

安全/４Ｓチーム（５名）で月１回、機器
の安全カバー有無、作業者の行動を
確認。月１回ミーティングの議事録を
回覧

筆記テストにて理解度確
認。毎月１回、本社からの
資料でプレゼン。

１回/月 10名
他センターの労災
周知

安全委員会の５Ｓ活動とともに、工場独自の5と活
動実施

直近２年で労働災害が１件発生（休業４日以上）。
開発中の機械で、主業務でない社員が被災。一
定の経験年数の社員に対する安全教育を実施し
ていくかが課題

人的要因の場合、該当部門長、安全
衛生委員会にて作業手順、安全確認
などの見直し、周知実施。機械的要因
の場合、設計部門による安全対策、安
全装置の付加。技術文書部門（取説
作成）によるデータ分析・統計化し、安
全衛生委員会にフィードバック

安全衛生委員が週１回以上、工場を
中心に巡視。産業医が毎月１回、安全
衛生委員会、総務担当者とともに、工
場、事務所を巡視。危険個所の指摘
項目を安全衛生委員会で審議・対策
を講じ、委員会議事録や業務連絡を
通じ、周知

新入社員に対する外部機
関による教育実施、新規
配属・異動者に対しては各
部門に沿った安全教育を
実施

１回/月 16名
危険個所指摘・改
善、５Ｓ評価

各職場からヒヤリハットを収集し、委員会で改善
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作業方法・レイアウト変更の際、リスクアセスメン
ト実施

自事業場は労災件数が少なく、他事業場、クライ
アント様事例を参考

安全管理者・クライアント・自社メンバ
でなぜなぜ分析と、その結果から措置
を実施。

安全管理者他計３名で、月１回、請負
工程内を過去の労災事例を活用して
巡視

定期的に２日間、資料を用
いて実施。確認テストで理
解度確認

１回/月 9名
毎月の安全重点項
目

自社/クライアント様の労災発生時に従業員に報
告し共有（掲示板活用）
全員でＫＹＴ実施

意見箱によるヒヤリハット等の募集と委員会、朝
礼での紹介・周知

ルールの周知徹底（マンネリ化による人為的ミス
防止)

責任者による状況の聞取り後、報告書
作成し、安全委員会による確認（対策
内容と実施時期）。その後、確認・評
価、完了の承認

委員会メンバー（参加可能者２から３
名）で、月１回（各々の巡視は毎週）。
写真などを残し、委員会で議題に挙げ
る

雇入れ時に資料による説
明と現場での説明。労災
事故や注意点が見つかっ
た時に不定期で講習会

１回/月 4～5名

パトロール結果他
からの問題点、労
災事案の検証、熱
中症予防等

熱中症予防のための給水場所の設置 安全パトロールの実施方法とその結果の扱い方
掲示等で危険個所の”見える化"
ＡＥＤ使用方法などの講習会実施（不定期）
高所作業前の安全管理者による安全対策の事前
確認

社員寮までの距離があり、街灯も少なく、危険
各職場（責任者、委員）より全国の事
故内容共有

月１回。委員の当番制で各職場対象 雇入れ時に各職場で実施 １回/月 30人
ＫＹ活動、ヒヤリハッ
ト

全社安全大会開催(年１回。管理責任者・事業責
任者他参加)

非正規社員の教育不足による事故の危険

禁煙デーの設定（月１回) －

議題を全社で統一
業種柄、見た目重視のため滑り事故が多く、靴が
滑りやすい

労災報告のあった場所で産業医巡視
を実施

産業医とともに月１回実施。その他は
日々巡視、ＧＭによるウォークスルー

職場（コーナー）においてＫ
Ｙポイント落とし込み

１回/月 － 全社統一内容

防災について未然に報告するための社内アプリ
によるヒヤリハット情報収集

スタッフは多人数、多業務であり、一人ひとりの安
全衛生意識の向上を如何に高めるか。さらに面
積も広く、安全管理者の巡回だけでは危険個所
の未然防止は限界があり、従業員の意識向上が
不可欠

発生現場責任者と担当安全衛生委
員、安全管理者により再発危険度合を
確認し、"重症度予測"と"発生頻度"
により対処的対策を即日実施。安全衛
生委員会において共有

安全衛生委員が分担して年１～２回。
（職場面積広大）。

雇入れ時、異動時に作業
マニュアルを用いた研修で
安全教育も併せて実施

１回/月 11～13名

労災発生状況共
有、メンタルヘルス
マネジメント、年次
有給休暇取得率等

各部署の事業戦略に安全衛生活動を盛込み、Ｋ
ＰＩを安全衛生委員会（毎月１回）で報告し、共有

大災害がないことで、従業員の安全経営意識が
醸成していない。休業なしの労災で済んでおり、"
他人事"に捉えられがち

根本原因究明は社内システムに蓄積
されたデータを基に安全衛生委員会
にて検討し、費用決裁、運営の仕組み
変更が必要な場合、発生現場責任者
の決裁を求め改善を実施

日常業務中に不安全箇所を発見した
従業員は社内システムへの登録を行
う仕組みあり

労働災害については、委
員が職場に持ち帰り、発生
状況、内容を共有して注意
喚起

個別管理エリアを設けて、安全衛生委員による職
場内巡回を実施
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