
安全衛生

太陽スタッフィング（株）
キャリアアップ研修用



１.安全衛生とは



生産〔原料・材料〕＋〔機械・工具〕＝新しい価値

原料・材料の扱い方、
工具の使い方、図面の見方

ところが

作業を知らない、作業に慣れ、手抜き、
忙しい、心の油断、不用意

安全衛生が守れない

より良い品物をより安く市場へ
※原価を安く（ムダを省く）
⟶例：時間がかかり過ぎている⟶早くつくろう！
⟶無理をしたり、危ないやり方をしてしまうと・・・

当人・・・痛い、苦しい、働くことができない
家族や周りの人・・・心配
資料・設備・会社・・・損害

健康でケガなし⟶毎日快適に働ける
⟶生産能率UP⟶良い品物を安くつくりだす

＝ まず 安全

安全衛生・・・ きめられたとおりに作業を行う
（ケガをしない、健康を保つ）



実地教育を受ける際の注意事項

①素直な気持ちで真剣に教わる
余計なことを考えていたり、いやいやながらでは教わることを覚え
ることはできない。注意力を集中して真剣な心がまえを持つことが
大切である

②分からないことは質問して、分かるまで聞く
工場や職場では教わったことを土台に作業をするので、もし十分に
分からないままで仕事をすると、事故を起こしたり不良品ができた
りして、自分自身だけでなく職場の同僚や先輩、上司に迷惑をかけ
ることになる。従って、分からないことは何回でも質問する。分か
るまで質問することは、けっして恥ずかしいことではない。

③教わったことは全部覚える
工場や職場では、みなさんが教えられたことが全部分かったと教え
て作業につかせるので、一つの作業について教えられたことは、全
部自分のものにしなければならない。もちろん、初めから難しい作
業をさせるわけではないので、安心して一つひとつ正確に覚え、自
信を持つことが必要である。

④実際にやってみて直してもらう。そして急所を覚える
頭の中ではよく分かった、そして全部覚えた、作業もやさしそうに
見える、そんなときでも実際に作業をしてみると、完全にできない
場合もある。実際にやりながら先輩や上司に分からないことはよく
聞き、正しいやり方を早く覚えて、自分のものにしておくことが大
切である。

⑤繰り返し、練習をおこたらない
頭の中では分かっていても、実際にはなかなかその通りにうまくい
かないことも少なくない。従って、正しく、早くできるまで何度で
も繰り返して練習することが、立派な作業のできる基となる。教え
られたとおりの一つひとつの手順を繰り返し練習するとよいという
ことである。立派な技能を身につけ、それを仕事や作業の上に表し
ていくためには、健康な身体がなければできない！
働くものにとっては身体は資本であることをわすれないこと！！



２.ケガの起こる原因



職場では、いろいろな慣れない機械があり、また危ない場所で仕事をす
ることもあるかもしれない。ケガを防ぐためには安全の基本をしっかり
身につけて実行し、健康な身体で勤めに精を出すことが、社会人の一人
としての責任でもあることを忘れないようにしてもらいたい。

例えば、工場内の通路を走っていたところ、そこを横切って設けられて
いた臨時作業のためのエアホースに引掛かり、転んで足を打撲した場合
を考えてみると・・・

従って、このような不安全な状態や不安全な行動をなくすことによって
事故は防げる！！

機械設備など物の
不安全な状態

作業者の不安全な
行動

事故 ケガ

機械設備など物の
不安全な状態

作業者の不安全な
行動

事故 ケガ通路にエアホースが置かれていた

走っていた

転んだ 足を打撲



なお、事故をもたらすものには直接原因と間接原因がある。そこで、エ
アホースに引っ掛かり転倒した事故の場合を考えてみると・・・

今までのことを整理すると、

①ケガは事故の結果として現れる

②事故は直接原因によって起こる

③直接原因を調べると、その原因となった間接原因がひそんでいる。

それでは、どうしてケガを防ぐかといえば、事故を起こさないことだが、
それには事故の直接原因は言うまでもなく、間接原因も極力取り除かな
ければならない！

直接要因 間接要因

引っ掛かった
仕事が遅れていて急いでいたので、通路を
走ってはいけないという安全のルールをつ
い忘れてしまった。

通路にエアホース
を置いた

臨時作業なので安全規定に返して、エア
ホースを床にはわせたままにしておいた。



３．安全三原則



職場でケガをしないために決めてある安全上のルールは非常に大切なこ
とで「どんなルールがあるか」をまず理解し、次に「そのルールを守ら
ないとどんな危険が待ち受けているか」を知るべきである。

