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リスク“ゼロ”大阪推進大会をWebで配信 

配  信    全国安全週間期間中に配信予定 

 Ｕ Ｒ Ｌ   大阪労働局 YouTubeチャンネル 

 配信期間   令和４年７月 31日まで 

 

１ リスク“ゼロ”大阪推進大会を開催 

健康が確保され安全で安心な職場の実現を目指し、労働災害を減少させるため、大阪労働

局・管内各労働基準監督署及び府内 12の労働災害防止団体等が主催する「リスク“ゼロ”大

阪推進大会」を全国安全週間期間の初日となる７月１日（金）に開催し、昨年に引き続いて

本年も Webにて配信します。 

「リスク“ゼロ”大阪推進大会」の内容は別紙１のとおりです。 

 

２ 令和４年度の安全衛生表彰について 

～ 安全衛生に貢献した事業場・個人表彰は式典開催 ～ 

大阪労働局（局長 木原 亜紀生）では、毎年、安全衛生成績が高い水準にあり、他の模範

と認められる優良事業場及び関係事業場における功績者を表彰しており、今年度も 7月 1日に

大会式典を開催し表彰関係者のみで表彰式を行います。 

併せて、当表彰式で厚生労働大臣賞の披露・伝達を行います。（受賞者名簿参照） 

会場  エル・おおさか（大阪府立労働センター）エル・シアター 

 

３ 特別講演について 
 「なぜおばちゃん社長は『絶対安全』で利益爆発の儲かる工場にできたのか？」 

講師 平鍛造株式会社 前代表取締役社長 
株式会社インプルーブメンツ 代表取締役社長 平 美都江 氏 

 
 講師は、2009 年に石川県羽咋市にある平鍛造株式会社代表取締役に就任し、仕事ゼロから
「絶対安全」を貫き会社を再建。2021年に全株式を 100億円で上場企業へ売却し退職。 
現在は執筆、講演会講師、経営・現場コンサルタントとして活躍されています。 

 

Press Release 

【照会先】 

大阪労働局 労働基準部 安全課 

（電  話）０６（６９４９）６４９６ 

大 阪 労 働 局 発 表 

令 和 4 年 ６ 月 ３ ０ 日 （ 木 ） 
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全国安全週間は昭和３年に初めて実施されて以来、一度も中断することなく続けられ、今回 95 回目を

迎えることとなりました。 

この間、産業安全に携わる多くの方々の努力により労働災害は長期的には減少してきましたが、近年

は就業人口が高齢化し、高年齢労働者の労働災害や、転倒や腰痛などの労働者の作業行動に起因する

労働災害が顕著に増加していることから、全国の労働災害全体の件数が再び増加に転じている状況です。

さらに、死亡災害も令和３年は増加に転じるなど予断を許さない状況です。 

大阪府内における労働災害発生状況は、新型コロナウイルス感染症によるり患を除き、死亡災害は 52

人と前年に比べ 6 人増加しました。また、休業 4 日以上の死傷者数につきましても、新型コロナウイルス

感染症によるり患を除き、前年の 8,413人から 408人増加し、8,821人となりました。 

大阪労働局では、このような状況を踏まえ、更なる労働災害の減少を図ることを決意して、 

安全は 急がず焦らず怠らず 

のスローガンのもとに令和４年度全国安全週間を展開いたします。 

本週間を契機に、各事業場においてPDCAサイクルを活用し、関係者が一丸となった安全活動がさらに

強化され、職場の安全管理水準が一層高まる取組を図るようお願いいたします。 

また、平成 30年度を初年度とする大阪労働局第 13次労働災害防止推進計画の目標を達成するため、

・ ・ ・ ・

の 5つの活動からなる も展開しており

ます。 

例年、この運動の一環として各事業場等において安全衛生活動を一層充実し、意識の高揚を図るため、

を開催してきましたが、昨年同様、今年度も新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止の観点から集客による形式を変更し、Ｗｅｂ形式により配信開催とします。大会の内容につ

