
考え⽅・実績・⽬標

活動テーマ 2019年度の活動実績
⾃⼰
評価

2020年度以降の活動⽬標・予定

安全衛⽣活
動の推進

ゼロ災プロジェクトの推進 C ゼロ災プロジェクトの継続

多発災害Top3撲滅キャンペーンの仕上げ展開 B リスクアセスメントによる設備安全化の徹底（3か年
で実施）

リスクアセスメントによる設備安全化の徹底（重
⼤リスク低減率95％）

A

安全衛⽣教育センター有効活⽤による安全衛⽣教
育浸透とVR危険体感教育推進

A 安全衛⽣教育センター有効活⽤による安全衛⽣教育浸
透継続とVR危険体感教育推進継続

健康管理システム運⽤の⾒直し B 健康管理システムのバージョンアップによる諸施策の
推進

ストレスチェック集団分析の活⽤促進に向けた検
討

B ストレスチェック集団分析の活⽤促進

⾃⼰評価 A︓⽬標達成 B︓概ね⽬標達成 C︓⽬標未達成

※ 各事業所における災害Top３を撲滅できれば、災害件数は概ね60％の低減が⾒込めるため、2017 年を初年とする３ヵ年間に、３つの型の災害を対象として、同じ
⼿順で撲滅キャンペーンを継続・展開する。

当社グループは、「私たちは、安全と健康をすべてに優先します」を⾏動規範としています。これは、従業員の安全と健康無くしては、
従業員とその家族の安定した⽣活や幸福が実現されず、順調な操業も望み得ない、ひいては会社の発展もあり得ないという考えに基づい
ています。

当社グループ安全衛⽣管理基本⽅針

1. 社⻑以下管理監督者の『陣頭指揮・率先垂範』のもと、『従業員の全員参加による安全衛⽣活動』を実施す
る。

2. 全従業員が労働安全衛⽣法をはじめ、関係法令やマニュアル、作業⼿順を順守すると共に、⼀⼈ひとりが
『決められたことは必ず守る・守らせる』職場⾵⼟を形成する。

3. 『⾵通しの良い職場づくり』と『健康づくり』活動を通じて、全従業員が『⼼⾝共に健康で明るく働きやす
い職場づくり』に努める。

4. 『社会の模範となる交通安全活動を推進する』という考えのもと、交通事故の絶滅を期すため、厚⽣労働省
「交通労働災害防⽌ガイドライン」に基づく防⽌対策を推進すると共に、全従業員の交通モラルの⾼揚を図
る。

更に、2018年より、業務遂⾏における判断の指針（優先順位）として定めた「SCQDE」でも、「S」（Safety & Health）が最優先事項
であることを謳っています。

労働安全衛⽣

安全で健康な職場環境の構築

※

基本的な考え⽅
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業務遂⾏における判断の指針（優先順位）

ＳＣＱＤＥに基づく判断を意識して⾏動しよう︕︕

1 Ｓ Safety & Health 安全・健康最優先

2 C Compliance & Environment 法令遵守、公正な活動、環境保全

3 Q Quality 『顧客』に提供する製品・サービス等の品質

4 D Delivery 納期厳守

5 E Earnings 適正利益 （ＳＣＱＤを満たした上で、『顧客』の信頼に基づき得られたもの）

「ＳＣＱＤＥ」は私たちが業務を⾏う上での判断の優先順位を⽰したものです。私たちが『顧客』に製品・サービス等を提供する
にあたっては、ＳＣＱを徹底した上で、Ｄを満たさなければなりません。それらを誠実に実⾏し続けることが『顧客』や社会から
の信頼に繋がり、これによって産み出されたものが、適正な利益であると考えます。