職場には、安全についてまず第一にやらなければならないことがあるが、
これを「安全三原則」といい、すべての仕事はこれを基本として組み上
げられている。

①整理整頓

整理整頓は、安全活動を進める上で基本となる最も重要なことである。

工具をさがしまわったり、製品が良品か下良品か分からなくなってしま
い、後から選別することなどは、ムダな労力を使うことで、疲労を大き
くし気持ちもイライラすることになる。そうならないためにも、整理・
整頓を行うがそれぞれの具体的な意味は・・・

整理・・・必要なものとそうでないものを区別し、不要なものは捨てる。

整頓・・・定められた場所に分かり易く、取り出し易く、安全に並べる。

そのためには、
・散らかさないようにする。
・形を揃えて積む。
・出し入れの多いものはすぐ出せるように便利なところに置く。
・材料や工具を機械、壁などにたてかけない。
・高いところに物を置きっぱなしにしない。
・物を通路からはみ出させない



②点検整備

点検・合図・確認が不十分のため間違ってスイッチを入れ事故を起こし
た例は少なくない。
機械設備や工具は、仕事をする前、一ヶ月あるいは１年に１回というよ
うに点検する周期と項目が決められている。自分の使うものは必ず点検
を行い、不具合を発見したら取り除くことが、災害から自分を守ること
につながる。

「安全＝点検＋合図＋確認」

災害防止になくてはならない３つの要素は、日常作業に習慣として入っ
ていなければならない！！

③標準作業

「安全に」「正しく」「早く」「楽に」ということを考えた作業手順で
ある。

それぞれの意味は、

「安全に」・・・誰がやってもケガをしない

「正しく」・・・誰がやっても成果は同じ

「早く」・・・誰がやっても一定の時間でできる

「楽に」・・・無理しなくても成果は必ずあがる

ということで、ムダ・ムラ・ムリのない作業手順である。

言いかえると、安全を確保するだけでなく、品質・作業性・低コストを
も満たすことにつながるもの。これらのことから標準作業を守ることは、
非常に大切である！！



４．安全作業の心得



作業を安全に行うということは、正しい方法としっかりとした心構えで
作業を行うということである。

①職場規律

一人がルールを守らなかったり、自分勝手な行動をすることで職場全員、
ひいては会社全体に迷惑を及ぼすことがある。
例えば、点検を怠ったために機械が故障し仲間がケガをして生産がと
まったり、禁煙場所を守らなかったために爆発火災の惨事が起きること
があるかもしれない。職場の規律を守ることは、自分自身を守るととも
に皆を守ることにつながる。

②正しい服装

職場の作業服装は、スタイルなどよりも仕事がしやすく災害から身を守
るものであることを第一に考える必要がある。仕事をするときは、足の
先から頭の上まできちんとした、しかも作業にあった服装をすれば、作
業をするのに楽であり、ケガをする心配もないということである。

・決められた帽子をキチンとかぶる
・ボタンは必ずかける
・ほころび、破れはすぐになおす
・ランニングシャツで作業しない
・作業に適した靴をはく
・タオルを首にまかない。腰にさげない。

服装は自分自身の問題であり、自分でできることなのでいつもただしい
服装をするように心がけよう！！



③保護具

保護具はケガや病気から身体を守るもので、例えば、光や音で目や耳が
だんだん悪くなっていくのを防ぐのも保護具である。保護具を完全に着
用していたからこそ、一命を落とさずにすんだというケースは多くある
ので、必要な保護具は完全なものを正しい使用方法で確実に着用するこ
とが大切である。また、保管や手入れについても日常から有効に活用で
きるように整備しておくことが必要である。