きましては裏面のとおりです。多数の皆さまが御視聴くださいますよう案内いたします。 

主  催 全国安全週間大阪大会運営会議 

構成機関 大阪労働局・各労働基準監督署 

公益社団法人大阪労働基準連合会・各地区労働基準協会 建設業労働災害防止協会 大阪府支部 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 大阪府支部   港湾貨物運送事業労働災害防止協会 大阪総支部 

林業・木材製造業労働災害防止協会 大阪府支部   中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター 

中央労働災害防止協会 大阪労働衛生総合センター 中央労働災害防止協会 大阪安全衛生教育センター 

一般社団法人日本ボイラ協会 大阪支部  一般社団法人日本クレーン協会 近畿支部 

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会 大阪府支部  一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 大阪支部  

大阪労働局 

別紙１ 
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配  信 全国安全週間期間中に配信予定 

アクセス 大阪労働局 YouTubeチャンネル 

内 容 〇主催者代表挨拶 

 大阪労働局長  木原 亜紀生 

   〇安全衛生表彰 

厚生労働大臣賞披露及び伝達授与 

 大 阪 労 働 局 長 賞 授 与 

   〇基調講演 

  「安全衛生行政の動向について」 

 大阪労働局 労働基準部長 樋口 雄一 

   〇事例発表 

「株式会社竹中工務店西日本機材センターの建設機械安全管理活動」 

  株式会社竹中工務店 西日本機材センター 所長  森田 将史 氏 

〇特別講演 

  「なぜおばちゃん社長は『絶対安全』で利益爆発の儲かる工場にできたのか？」 

  株式会社インプルーブメンツ 代表取締役社長 平 美都江 氏 

特別講演 株式会社インプルーブメンツ 代表取締役社長 平 美都江 氏】 

1956年 東京都大田区生まれ。 

1977年 日本女子大学理学科を父の看病のため中退、父が創業した平鍛造へ入社。 

1986年 専務取締役就任。宅地建物取引士、CFP、一級ファイナンシャルプラン 

ニング技能士取得。 

2005年 社長であった弟が工場内事故で他界、創業者の父が社長復帰。 

2008年 世界的技術と無借金経営の中、リーマン・ショックにより廃業の危機。 

2009年 代表取締役就任、仕事ゼロから会社を再建。 

2021年 全株式を上場企業へ 100億円で売却、退職。 

現在、株式会社インプルーブメンツを設立し、執筆、講演会講師、経営・ 

現場コンサルタントとして活躍している。BBT大学院 MBA課程在学中。 

大阪労働局 YouTubeチャンネル 二次元コード 

ＵＲＬ：https://www.youtube.com/user/osakaroudoukyoku/playlists 

※ 毎年、安全衛生成績が高い水準にあり、他の模範と認められる優良事業場及び関係事業場にお

ける功績者を表彰しておりますが、新型コロナウイルス感染症対策について十分に対策を講じ、

今年度も以下の会場に受賞者等を招き関係者のみで「安全衛生表彰式」を開催します。 

日       時 令和４年７月１日（金）１３：３０～ 

安全衛生表彰式会場  エル・おおさか（大阪府立労働センター）エル・シアター(２階大ホール) 



