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第 71 回セメント安全衛生大会日程

期　　　間	 ６月９日（木）、10日（金）

場　　　所	 東京証券会館ホール（東京証券会館８階）

　　　　　　　　第１日《６月９日（木）》

第１部	 	 	 	 14：00 ～ 15：00

　　１．開　会　式	 14：00 ～ 14：30

　　　　　開会の挨拶	 　　セメント協会　　　　会長

　　　　　安全衛生対策委員会活動報告	 　　安全衛生対策委員会　委員長

　　　　　来賓祝辞	 　　厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長

	 	 	 	 　　中央労働災害防止協会理事長

　　２．表　彰　式	 14：30 ～ 14：55

　　　　　安全衛生優良事業場表彰

　　３．大会宣言	 14：55 ～ 15：00

	 	 	 	 　　安全衛生対策委員会　衛生部会長

第２部　　特別講演	 15：10 ～ 16：20

　　　　　　職場のトリセツ　～組織力アップ講座～

　　　　　　　　株式会社感性リサーチ　代表取締役

	 	 黒
くろ

　川
かわ

　伊
い

保
ほ
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こ

	氏

　　　　　　　　第２日《６月10日（金）》

第３部　　研究発表	 ９：20 ～ 15：00

　　１．衛生部会（研究課題）	 ９：20 ～ 11：35

　　２．安全部会（研究課題）	 12：45 ～ 15：00

第４部　　閉　会　式	 15：05 ～ 15：10

　　　　　閉会の挨拶	 　　セメント協会　専務理事
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〈特別講演〉

職場のトリセツ　〜組織力アップ講座〜

黒
くろ

 川
かわ

  伊
い

 保
ほ

 子
こ

　氏   

肩　書　：　株式会社感性リサーチ 代表取締役
人工知能研究者（専門領域：ブレイン・サイバネティクス）
感性アナリスト、随筆家
日本ネーミング協会理事、日本文藝家協会会員

略　歴　：　1959 年、長野県生まれ、栃木県育ち。
1983 年奈良女子大学 理学部 物理学科卒。
ヒトと人工知能の対話研究の立場から、コミュニケーション・サイエンス
の新領域を拓いた、感性研究の第一人者。脳の気分を読み解くスペシャリ
スト（感性アナリスト）である。
コンピュータメーカーにて AI 開発に携わり、男女の感性の違いや、こと
ばの発音が脳にもたらす効果に気づき、コミュニケーション・サイエンス
の新領域を拓く。2003 年、㈱感性リサーチを設立、脳科学の知見をマーケ
ティングに活かすコンサルタントとして現在に至る。特に、男女脳論とネー
ミングの領域では異色の存在となり、大塚製薬の SoyJoy をはじめ多くの
商品名に貢献。
人間関係のイライラやモヤモヤに〝目からウロコ〟の解決策をもたらす著
作も多く、『妻のトリセツ』をはじめとするトリセツシリーズは累計で 90
万部を超える人気。

近　著　：　「職場のトリセツ」（時事通信出版局）、「不機嫌のトリセツ」（河出新書）
「話が通じない」の正体〜共感障害という謎（新潮文庫）
「夫のトリセツ」「妻のトリセツ」（講談社＋α新書）
「家族のトリセツ」（NHK 出版新書）
「コミュニケーション・ストレス」（PHP 新書）　男女脳の教科書・決定版！
人事教育ならこれ。

「共感障害 〜“話が通じない”の正体」（新潮社）　若者に急増する、新た
なストレスの火種！
他多数。



衛　 生　 部　 会
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「健康経営優良法人」認定取得に向けた取り組みについて

敦賀セメント株式会社
業務部人事グループ　坂田　圭佑

1.	 はじめに
敦賀セメント株式会社は、福井県
南西部の敦賀市に位置しておりま
す。日本海に面した敦賀湾に専用岸
壁を持ち、背後には石灰石鉱山があ
ります。また、北陸電力敦賀火力発
電所と隣接し、排煙脱硫用タンカル
の供給や排脱石膏や石炭灰の受入れ
等でコンビナートを形成しており、
特にフライアッシュは直接パイプラ
インでつながれているという特徴を
持った工場です。

［ 工場概要 ］

所在地：福井県敦賀市泉 2号 6番地 1
敷地面積：286,756 ㎡
従業員数：103 名（2022 年 3 月 31 日現在）
生産能力：約 70 万 t/ 年

各種セメント・タンカル・シリカ・固化材等を生産しています。現在運転中のキルンは 1980 年に建
設されたものです。また、弊社は敦賀セメント（株）を含めたグループ 7社での経営となっております。