・頭に安全帽 ・手を腐食から保護する手袋
・目に保護メガネ ・重量物取扱い作業に安全靴
・粉じん作業に防じんマスク ・墜落を防ぐ安全帯
・足のやけどを防ぐ安全靴と足カバー ・騒がしい作業に耳栓

ヒヤリハット

上図は、アメリカの技師ハインリッヒが発表した法則で、労働災害の事
例の統計を分析した結果、導き出されたものである。数字の意味は、重
大災害を１とすると、軽傷の事故が２９、そして無傷事故は300になる
というもので、これをもとに「１件の重大災害（死亡・重傷）が発生す
る背景に、２９件の軽傷事故と３００件のヒヤリ・ハットがある。」と
いう警告としてよく安全活動の中で出てくる言葉である。
日常、ヒヤリ・ハットの状態にまでいかないが（もしくは自覚しない）、
不安全な状態や行動は実は担当な件数になるはずである。

不安全行動・不安全状態

1

29

300
これでもまだ氷山の一角

重傷者

軽傷者

無事故



危険予知訓練

一人ひとりかけがえのない人！
～誰一人ケガをしない、ケガをさせない～はみんなの願いである。

ところが、人間はミスをする動物だといわれている。ついうっかり、ぼ
んやり、見まちがい、聞きまちがい、そして時には手ぬきや近みちをし
てしまう。そうしたことが災害の原因となることが多い。できるだけミ
スを少なくするにはどうしたらよいか、そこで生まれたのが

危険予知訓練（KYT― ＞ K=危険、 Y=予知、T=Training＝訓練）
である。

災害防止のために、設備や環境を整えることは大切なことであり、さら
に人間の不安全な行動に焦点を当てて、なんとかして、みんなで話し合
い、気づきあい、考えあって、ケガをなくそうというのである。KYTは、
現場のごく普通の作業状態の１コマをイラストにする。そして５～６人
のメンバーで次のように行う。

危険予知訓練 （K・Y・T・の進め方）

第１ラウンド： イラストをみながら、どんな危険がひそんでいるか、
～なので～して～になると、思いつくままに発言する。自分の気づいた
危険をどんどん発言するのがよい。
第２ラウンド： 次にそのなかから、これが特に危ない、これは緊急対
策を要すると思うもの危険のポイント）にしぼり込む。
第３ラウンド： しぼり込んだ危険のポイントについて、どうするか対
策をどんどん出す。
第４ラウンド： いくつか出た対策のなかから、これはと思うものを
チーム行動目標にまとめる。



最後に、現場でその作業をするときに指差し呼称で確認すべき項目を
「○○ヨシ！」と決める。
危険予知訓練（KYT）のなかに指差し呼称を組み込むことによって、要
所要所での集中力を高める訓練となり、現場での安全先取りの実践活動
により、災害防止に効果をあげている