2014 年1⽉に発⽣した四⽇市⼯場爆発⽕災事故を受け、同年4⽉より新たな「ゼロ災プロジェクト」を始動し、休業4⽇以上の重篤な災害
発⽣ゼロを⽬標（「休業４⽇以上災害ゼロの１年間継続」）として、当社グループの安全衛⽣基盤の強化に取り組んでいます。
ゼロ災プロジェクトは、執⾏役社⻑を本部⻑とした「サステナブル経営推進本部」のもとに置かれた専⾨部会として、各部⾨の安全担当
者を委員とした「ゼロ災推進部会」において、現状認識、基本⽅針、具体的施策を検討し、執⾏役会での審議・承認を経て実⾏に移し、
進捗状況は定期的に「サステナブル経営推進本部」に報告します。「ゼロ災推進部会」では、労働災害の発⽣状況等から当社グループが
重点的に取り組むべき課題を抽出し、会社側と労働組合側の委員よりなる「ゼロ災労使連絡会」との協議を経て、安全衛⽣管理重点実施
事項を定め、事業所の状況に即してPDCAサイクルによる改善を図っています。
各施策の実⾏は、本社安全・環境部を中⼼として、各カンパニー等に配置された安全担当者とともにグループ会社も含め、所管事業所に
おける安全衛⽣活動の進捗や問題点等について、安全・環境部との⽉次ミーティングで情報共有や解決策の協議等を⾏っています。
また、カンパニー等の枠組みを超えた事項については、前述の「ゼロ災推進部会」において報告、協議等を⾏い当社グループ⼀体となっ
た推進体制を構築しています。
他⽅、各事業所には安全責任者、安全担当者及び安全指導員が配置され、安全活動の推進役を務めています。当社グループ全体の安全責
任者会議、安全担当者・安全指導員会議を定期的に開催し、幅広い業種を抱える当社グループでの多様な災害情報や安全衛⽣活動に関す
る情報交換を⾏い、安全衛⽣⽔準の向上に努めています。

推進体制
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労使⼀体となったゼロ災への取り組みを展開するため、前年発⽣した災害等から当社グループの課題を抽出し、その解決に向けて特に取
り組むべき項⽬を労使協議のうえで管理重点実施事項として定めています。2019年は次の2点を管理重点実施事項と定めており、これら
の事項を基軸として各事業所で労働安全衛⽣マネジメントシステムを展開しました。

各事業所において発⽣した災害の型Top３を撲滅できれば、災害件数は概ね60％の低減が⾒込めることから、2017年に展開した「多
発災害撲滅キャンペーン」を拡張し、2017年を初年とする３ヵ年間に、３つの型の災害を対象として、同じ⼿順で撲滅キャンペーン
を継続・展開し、将来にわたって災害が発⽣しない仕組みまで作り上げることとしました。

【展開⼿順】
1. 各事業所で撲滅対象とする災害を選定する。

2. それぞれの事業所で選定した災害について「撲滅宣⾔」を⾏う。

3. 選定した災害に係る徹底的なリスクの抽出、リスク低減策の検討・実施並びに低減結果及び災害撲滅の評価を
⾏う。

なお、リスク低減策は教育や注意喚起等、⼀時的な管理的対策に頼らない永続的な仕組みを構築する。

安全管理重点実施の柱として、リスクアセスメントを活⽤し⼯学的対策による設備安全化を継続して推進していま
す。この活動に数値⽬標を設定し⾼リスク（リスクレベルⅢ以上︓許容できないレベル）に対する低減完了率（リ
スクレベルⅡ以下へ︓許容できるレベル）を95％とし、全ての事業所がこの指標を上回るように取り組み、全体
で96％の低減率を達成しました。

管理重点実施事項

全社安全衛⽣管理重点実施事項（2019年）

「Ｔ３（多発Top３）撲滅キャンペーン」の展開（最終年度）1.

リスクアセスメント（ＲＡ）による設備安全化(⼯学的対策)の徹底2.
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2019年度⾼リスク低減率⽬標95％達成状況まとめ（2020年3⽉末集計）（G会社の建設業種を除く）