表１　敦賀セメント（株）のグループ会社

写真１　工場全景

敦賀セメント運輸株式会社
1. 港湾運送事業
2. 一般貨物自動車
3. 産業廃棄物収集運搬事業

敦賀セメント建材株式会社
1. セメント / 生コン / 地盤改良材 / 各種景観材料の販売
2. その他の建築資材の販売

株式会社テクノツルガ
1. 一般産業機械設備の設計 / 施工 / メンテナンス
2. セメントプラントおよび関係設備の設計 / 製作 / 施工

ツルガ物流株式会社 1. 貨物運搬取扱事業（セメント・建材製品輸送）

武生小野田レミコン株式会社 1. 生コンクリートの製造販売

石山鉱業株式会社 1. 石灰石の採掘事業
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［ 沿革 ］

1935 年（昭和 10 年）	 敦賀セメント株式会社　創立
1937 年（昭和 12 年）	 敦賀工場　操業開始
1980 年（昭和 55 年）	 ２号キルン（NSP）増設
1988 年（昭和 63 年）	 敦賀工場　新岸壁完成（水深 10 － 14m　延長 530m）
1995 年（平成 7年）	 新石山鉱山（岐阜県）操業開始
1998 年（平成 10 年）	 敦賀工場　ISO9002 認証取得（現 ISO9001）
　　　	〃	 太平洋セメント（株）が発足　同社と提携開始
2001 年（平成 13 年）	 敦賀工場　ISO14001 認証取得
2012 年（平成 24 年）	 1,000t クリンカサイロ新設
2013 年（平成 25 年）	 北陸銀行よりエコリード・マスター制度認定
2015 年（平成 27 年）	 創立 80 周年
2017 年（平成 29 年）	 石灰石専用船『気比つるが丸』（10,400t 積）就航
　　　	〃	 健康経営優良法人認証取得
2019 年（平成 31 年）	 K2 キルンバッグフィルター化

2.	 安全衛生組織と管理方針
弊社の安全衛生管理組織は、安全衛生委員会とその下部組織にあたる安全衛生推進委員会がそれぞ
れ形成されております。この２つを合わせて「拡大安全衛生委員会」とし、総括安全衛生管理者をトッ
プとして月次の会議を開催したり、安全及び衛生に関する規定の作成または変更を行ったりしていま
す。また、災害発生時の原因究明や対策、災害防止計画の策定、健康診断や安全衛生に関する表彰な
ども実施しています。

当委員会では年度ごとに安全衛生管理方針を策定しております。令和４年度については、「ルール
遵守によるゼロ災達成とハラスメントの防止」を主題として、①	教育強化によるルール遵守とゼロ
災の達成	/	②	交通安全マナーの遵守	/	③	健康経営への取り組み強化	の３本柱で構成しております。

図１　安全衛生組織図
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3.	 健康経営優良法人	とは
［ 健康経営とは ］

「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。従業員
の健康増進に対して「投資」を行うことで、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化とい
う「リターン」をもたらし、結果として業績向上につながることが期待されています。
日本における健康経営は、政府の成長戦略である「日本再興戦略」の中で国民の健康増進を図るた
めの国策のひとつとして掲げられていることに加え、長くいきいきと企業で働くことができる環境づ
くりが継続した企業活動には不可欠と考える経営者が増えていることで、健康経営に対する関心が次
第に高まっています。

［ 健康経営優良法人の制度概要 ］

「健康経営優良法人」とは、2017 年に経済産業省が発足させた制度です。地域の健康課題に即した
取り組みや日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している
大企業や中小企業等の法人を表彰するものです。経産省およびその他のワーキンググループが設定し
た認定要件をクリアすることで認定を取得することができ、健康経営に取り組む優良な法人を「見え
る化」することで、従業員や求職者、関係企業などから社会的に評価を受けることができる環境を整
備することを狙いの一つとしています。	

表２　健康経営優良法人の認定基準
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この制度が始まった 2017 年より、認定取得を目指す法人の数は年々増加しており、2022 年３月に
発表された「健康経営優良法人 2022」では、大規模法人部門で 2,299、中小規模法人部門では 12,255
もの法人が認定取得を果たしました。

認定取得に向けた主な取り組みについて、弊社の衛生活動を織り交ぜながらご紹介いたします。

4.	 弊社での取り組み事例の紹介
［ 健康課題の把握 ］

（1） 定期健診実施後の受診勧奨

年に１度（特殊健診対象者は２度）
実施している健康診断の結果を産業医
と共有し、所見のある者や各項目の適
正数値から大きく離れている者などを
対象に病院への受診勧奨を行っていま
す。受診勧奨の様式（右図）を受け取っ
た従業員は１か月以内に医療機関にて
検査を受け、その結果をもとに産業医
が通常業務の可否を決定します。
受診対象となった従業員は過去３年
間９名→９名→６名で推移しており、
検査を受けたことで病気の早期発見に
つながったケースもあります。重大疾病を未然に防ぐためにも、産業医と協働したこの取り組みは
重要であると考えます。

［ ヘルスリテラシーの向上に向けた取り組み ］

（1） 講習会

①　熱中症講習会

　	　熱中症対策の一環として、症状や原因への理解を深めることは不可欠です。弊社では、夏が始

図２　健康経営優良法人 認定法人数の推移

図３　受診勧奨の様式
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まる前の５月中旬から熱中症に関する特別教育を実施しています。以前は外部から講師をお招き
しておりましたが、現在は特別教育のインストラクター資格を持った社員が行っております。直
近２年間は新型コロナウイルスの影響で１回あたりの参加人数を少人数に絞らざるを得なくなり
ましたが、社員インストラクターによる講習のため小回りが利き、多くの従業員、協力会社の皆
様にご参加いただいています。