表彰区分 表彰基準 事業場名 所轄

株式会社大林組　大阪本店
大阪府済生会富田林病院建設事業

　当事業は24時間運営中の病院から僅か1ｍ程度の離隔しかない敷地に施設を
新築した後に既存施設を解体するという難しい条件のもと、竣工迄数回の機能
移転を繰り返しながらの工事であった。工事車両等の動線は運用中施設の車両
及び歩行者動線と同じで、所内関係者はもとより、施設利用者や近隣住民を含
めた第三者に対し最大限の配慮が求められた。管内では近年にない大規模な建
築物であり、かつ地域の中心的な医療施設であることからも非常に注目された
工事であったが、延べ労働時間９６万時間全工期無事故、無災害を達成した。
　施工においては、作業場所要所にＷＥＢカメラを設置し、事務所の大型モニ
ターへ映し出して作業現場状況や作業員の動向を把握、確認できるようにし、
また、不安全行動の撲滅やタイムリーな安全衛生指示指導等をＩCＴツールと
併せて積極的に活用する事で事故災害の撲滅に努めた。また、重篤な結果に繋
がる墜落災害の撲滅を徹底し、梁型枠架け作業時の親綱設備で工夫を凝らし、
その内容は建設業労働災害防止協会の全国大会論文集に掲載された。
　新型コロナウイルス感染症防止対策については、病院施設ということもあ
り、より徹底した感染防止行動を促し、作業員同士の飛沫感染防止の為、詰所
机の仕切り板設置、適所のアルコール消毒液常備、飲食時以外のマスク着装を
義務化など行い、毎日の朝礼時の注意喚起やATKYシートへの体温記入を実施す
るなどして、工事期間中に感染者を発生させなかった。
　働き方改革においては、日常業務の時間的アクションプランを策定して4週5
閉所を実現し、また、指定時間チャイム鳴動システムを導入し、超過勤務時間
帯における時間経過を意識付けし残業時間削減を積極的に図った。

株式会社竹中工務店　大阪本店
大阪電気通信大学寝屋川キャンパス新棟計画

　当工事は令和元年６月に着工した工事であり、大学構内において老朽化した
既存校舎１３棟を段階的に解体し、新校舎及び既存施設との接続を１期２期と
渡って行う新築工事であった。大学構内での作業であり、敷地周辺は一般住宅
に囲まれていることから、工事車両の入退場には工夫が施され、現場内のルー
ルの統一が徹底されていた。
　新築工事、解体工事、既存接続工事、インフラ工事がキャンパス全域に渡る
ため、構内運営に支障が出ない様に事前の綿密な工事計画が必要であり、敷地
周辺の一般住宅に対しても工事に起因する振動・騒音・臭気・粉塵抑制に十分
留意する必要がある中で延べ労働時間８０万時間全工期無事故、無災害を達成
した。
　安全衛生管理体制においては建築主・協力会社をはじめ、各ステークホル
ダーが一体となり安全衛生活動を行っていた。
　リスクアセスメントについてはＲＡＫＹ、危険作業事前打合せ、新規入場者
教育の確実な実施を行うとともに、ｄｉｒｅｃｔを所員と職長で活用し、指摘
事項・作業指示をタイムリーにかつ分かり易く共有を行っていた。
　また、安全帯試行ゲート、未熟練技能者に対するピンクヘルバンドの着用、
熱中症対策専用自販機の設置など、作業所における安全意識高揚のための活動
を積極的に行っていた。
　新型コロナウイルス感染症防止対策としては、非接触型の検温、休憩所・会
議室におけるソーシャルディスタンスの確保、消毒液の設置、啓蒙看板の設置
などを積極的に実施し、安全で働きやすい環境づくりを実現した。

表彰区分 氏　名 経　歴 所轄

功績賞 蔦田 守弘

建設業労働災害防止協会　前副会長
建設業労働災害防止協会大阪府支部　前支部長
一般社団法人大阪建設業協会　前会長
(株式会社鴻池組　特別顧問)