KYT基礎ラウンド法

KYT４ラウンド法の進め方（手法）

所要時間：実技 １～２ラウンド１５分 ３～４ラウンド１５分
合計３０分以内

イラストシート使用、危険予知訓練レポート用紙使用

導入

全員起立

リーダーまたは
サブリーダー

＊KYT基礎４R法開始ヨシ！
①整列、番号、リーダー挨拶
②健康問いかけ確認（メンバー１人）
③イラストシート状況説明

第１R

現状把握

どんな危険が
潜んでいるか

④危険の要因と引き起こされる現象事故の型
・落ちる、運ぶ、狭まれる、ぶつかる等

例：頭に当たる、手を切る、やけどする
５～７項目程度
「～なので～になる」、「～して～になる」

第２R

本質追求

これが危険の
ポイントだ

５．問題と思われる項目
○印（赤）
６．重要危険項目⇒◎印（２項目程度）
（しぼりこみ）→アンダーライン

７・危険のポイント→指差し唱和
「なので～になる ヨシ！」

第３R

対策樹立

あなたならどう
する

８・◎項目に対する具体的で実行可能な対策各３
目程度

→全体で５～７項目程度

第４R

目標設定

わたしたちはこ
うする

９．４R-1 重点実施項目（しぼりこみ）
＊印（１～２項目→アンダーライン
１０．４R-2 チーム行動目標→指差し唱和

「～を～して～しよう ヨシ！」



危険の”要因”と”現象”の発現の仕方

１．イラストの中の作業者になりきろう
１Rの現状把握では、シートの中の作業者になりきって、自分が作業
しているつもりでシートを見つめる。

２．”要因”と”現象”の組み合わせで発現しよう
要因：「～なので～して」「～ ～なので」「～ ～して」
現象：「～になる」「～する」

３．”現象”は”事故の型”で表現しよう
この作業の動作によって引き起こされるであろう危険の”現象”を”事
故の型”でとらえ、次のように言いかえる。
「落ちる」「ころぶ」「ぶつかる」「足の上に」「おちる」「頭に当
たる」「はさまれる」「巻き込まれる」「下じきになる」「手を切
る」「手」「をこする」「やけどする」「感電する」 etc

・「～かもしれない」「～の危険がある」「～の恐れ がある」な
どはいらない。

・事故の結果については発言する必要はない。（捻挫、骨折などの
けが、あるいは死亡など）

４．”要因”を掘り下げよう
例＞状況：両手で荷を抱えて、階段を下りようとしている。
→「踏み外して落ちる」という危険が思い浮かぶ⇒・なぜ”踏み外”
すのか？→「足元が見えないので、踏み外して落ちる」⇒なぜ”
足元が見えない”のか？→「両手で荷を抱えていて足元が見えな
いので、踏み外して落ちる」

KYT基礎４ラウンド法の第２Rで各自が引いたアンダーラインの部分が、
KYTで求められる”危険の要因”である。



４．”要因”を具体的に表現しよう

具体的にするのは、お互いに分かり合い、気づきあうため

＜例＞ムリな姿勢なので～、不安定なので～、～が悪いので
という抽象的な表現だけでは、”何が” ”どのように”「ムリ、不
安定、悪い」のかがお互いに分かり合えない。
そこで、例えば、中腰で持っているので～、
つま先でたっているので～ など具体的に表現しよう。

また、
＜例＞安全帯をしていないので～、保護メガネをしていないので～、足

場を固定していないので～、というように、要因を否定的に捉え
た「～していないので」という発言がよくでる。

しかし、このままでは、危険の要因の中身が見えてこない。その危険の
様子、その動きが見えてこない。

そこで、
例えば、身を乗り出しているので～、頭を近づけているので～、足場が
ズレて動くので～など、前向きに、肯定定に表現しよう。

タッチ＆コールについて

〔ねらい〕
手や身体を触れ合わせて指差唱和することにより、さらに一体感を強め
る。ミーティング等の開始・終了のけじめをつける。

〔型〕
①タッチ型（７～８人以上）
・円陣をつくる ・左隣の人の肩に左手を置く ・右手人差し指で円
陣の中央をさす

②リング型（５～６人）
・円陣をつくる ・左手で左隣の人の親指をにぎりあいリングをつく
る

・右手人差し指でリングをさす



③手重ね型（４～５人）
・円陣をつくる ・左手重ね合わせる（リーダーは一番下で手のひら
上向き）

・右手人差し指で重ね合わせた左手をさす

〔やり方〕
リーダーの「○○ヨシ！」の「ヨシ！」を合図に全員で指差し
唱和（コール）する

〔いつ〕
タッチ型・・・朝礼時・終礼終了時・実技開始・終了時
手重ね・リング型・・・サブチームのミーティング時

指差し唱和について

〔ねらい〕
全員で対象を指差し、スローガンなどを唱和して確認することにより、
気合を一致させ、一体感、連帯感をもり上げる。

〔型〕
目・・・・・対象をみつめる
口・・・・・大きな声で「○○ヨシ！」
耳・・・・・自分の声を聞く
腕・指・・・左手は横から腰にあてる

左腕を伸ばし、左手人差し指で対象を指す
「○○」で一旦耳元まで振り上げて、「ヨシ！」で
振り下ろす

〔やり方〕
リーダーの「○○ヨシ！」の「ヨシ」を合図に、全員で一せいに指差
唱和する

〔いつ〕
朝礼時・終礼時
「１人ひとりカケガイノナイひと ヨシ！」
「ゼロ災でいこう ヨシ！」など