②　メンタルヘルス講習会

　　衛生週間の期間中にメンタルヘルスに
関する講習会を開催し、心の健康づくり
に対する理解を深める機会の提供も行っ
ています。「心と身体の健康づくり」や「リ
ラクゼーション法」などをテーマに、地
元病院の臨床心理士や産業医による講演
を実施しています。（※2020 年度より感
染対策として会社全体での講習会の開催
は自粛中。）

［ ワークライフバランスの推進 ］

（1） ノー残業デーの設定

弊社では、1988 年１月より毎週水曜日を「ノー残業デー」としており、当該曜日については定
時退社を心がける取り組みを継続して実施しております。なお、業務都合でやむを得ず水曜日に残
業した場合には、人事 G宛に「ノー残業デーにおける残業届」を提出し、月内を目安に代替取得
日を申請することとしております。

（2） 年次有給休暇の取得を促進する取り組み

ワークライフバランス推進の一環として、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備にも努めてい
ます。人事 Gおよび上席による指導を含め、計画的な年次有給休暇の消化を促進しております。
このこともあり、2020 年度の平均取得率は 79.9％となっております。

［ 生活習慣病予防対策 ］

（1） 保健指導

協会けんぽ（保険者）に生活習慣病予防健診の結果を提供し、メタボリックシンドロームのリス
クが高く、生活習慣の改善が必要と判定された従業員を対象に、個別の保健指導を実施しています。
保健師が生活習慣改善に向けたアドバイス等を各個人に行うといった内容で、面談の他にメールや
電話などのツールを使うことで、アフターフォローまで確実に行っていただけるものとなっています。
弊社ではこの機会を自身の身体の現状を知ったり、良い数値を目指したりするためのきっかけづ
くりのひとつとしています。「メタボリスク」が高いとされた従業員の制度活用率は 100％で、健
康に対しての意識づけに役立てています。

写真２　講習会（感染拡大前）の様子
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［ コミュニケーション促進に向けた取り組み ］

（1） 健康増進ハイキング

春（６月）と秋（11 月）にウォーキ
ングイベントを開催しています。１回
10kmを目安に近隣のエリアを散策する
といった内容です。現在、新型コロナウ
イルス感染拡大により活動は休止してお
りますが、2019 年の秋までは毎年継続
して開催しておりました。

（2） 労使共同行事

社員のみならず家族にも楽しんで頂き
たいという思いから、労使共同で各種イ
ベントを開催しております。ハイキングと同様こちらの開催も現在は自粛しておりますが、イチゴ
狩りや釣り大会、バーベキュー大会などといった大規模イベントを季節ごとに行っています。

［ 運動機会の増進に向けた取り組み ］

（1） ウォーキング推進運動

この運動では、参加を希望する従業員に対して活動量計を配付し、
１ヵ月間の歩数を公表し参加者同士で競い合っています。ひと月当た
りの目標歩数を 10 万歩とし、目標を達成した従業員に対して粗品を
進呈することで、日常的な運動機会を提供することもこの取り組みの
狙いとしています。
2010 年 11 月より始めたこの取り組みは、現在でも根強い人気を誇り、参加率は 41.7％（43 人）
となっております。「歩く」習慣を身に着けることで健康増進を図っていきます。

（2） 体組成計の導入

先述のハイキングが新型コロナウイルスの影響で中止になったこと
を受け、健康増進事業の代替案を検討した結果、体組成計を導入する
運びとなりました。測定できる項目は、体重の他に BMI	/	体脂肪率	
/	基礎代謝量	/	筋肉量など多岐にわたり、各個人が目指すべき体重を
提示してくれる機能も備わっています。
運動不足による体重増加や基礎疾患の悪化等が問題となっている昨
今、当機器を活用することで自分の身体への理解を深め、健康管理に
つなげていくことに役立てています。
2021 年度の衛生週間に向けた新たな取り組みとして、体組成数値
の改善度を競う取り組みを実施しました。BMI	/	基礎代謝量	/	筋肉
量の３つの項目について２か月の間でどの程度数値をよくすることが
できるかといった内容で、それぞれの上位入賞者を表彰しました。

写真３　ハイキングの様子

写真５　体組成計

写真４　活動量計
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［ 感染症予防対策 ］

（1） インフルエンザ対策

感染症対策の一環として、弊社では６年前より希望者を対象に会社の費用負担でインフルエンザ
の予防接種を実施しております。市内の内科医に来社していただき、一斉接種という形で実施して
おります。ほぼ同じタイミングで予防接種を行うことで敦賀セメントグループ全体での蔓延リスク
の低減に努めています。過去３年の接種率はそれぞれ 94.8％（2019 年）、95.9％（2020 年）、89.1％
（2021 年）となっております。

（2） 新型コロナウイルス対策

幾度となく猛威を振るう新型コロナウイルスの感染対策も忘れてはいけない取り組みのひとつで
す。弊社では感染対策本部が策定した「感染症に関する事業継続計画」に則り、執務室の分散	/
リモートワーク	/	食堂使用制限	/	自席での弁当対応	/	発熱者の特別休対応	/	手指消毒の励行	など
を行っております。