カンパニー・事業室

2019年（年度）

⾼リスク抽出数
(累計件数）

⾼リスク低減数
(累計件数） ⾼リスク低減率

(％)
Ⅲ以上 Ⅲ以上→Ⅱ以下

⾼機能
製品

直轄  計 1,882 1,855 99

グループ会社  計 2,547 2,389 94

合    計 4,429 4,244 96

加  ⼯ 直轄  計 2,052 2,052 100

グループ会社  計 5,445 5,076 93

合    計 7,497 7,128 95

⾦  属 直轄  計 4,161 4,096 98

グルーフ会社  計 1,711 1,639 96

合    計 5,872 5,735 98

セメント 直轄  計 2,804 2,741 98

グループ会社  計 215 215 100

合    計 3,019 2,956 98

環･エ グループ会社  合計 666 606 91

関  連 グループ会社  合計 991 960 97

開  発 中央研究所 364 359 99

総合計 22,838 21,988 96

当社グループにおける災害の型を分析すると、機械・装置の安全対策が万全でない等「防護措置・安全措置の⽋陥」や稼働中の機械・装
置に触れるといった「危険場所への接近」に起因する災害が多く発⽣しています。フールプルーフ やフェールセーフ の観点から、構
造や仕組みを⾒直していくハード⾯での対策を強化するため、リスクアセスメントによる⼯学的対策を徹底しています。 また、不適切
な⼯具や治具の使⽤、あるいは作業⼿順の誤りといった「作業⽅法の⽋陥」による災害についても、作業⽅法の検証や、KY（危険予知）
のフィードバックによる作業⼿順の改定等、リスクアセスメントによる改善に取り組んでいます。
リスクアセスメントは、製造現場の作業⾏動・その他業務に起因する危険性や有害性を⾒つけ出し、これを除去あるいは低減するために
有⽤な⼿法です。当社グループでは各事業所の製造現場において作業者⽬線でのリスクアセスメント活動を展開し、設備の不安全状態の
抽出能⼒を向上させるために、各事業所でリスクアセスメント指導員を養成しており、2015年10⽉からは養成講習を開始しました。
2020年３⽉までに520名以上が受講しており、この指導員が中⼼となって現場の活動強化・活性化に貢献しています。

※1 フールプルーフ︓⼈がミスをしても事故や災害に⾄らない機能
※2 フェールセーフ︓機械の故障時や停電時に装置が安全側に作動する機能

※1 ※2
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安全衛⽣教育センター「緑館」

緑館の中庭に設置した安全衛⽣モニュメント
安全を意味する緑⼗字を当社事業を象徴する5つ

のマテリアルで囲みデザインしたもの

⾼温物の災害（ガス噴出） ⾼温物の災害（⽔蒸気爆発） フォークリフト災害（運転⼿前進）

労働災害の未然防⽌

危険感受性の向上には、⾃ら危険を体感することが重要と考え、2017年3⽉、「安
全衛⽣教育センター（緑館）」を開設し、運⽤を開始しました。センターでは作業
現場の実態や⽇常作業に潜む危険を考慮した50種の危険体感設備を備え、専⾨のイ
ンストラクターによる危険体感教育が⾏われるほか、専⽤の講習室を利⽤して労働
安全衛⽣に必要な専⾨教育も定期的に開催されています。センター開設以来2020年
3⽉までにグループ従業員3,800名以上が危険体感教育を受講し、約650名が専⾨教
育を修了しました。

通常の危険体感設備では疑似体験が困難な危険状態を体感するために、安全衛⽣教育センター内でVRを⽤いた危険体感教育を2018年5⽉
より導⼊しました。VRを⽤いることにより、360°の視野、触覚技術等で臨場感、没⼊感を⾼め、危険な状態を最後まで体感（例︓墜落
前・中・後の状態等）することができ、危険感受性の向上に役⽴てています。また、これらの装置は運搬が可能なので、当社グループの
各事業所で危険体感教育を実施しています。2019年は装置の2号機、3号機を導⼊するとともに、メニューも5つ追加しました。また、対
象とする事業所もグループ会社まで拡張し、⼀層の危険感受性向上を⽬指していきます。

■ VR危険体感教育メニュー（安全衛⽣教育センター）

労働安全衛⽣

安全衛⽣教育の強化

VR（Virtual Reality）を⽤いた危険体感教育
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フォークリフト災害（歩⾏者後退） 転落災害（クレーンからの転落） 転落災害（踏み抜き）