局

令和４年度　安全衛生表彰　受賞者名簿

厚生労働大臣賞

安全確保
対　　策

優良賞

優良賞
安全確保
対　　策

羽曳野

北大阪

- 4 -



表彰区分 表彰基準 事業場名等 所轄

株式会社大林組　大阪本店
新大阪宮原ＮＫビル開発工事
　本工事は大阪市淀川区におけるオフィスビルの新築工事で、周囲には同様の
オフィスビルのほか高等学校もあり、朝夕の通勤・通学時には周辺道路に多く
の第三者が通行する。計画建物廻りの空地が狭く、周囲の方々に安心感を持っ
て頂ける施工が求められた。また、道路を挟んで高等学校があり、朝の通学時
における生徒の安全を、また近接地のマンションやオフィスがあり朝の通勤者
等の安全を確保する必要があり、そのため、大型車両の搬入時間の調整やゲー
ト付近警備員の増員等工夫が必要であった。
　建設キャリアアップシステムと連動した顔認証システムを導入し、入退場管
理の厳格化と併せて作業員の各種資格確認を容易に行えるなどの先進的な手法
を取り入れ、法令順守と事務簡素化の両立に取り組まれた。
　建設現場での女性活躍について、入社２年目の女性職員を施工管理を行う現
場監督として抜擢し、仮設工事、型枠工事、ＰＣａ工事、内装工事等を担当さ
せるなど職員の人材育成を図るほか、作業員詰所に女性作業員専用の更衣室、
休憩室（通称：建設小町ルーム）を併設し、「小町ルーム」を通って女性専用
トイレの出入口に行けるようにするなど、協力会社の女性作業員が安心して働
ける職場環境づくりにも積極的に取り組んでいた。
　各自のパソコンにＰＣロックシステムを導入し、個々の職員の意識改革に取
り組み、労働時間内に業務を遂行する習慣付けに取り組むほか、綿密な工程管
理を行い、月７閉所以上を実施するなど、積極的に建設現場の働き方改革に取
り組んだ結果、１人当たりの年間実労働時間を１，９８４時間まで抑制するこ
とに成功した。

大成建設株式会社　関西支店
浜寺病院増改築工事（３期工事）

　病院の既存病院機能を維持しつつ、その場で建替えていくローリング建替え
の３期分割工事のうちの３期目工事で、既設病院内の限られた敷地条件下での
ローリング工事のため、施工ヤードの制限や狭隘な資機材搬入動線等様々な制
約がある中での工事であった。病院という特殊な条件であり、専門工事業者へ
の教育は患者ファーストを徹底することで、発注者の信頼を獲得し、延べ労働
時間２６万時間（３期合計で７０万時間）無災害を達成した。
　職長会を積極的に活用し、安全意識の高揚に努めていた。元請が指定する危
険作業においては、工事着手前に作業手順の確認及び各作業時のリスクの把
握、対策、指揮命令系統を確認し、作業開始前には従事する全作業員に対して
周知会を実施していた。また、「ロールプレイ」と称した役割演技法を実践
し、安全レベルの向上を図ってから工事開始とすることでレベルの高い安全作
業を実施していた。
　各階にフロアマスターを選出し、定期的にパトロールを実施させ、昼の打合
せ時にパトロール結果を発表させていた。安全管理意識と衛生管理意識を持た
せ、結果として不安全行動の減少並びに場内の整理整頓に繋げていた。
　スラブ上に安全通路（緑）・床段差（黄）のペイント表示や区画の種別を色
(赤：立入禁止、青：資材置場、緑：通路)により識別するなど現場内の「見え
る化」に積極的に取り組んでいた。
　作業員詰所において、大成建設ルール集・災害事例・他現場好事例集など
（ＴＡＩＳＥＩＴＶ）を放映し、日常的に安全意識の向上を図っていた。

表彰区分 氏　名 経歴等 所轄

功績賞 澤水 文夫
建設業労働災害防止協会　前安全指導者
建設業労働災害防止協会大阪府支部　前参与　　前天満分会常任幹事
（鉄建建設株式会社　大阪支店　安全品質環境部長）

天　満

安全衛生
推進賞

糸川 成人
建設業労働災害防止協会　前安全指導者
建設業労働災害防止協会大阪府支部　前大阪中央分会パトロール班長
（大末建設株式会社　安全環境部部長）

大阪中央

安全衛生
推進賞

神野 義則 堺労働基準協会　前専務理事（事務局長兼務） 堺

優良賞
安全確保
対　　策

泉大津

令和４年度　安全衛生表彰　受賞者名簿

大阪労働局長賞

優良賞
健康確保
対　　策

淀　川
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