［ 過重労働対策 ］

社内の安全衛生委員会おいて、「過重労働による健康障害防止について」が策定され、人事Ｇと職
制による時間外・休日労働時間の管理を強化しています。「１ヶ月あたり 100 時間を超える従業員」
と「２－６ヶ月の平均で１ヶ月当たり 80 時間を超える従業員」については、産業医の面接指導を実
施する事としております。また、上記従業員以外の者から申し出があった場合についても、概ね１ヶ
月以内に産業医の面接指導を実施いたします。
なお、本資料作成時から過去 2年間で、超過勤務が 80 時間 /月を超える従業員はおりません。

［ メンタルヘルスへの対応に関する取り組み ］

2011 年より医療機関による専属の医師・カウンセラーと連携をとりながら心の健康相談ができる
外部窓口を設置しております。従業員が家族の健康や子育ての悩みも含め、気軽に健康相談できる体
制を維持しています。

［ 喫煙に関する取り組み ］

（1） 喫煙に関するアンケート調査の実施

①　喫煙率

　	　2021 年度の衛生週間の期間中に「喫煙に関するアンケート調査」を行った結果、弊社従業員
の喫煙率は 30.8％（29 人）であることが分かりました。この数字は、がん対策推進基本計画で

表３　体組成計を使った数値向上チャレンジ　各項目における上位の結果
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掲げられた 12％や成人喫煙率の全国平均 16.7％（2019 年	国立がん研究センター）よりも高い数
字となっており、禁煙を促進する取り組みを早期に画策していく必要性がある結果となりました。

②　禁煙に対する意識調査

　	　場内で習慣的に喫煙を行っている従業員に対して、禁煙にどのくらいの関心があるのかを問い
ました。結果は下図のとおりであり、全喫煙者のうち 23.3％（７人）は少なからず禁煙に興味・
関心があることが分かりました。この層の禁煙支援を足掛かりに、喫煙率の低減の図ることとし
ました。

（2） 禁煙グッズの配布

禁煙に関心のある従業員に対して利用してみたい禁煙サポートを聞き取りしたところ、禁煙外来
の費用負担	/	健診時の禁煙相談	/	市販の禁煙パッチ・ガム・飴の配布などが挙げられました。そ
のことを受けて、禁煙推進の第１弾として禁煙サポート用品の配布を行いました。
希望者のみへの配布ではありますが、2021 年度の下半期で４件配布済みで、そのうち１名の従
業員がタバコを止めることに成功しました。喫煙については個人の嗜好に関わる事柄であり、すぐ
に効果が表れるものではありませんが、他工場の取り組み事例を参考にしたり、禁煙に対する支援
を拡充させたりすることで喫煙率の低減につながる施策を図っています。また、社内のたばこ自販
機の販売中止も働きかけ、機会を減らす事に努めました。

（3）受動喫煙の防止

健康増進法の一部が改正され、受動喫煙の防止は今やルール化されています。弊社でも厚生労働
省の指針や従業員からの声を集めながら受動喫煙防止のための対策を実施しております。
事務所内、中央管理室、C4 操作室で利用されている「喫煙室」については、法改正に合わせ当
該設備の換気能力を向上させました。また、屋外の喫煙所は事務所廊下に面した場所に設置されて
おりましたが、臭気が立ち込めることから事務所から距離のある場所に移転しました。

図４　弊社における喫煙者の数 図５　喫煙者のうち禁煙や減煙に興味のある人の数
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このことにより法改正以前の分煙状況は改善され、受動喫煙の防止につながっています。しかし
ながら、屋内喫煙所周辺に臭気が流出しているという声や、対策不十分という意見も出ており、受
動喫煙の完全防止には至っておりません。
今後も上記の様な取り組みを強化し、禁煙の推進や望まない受動喫煙の完全防止を実現するため
の取り組みを増やしていく方針です。

写真６　屋内喫煙所（事務所内） 写真７　屋外喫煙所

図６　各屋内喫煙所における出入口の風速

図７　職場における受動喫煙対策についての意見（抜粋）

※ 喫煙室入口扉から喫煙室内に流れていく空気の速度を線香の煙を使って計測。
いずれの喫煙所も厚労省のガイドラインに示された 0.2m/ 秒以上をクリア
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5.	 まとめ
以上のような取り組みが評価され、弊社は 2017
年より継続して「健康経営優良法人」の認定を受け
ることができました。弊社の従業員は 50 代・60 代
の層が群を抜いて厚くなっております。新卒採用の
継続による社員の若返りが急務とされていますが、
定年を控えた世代が元気に働き続けられる環境づく
りも衛生活動においては重要なテーマの一つとなっ
ています。従来の取り組みだけに満足するのではな
く、従業員のニーズに合わせた活動や時節に合った
取り組みを随時実施していくことで一人ひとりの健
康を支援し、活気のある敦賀工場を目指してまいり
ます。

2022 年３月　執筆

10・20代

50・60代 30代

40代

図８　年代別社員の構成比率
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産業保健スタッフと一体となった心と体の健康づくり活動について