挟まれ災害（プレス） 巻き込まれ災害（⾼速コンベア） 巻き込まれ災害（低速コンベア）

電源盤感電事故 段差躓き事故

カッター切創事故

階段降下中落下

脚⽴転倒事故
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年間を通じて安全衛⽣に関する改善活動等が特に優れ、当社グループの模範となる団体、個⼈に対し表彰する制度を運⽤しています。
最優秀賞を受賞した活動については、資料だけでは⼗分に説明しきれないことから、当該事業所において当社グループ全体の参加による
⾒学会を開催し、受賞活動のみならず、安全衛⽣活動全般にわたり情報交換し参考としてもらう機会を設けています。2020年４⽉には第
5回の表彰を⾏い、団体では以下の事業場が表彰されました。今後はこれらの優れた活動をグループ内で積極的に展開し、安全衛⽣⽔準の
更なる向上を⽬指します。

■ 第５回 安全衛⽣活動表彰

賞 対象 内容

最優秀賞 エムエムシーツーリング（株） 47ヶ⽉完全無災害達成と職場活性化、品質向上へも
波及した安全活動

三菱⽇⽴ツール（株）（現（株）MOLDINO）安全環
境本部成⽥分室

粉末成型機⽤粉体供給補助装置

優秀賞 九州⼯場 環境安全部 出張危険体感教育の推進

奨励賞 三菱伸銅（株）三宝製作所（現三宝製作所） 間接押出機⼤型ダイス取扱いに関する安全化対策

三菱マテリアル電⼦化成（株）環境安全部 事故・災害の発⽣状況及び今後の安全活動について

⽇本新⾦属（株）秋⽥⼯場 出張型危険（安全）体感教育の活⽤について

努⼒賞 三菱伸銅㈱若松製作所（現若松製作所） フォークリフト作業におけるヒヤリ事故低減活動

明⽯製作所 切創災害撲滅の取り組み

横瀬⼯場 キルン休転期間中の現場巡視の強化

⼋幡平地熱（株）事業部 20年連続無事故・無災害の継続

三菱マテリアルテクノ（株）エンジニアリング事業
本部⻑岡製作所

過去災害の再発防⽌の取組み

過去の災害を解析した結果、リスクの抽出に課題があることから当社グループの事業所に対し、外部コンサルタントによる安全衛⽣指導
を実施しています。普段⾃分たちが⾒逃していた潜在リスクを専⾨家に指摘してもらい、低減措置を講じることにより、現場の安全⽔準
が向上するとともに、従業員の危険感受性向上にも繋がっています。

安全・環境部では、安全衛⽣、防災保安及び環境管理に関する情報の配信・集約・閲覧を⽬的として、2017年2⽉から社内ポータルサイ
トを運⽤しています。このうち安全衛⽣については、これまで本社サーバー内にのみ保管されていた安全成績や安全年表、災害事例、安
全衛⽣教育資料と健康やメンタルヘルスに関する情報等を分類・整理し、イントラネットで公開しています。
また、当社グループで発⽣した典型的な災害事例についてはコンピュータグラフィックス等により映像化し、災害の状況・原因・対策・
得られた教訓について映像を⽤いて分かりやすく解説しています。
2017年6⽉からは当社グループで発⽣した災害事例をデータベース化し、社内ポータルサイト内で公開しています。フリーキーワード全
⽂検索機能や災害カレンダーの出⼒機能等を備え、安全教育資料の作成や類似災害防⽌対策等に役⽴てています。各事業所に必要な情報
が素早く的確に得られるように構成されており、安全基盤強化・安全⽂化醸成の⼀助として活⽤されています。

安全衛⽣推進体制強化に向けて

安全衛⽣活動表彰制度の制定

外部コンサルタント活⽤による安全衛⽣指導

情報集約と発信によるグループ内の横展開を推進
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労働災害の防⽌に向け、当社グループの各事業所において実施されている実効性の⾼い独⾃の取り組みを「安全衛⽣好事例集」として
2014年より毎年取りまとめています。グループ安全衛⽣⽔準を向上させる共有財産として全国安全週間にあわせ公開し、好事例の⽔平展
開を推進しています。