ＵＢＥ三菱セメント株式会社　横瀬工場
安全衛生室　有徳　康輝

1.	 工場概要

敷地面積…約 200,000 ㎡
生産能力…100 万 t/ 年
従業員数…107 名（2022 年 4 月 1 日現在）
緑地面積…30.3％
生産品種…普通ポルトランドセメント
　　　　　早強ポルトランドセメント
　　　　　高炉セメント
　　　　　セメント系固化材
　　　　　セメント高性能製品

当工場は埼玉県の北西部に位置し、石灰石鉱山である武甲山の北側、秩父盆地の南東の端、秩父郡
横瀬町にあります。首都圏に近い工場であることから、廃棄物を積極的に利用し、資源循環型社会の
一翼を担いつつ、地域に密着した地域貢献型工場を目指しています。
秩父といえば「秩父夜祭」が有名で、京都の祇園祭、飛騨の高山祭とともに「日本三大曳山祭り」
に数えられ、毎年 12 月３日には冬の花火と共に盛大にお祭りが行われます。また、この秩父夜祭は、
2016 年に屋台行事と神楽がユネスコ無形文化遺産に登録されました。しかしながら、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、２年連続で山車の曳き回しが中止となりました。今年こそ開催される
ことを願っています。

写真１　工場全景
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2.	 産業保健スタッフの活動概況
当工場では、産業医・産業保健師・臨床心理士の産業保健スタッフ間の連携を強化し、心と体の健
康づくりに取り組んでいます。
主な活動内容は、下記の表に示すとおりです。

3.	 健康相談室
（1） 健康相談室開室の経緯

当工場の心と体の健康づくりの取り組みとして、臨床心理士の指導のもと、2009 年度より「心
と体の健康づくり」３ヶ年計画を策定しました。そして、その計画を元に相談窓口を開設し、臨床
心理士がうつ病などのメンタルヘルス不調をきたした従業員に対して、毎月健康相談を実施してき
ました。
この取り組みから、早期発見・早期対応の必要性と、一旦発症してしまうと完治するまでに多く
の時間を要することから予防の重要性が明らかになり、また発症までにわずかな兆候があること
や、メンタルヘルス不調者の初期症状に身体的な症状を発症するケースが多くあることが分かりま
した。
そこで、身体面から気軽に相談できる看護師による健康相談窓口を設け、健康づくりの専門的な
アドバイスを行ない、メンタルヘルス不調の兆候が見られる従業員に対しては、臨床心理士と連携
を取り、早期に対応する体制を確立することで、従業員が身体的にも精神的にもより元気に生きが

表１　2021 年度 産業保健スタッフの主な活動
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いを持って働けるのではないかと考え、その体制づくりの一環として、2010 年 12 月に工場内に健
康相談室を開室致しました。

（2） 現在の活動状況

現在は産業保健師による健康相談室を週に３日開室し、心と体の健康相談を実施しています。健
康診断結果に基づく有所見者に対する個人面談、時間外労働時間が月 45 時間以上になった長時間
労働者への面談、また、メンタルヘルスに不調の兆候が見られる従業員に対しても面談を行い、面
談の結果を踏まえ、産業医および臨床心理士と連携を取り、早期に対応する体制を確立しています。
2021年度の産業保健師による面談件数は、2022年３月16日現在で延べ99件となりました。なお、
2021 年度はメンタルヘルス不調により休業した従業員はいませんでした。

4.	 ストレスチェック
当工場では、心の健康不調を未然に防ぐために、2010 年度よりストレスチェックをいち早く導入し、
その結果を基にメンタルヘルスへの対応を行ってきました。

（1） 結果の概要

2021 年度は９月にストレスチェックを実施しました。結果の概要は次のとおりです。

対象者への受検勧奨を進めた結果、受検率は 98.1％と全国平均に比べると高い値となりました。
高ストレス者の割合は、若干全国平均を下回る結果となりました。総合健康リスク（働きやすさ）
といきいき度（働きがい）に関しては、工場全体としては良好な結果となりました。

表２　ストレスチェック結果概要

横瀬工場 社外参照データ
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（2） 高ストレス者への対応

ストレスチェックの結果、高ストレスと判定された従業員全員に、産業保健師および臨床心理士
が補助面談を実施しました。また希望のあった従業員は、産業医面談を受けています。結果、今回
就業制限や通院が必要とされる従業員はいませんでした。	

（3） 集団分析結果への対応

工場全体の集団分析の結果としては、注意を要する業務が多くあり、仕事量自体も多いという結
果となりました。従業員毎の業務の質や量を把握した上で、業務の優先順位付けや効率化、簡素化、
形骸化した業務の見直しを行なって、従業員毎の業務量を平準化する必要があると考えています。
また工場全体の強みとして、職務や責任が従業員に明確に理解されており、更に同僚からの支援が
得られていることが分かりました。
今回のストレスチェックでは、職場を職務毎に出来るだけ細分化した集団分析も実施しました。
分析結果に関しては、産業保健師から職場責任者にフィードバックを行ないました。
集団分析結果からわかる職場の強みや課題を産業保健師と職場責任者が共有し、他職場の良好事
例の紹介や実施可能な改善策の検討を行いました。2021 年度は、高ストレス職場は次年度の目標
に職場環境改善を組み入れることとし、産業保健師が改善計画の立案、３か月後、６か月後の振り
返りにおいても関わり、サポートしていくことにしています。
職場環境改善活動自体が職場の負担とならない様注意を払いながら、職場の強みを更に伸ばす、
又は弱点を補強することで、職場のいきいき度向上につなげたいと考えています。

図１　高ストレス者の基準
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5.	 健康診断有所見者への対応
（1） 健康診断再検査等受診率向上へ向けた取り組み

従業員の健康を確保し、また疾病による労働機会逸失を防止するため、2021 年度は健康診断有
所見者の医療機関受診の必要性について工場ホームページに掲載して周知し、更に産業保健師が対
象者に対し、書面、メールおよび電話による受診勧奨を行いました。

結果、対象者の医療機関受診率は対前年約 30％増の 84.6％となり、2012 年度厚生労働省調査に
おける全国平均 48.3％を大幅に超過しました。プライバシーに配慮しつつ、引き続き受診勧奨を継
続していくことにしています。

表３　職場環境改善（いきいき度向上）への流れ

表４　医療機関の受診が必要とされた有所見者の状況
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（2） 高血圧症への取り組み

1） 取り組みの経緯

　	　当工場の 2021 年度一般健康診断の有所見者率は、血中脂質・血圧・肝機能・血糖の順に高くなっ
ていますが、全国平均と比較すると、当工場は血圧の有所見者率が圧倒的に高いため、高血圧症
に対する取り組みを行うことにしました。

2） 啓蒙活動

　	　啓蒙活動の一環として、工場安全衛生委員会で
産業保健師が「高血圧症」について講話を行ない
ました。
　	　また、「高血圧症予防のポスター」を産業保健
師が作成して掲示板で掲示し、従業員に高血圧症
に関する正しい知識と関心を持ってもらうことに
しました。

3） 衛生管理室に血圧測定コーナーを設置

　	　高血圧は、特有の症状が出にくいことから、予
防や治療を行わないまま重症化することが多く、
年に一度の健診で血圧を測るだけでは、血圧管理
としては不十分と言われています。
　	　その対策の一環として、従業員が常時血圧を測
定可能な血圧測定コーナーを衛生管理室に設置し
ました。血圧測定の手順書などを掲示し、日々の
測定結果を記録できる用紙も準備しました。
　	　血圧測定コーナーを設置している衛生管理室
は、全従業員が毎日通る場所にあるため、いつで
も好きな時間帯に気軽に血圧測定ができるように
なっています。

表５　項目別有所見者率

図２　掲示物



－ 19 －

4） 衛生教育

　　2021 年 10 月の全国労働衛生週間では、産業保健師による衛生講話「高血圧の予防と管理」を
eラーニング方式で実施しました。
　　健康で働くために、そして退職後の人生も元気で楽しく過ごせるよう、生活習慣病である高血
圧の予防と管理について全従業員が学びました。
　　高血圧の所見がある人はどのくらいいるのか、また高血圧の定義や原因とその合併症について
説明し、加えて「塩分チェックシート」を用いて、普段どのくらいの塩分を摂っているのか、各々
が食生活を確認し、普段の食事の減塩の工夫、食生活の見直しについて学びました。従業員一人
ひとりが自らの健康に関心を持つ、良い機会となりました。

写真２　血圧測定コーナーの外観と掲示物

図３　全国労働衛生週間産業保健師衛生講話（資料一部）
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6.	 おわりに
従業員が病気やメンタルヘルス不調で休業することは、災害で罹災し休業して仕事が出来なくなる
ことと、労働機会を逸失するという観点では同じであり、当工場では安全と衛生を両輪とした活動を
進めています。また風通しが良くストレスの少ない職場環境は、従業員同士を相互補完し、安全成績
の向上にもつながると考えています。
これからも産業保健スタッフと一体となった心と体の健康づくりを推進し、更に従業員が元気でい
きいきと安全に働ける工場を目指していきます。
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新型コロナ対策と健康管理の強化について

日立セメント株式会社
経営管理部総務課　渡辺　律治

1.	 はじめに
（1） 日立工場の概要

日立工場は茨城県の北東部、太平洋に
面した日立市の中央部に位置します。日
立市は東に太平洋、西には多賀山地の
山々に囲まれた自然豊かな企業城下町で
す。国内では珍しく工場立地は JR 常磐
線日立駅前の市街地中心に設置され、当
社の前身から数えると、約 100 年の間同
地において地域住民の方々や行政関係の
ご理解とご協力の下に「地域密着型」で
操業を行っています。

図１　工場立地図

図２　当社と SDGs の関り

日立セメント
日立工場

JR 常磐線
日立駅
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「日立風流物」

ここで当工場が拠点に置く茨城県日立市に伝わる民俗文化財を紹介します。
「日立風流物」とは、同地の鎮守神峰神社に伝わる可動・変形する大きな山車と、その上で行われ
る操り人形（からくり人形）芝居のことを言います。
神峰神社の大祭にて氏子により奉納されてきたもので、現在は毎年春の「日立さくらまつり」で公
開されています。
（国の重要有形及び重要無形民俗文化財の両方に指定、ユネスコ無形文化遺産）