当社及び主要グループ会社22社における2019年の労働災害罹災者数は、不休業災害を含めて185名にのぼり、うち32名が休業を伴う災害
でした。当社単体では過去10年で罹災者数は減少傾向にありましたが、最近では横ばいの状態となっています。また、当社の労働災害の
発⽣状況を評価する災害度数率（100万延べ実労働時間当たりの死傷者数）は0.17となり、製造業平均値1.20に⽐べ低くなりましたが、
2020年はリスクアセスメントによる設備安全化をさらに徹底し、さらなる災害防⽌策を加え、ゼロ災達成に向けて取り組みを推進してい
ます。

■ 安全成績の推移（単体）★

※ 暦年での集計値です。微傷災害は含みません。

■ 罹災者数（名）

 2016年 2017年 2018年 2019年

社内（単体）

死亡 0 0 0 0

休業以上 2 1 3 2

不休業 24 21 20 18

社内（協⼒会社）

死亡 1 0 0 0

休業以上 3 7 10 4

不休業 14 11 13 18

グループ会社（協⼒会社を含む）

死亡 0 0 0 0

休業以上 14 32 35 26

不休業 90 109 95 117

合計

死亡 1 0 0 0

休業以上 19 40 48 32

不休業 128 141 128 153

「安全衛⽣好事例集」の発信

安全成績
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⼼⾝ともに働きやすい職場づくり

 「私たちは、安全と健康をすべてに優先します」の当社の⾏動規範のもと、全社衛⽣体制の強化を推進しています。
 有害物質関連業務については、有害物（劇物、毒物、化学物質）の管理と、ばく露防⽌を徹底する等、職業性疾病を予防するため、職
場環境の改善に継続して取り組んでいます。
 2018年4⽉より、健康診断実施機関の全社統⼀を図るとともに、健診結果等の健康管理情報を電⼦データ化して⼀元管理するシステム
の稼働を開始しました。これにより健康管理の更なる精度向上と業務の効率化が可能となりました。データに基づいた健康課題の把握を
⾏い、さらに実効性の⾼い健康増進策の⽴案・実施へつなげるとともに、より使いやすいシステムを⽬指し、2019年からバージョンアッ
プにも着⼿しています。また臨床⼼理⼠⾯談等によるメンタル不調防⽌対策など、様々な⾓度からの取り組みが評価され、2020年2⽉、
当社は⽇本健康会議より「健康経営優良法⼈2020（⼤規模法⼈部⾨）」の認定を受けました。今後は健保組合と協働し、さらなる健康経
営体制の構築を進めていきます。

 メンタルヘルス⼀次予防（職場環境改善、研修等）として、各種メンタルヘルス研修を継続的に実施しています。管理監督者を対象と
したラインケア研修は、本社の臨床⼼理⼠が２年サイクルで全拠点を巡回して実施しています。セルフケア研修は、各拠点より選任され
た担当者が講師養成研修を受講し、各拠点で講師を務めて全従業員へ展開しています。また、階層別研修においてもメンタルヘルス研修
を実施しています。更に、2018年度から引き続き、⼊社3年⽬社員全員を対象に、各事業所に配属された臨床⼼理⼠による⾯談を実施
し、不調者発⽣の予防に努めています。これに加えて2019年度からは⼊社30－31年⽬社員全員も対象として、本社臨床⼼理⼠による⾯
談を実施しています。
 メンタルヘルス⼆次、三次予防（不調者への早期対応、職場復帰⽀援等）として、メンタルヘルス不調者には各拠点の産業保健スタッ
フによる⾯談や相談を継続実施しているほか、休業者には、社内で職場復帰プログラムマニュアルを作成・運⽤しており、外部のリワー
クプログラムの活⽤等、回復後の復職⽀援を徹底しております。
 ストレスチェック制度は50名未満の事業所を含む全拠点で実施し、必要に応じて医師による⾯接指導を実施しました。更に、集団分析
結果を職場改善活動等に活かし、なお⼀層メンタルヘルス対策の強化に邁進します。

労働安全衛⽣

従業員の健康意識向上 〜⼼⾝ともに働きやすい職場づくり〜

従業員の健康保持・増進対策の推進並びに職場環境改善による職業性疾病の予防

メンタルヘルスケアの取り組みの強化
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