写真１　日立さくらまつり

（2） 沿革

1907 年（明治 40 年）	 助川セメント製造所として操業開始
1947 年（昭和 22 年）	 常陸セメントとして磐城セメントからの分離独立
1953 年（昭和 28 年）	 社名を「日立セメント」に変更
1989 年（平成元年）	 産業廃棄物処分業許可取得
1994 年（平成 6年）	 神立資源リサイクルセンター運転開始
2012 年（平成 24 年）	 神立「バイオプラント」竣工
2013 年（平成 25 年）	 骨材プラント竣工
2019 年（平成 31 年）	 	生産受委託によるセメント生産販売を開始
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2.	 従業員数と年齢構成
当工場の従業員は、2022年４月１日現在で男性60名、女性７名の計67名で平均年齢は48歳であり、
年齢構成は 20 代〜 30 代の若手の従業員が少なく、40 歳以上の従業員が約８割を占めています。

3.	 安全衛生管理機構

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

30才未満 　　～39才 　　～49才 　　～59才 　　60歳以上

6％ 6％ 9％5％12％ 12％ 13％ 13％14％ 14％

33％ 37％ 36％37％
38％ 40％ 40％ 35％35％ 38％

22％
31％ 36％34％15％

19％ 24％
27％30％ 25％

26％

24％ 16％21％

25％ 19％ 15％ 20％13％ 15％
13％

1％ 3％3％10％ 10％ 8％ 5％9％ 7％ 1％ 3％3％

図３　従業員年齢構成

図４　安全衛生管理機構図
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4.	 新型コロナ感染症予防対策
当社では、2020 年３月に「新型コロナウイルス」対策本部を設置し、検温・消毒の促進やソーシャ
ルディスタンスの確保、三密の回避、定期的な換気などを徹底して行いました。その結果、2020 年
〜 2021 年において当社における新型コロナウイルスの「感染者ゼロ」を達成することができました。

【 対策本部による感染防止対策要請事項 】

◇対策本部メンバー

　・社長　　　・取締役　　　・組合代表　　　・事務局（経営管理部）
◇具体的な対応

①検温の励行及び日々の体調を始業前に把握するため、全職場に行動表「ボード」を設置し、スケ
ジュールの他、以下の内容を記入する。
　・出勤前の検温実施有無（ ）　　・出社時の体調（〇、△、×）
　　※体調区分
　　　〇：平熱、風邪の症状なし
　　　△：熱はないが、風邪の諸症状がある
　　　×：微熱があり、風邪の諸症状がある
②始業前にアルコール消毒（消毒液各課へ支給）と拭き掃除を励行する。
　各々のデスク周り、コピー機・パソコン、各種ドアのドアノブ、トイレの便座など。
③会議、打ち合わせ、食事時には対人距離 2.0 ｍ以上を確保する。
　会議室、食堂の座席を 2.0 ｍ以上間隔がとれるように変更し、対面での食事は禁止する。
　執務中または会議・打合せの際、対人距離が 2.0 ｍ以内となる場合は必ずマスクを着用する。
④感染防止対策として、室内のドア・窓を２時間毎に 10 分間程度、開放し換気する。
　始業前・10 時・12 時・14 時・16 時
⑤退社後や休日でも「三密」の状況を避け、外出時の屋内・人混みでは、マスクを着用する。
　（同居する家族にも可能な範囲で、同様の対策をお願いする。）
⑥帰宅後すぐの手洗い・うがいを励行し、就寝前と起床後（出社前）に検温を行う。
　（同居する家族にも可能な範囲で、同様の対策をお願いする。）
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【 対策本部からの指示事項 】

（1） 従業員

①自己健康管理票、自宅待機者の健康観察票、行動調査票（接触者）の作成
②通勤方法（公共機関）の変更⇒公共機関使用禁止、時差出勤
③感染者（疑い者）発生時対応⇒対応フロー図作成
④予防対策⇒フロア分割又はデスク間隔 2.0 ｍ確保、在宅勤務、時差出勤
⑤消毒⇒トイレ・事務所・監視室・休憩室入口（アルコール設置）、靴底消毒マット設置
　　　　清掃：共同使用機器、机、ドアノブ（次亜塩素酸ナトリウム）
⑥検温⇒体温計支給、非接触型検温器の設置（各事業サイト、関連会社）
⑦従業員への情報提供⇒社内イントラへの掲載（毎日更新）
　　　　　　　　　　　政府・関係機関・茨城県からの最新情報
⑧ＧＷ等連休の外出自粛⇒各自の予定表作成、外出予定者は対策本部に連絡
⑨ＧＷ帰省者（緊急事態宣言地域）⇒帰省自粛、帰省者 14 日間待機、接触の回避
⑩ゴルフ練習場の営業自粛
⑪干し芋販売自粛
⑫宅急便・郵便の受取⇒玄関で受取
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（2） BCP（事業継続計画）

基本方針：感染者・濃厚接触者を出さない
　　　　　感染者・濃厚接触者発生時の迅速かつ円滑な対応
　　　　　製造必需品の確保

①BCP準備品の確認及び調達⇒感染症対策品の追加（マスク、防護品）
②日立工場・神立RCの運転⇒BCP作成（勤務シフト調整、製造必需品の在庫確保）
③セメント営業⇒在宅での勤務（在宅で営業システムにアクセス）
④外部対応
　・関連会社⇒対策の指導及び管理
　・外注業者⇒入門許可願の改訂（健康管理票追加）
　・感染者発生時の社外対応⇒社外連絡先への通達文作成

5.	 健康管理の取り組み
2018 年〜 2021 年の春季健診の結果から、血中脂質・血圧・血糖・肝機能において、半数以上の所
見があり、より健康管理の強化が必要となると考えられます。
健診結果のフォローアップとして、「要精密」対象者に対しては所属長より通達し、生活習慣の改善・
メンタルヘルスへの対応として、産業医からの助言・指導の徹底により、対象者の再検査を促すこと
により、早期発見・早期治療につなげることができています。

12 11 10 7
18 15

10 6

22 18
11 7

55
43
34 35

67
60

34
40

65 66

53
46

93

71

51 55

血中脂質 血　圧 血　糖 肝機能 心電図 尿（蛋白） 尿（（糖）

2018　　　2019　　　2020　　　2021

有所見者数

図５　春季健診有所見者

受診者数　2018 年：115 人 2019 年：94 人
　　　　　2020 年：75 人 2021 年：78 人
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6.	 安全衛生管理推進年間計画
【 基本方針 】

「安全と健康を守ることは、すべてのことに優先する」を基本に、職制の陣頭指揮と従業員全員参
加により、災害ゼロの達成と健康で明るい職場作りを推進する。

【 令和４年度衛生・環境スローガン 】

誰にでも話せる職場に笑顔あり、ストレスなくして明るい職場。

7.	 おわりに
新型コロナウイルスが流行してから２年ほど経過しましたが、流行初期は手探りでの感染防止対策
ばかりでした。厚生労働省や茨城県が発表するデータや資料などを工場内の掲示板に掲示したり、三
密にならないように在宅勤務や時差出勤をしたりして、刻々と状況が変化する中で操業と感染防止対
策を行ってまいりました。
現在では、新型コロナウイルスに慣れを感じている生活も感じられますが、日本は感染対策をしな
がらの社会・経済活動の両立というところまで何とかひた向きに進んできたという印象です。これも
人の「団結力」が成し遂げた成果だと思います。
何が間違いで、何が正しいのか答えを探すのは簡単ではありませんが、当工場では、引き続き基本
的な感染防止対策（マスク着用、消毒、ソーシャルディスタンス等）を講じると共に、なかなかスト
レスが溜まってしまう社会生活へと様変わりしてしまいましたが、毎朝のラジオ体操など適度な運動
を推進し、社会的距離は保ちつつも人の心と心の距離を離さずに体と心のケアを欠かさないことが大
切であると思います。

図６　令和４年度　安全衛生管理推進年間計画表
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栃木工場の労働安全衛生活動について

住友大阪セメント株式会社　栃木工場
業務課　西川　邦寛

1.	 はじめに
　・工場紹介

栃木工場は栃木県南部の佐野市に位置する内陸工場で、当社の関東における生産拠点として北関東
を中心にセメントの供給を行っています。その立地は、セメントの主原料供給元である自社石灰石鉱
山（唐沢鉱山）に隣接しており、1938（昭和 13）年にドライキルン２基で操業を開始しました ｡現
在では、NSPキルン１基で、クリンカー年産能力は 90 万 t です。
生産品種は普通ポルトランドセメント、高炉セメント、各種セメント系固化材（商品名：タフロッ
ク）を製造しています。
主原料である石灰石は、前述の唐沢鉱山で採掘し、カプセルライナー（空気圧送式輸送機）で搬入
しています。粘土は廃棄物・副産物の使用量が増加したため使用しなくなり、けい石は工場周辺より
トラック輸送で搬入されています。一方、石炭はオーストラリアやロシアなどから東京都・豊洲港お
よび千葉県・袖ヶ浦港で荷揚げされ、トラック輸送で工場に搬入されます。

　・バイオマス発電設備

さらなるリサイクル資源活用を目的に経済産業
省の新エネルギー事業として、バイオマス発電設
備を 2009 年４月より稼働しています。発電出力
は 25,000kWh で工場の電力を 100％賄い、余っ
た電力は工場の外で使用されています。再生可能
なバイオマス	熱エネルギーとして木質チップを
使用することで、石炭などの化石エネルギーの使
用量を削減して CO2 の排出量を抑制し「地球温
暖化防止に寄与できる環境負荷の少ない工場」を
目指しています。

写真１　工場全景 写真２　唐沢鉱山

写真３　バイオマス発電設備
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2.	 労働安全衛生（全社）
　・社員とともに

住友大阪セメントグループは、社員が安心して働くことができるように、安全・健康で働きやすい
快適な職場環境づくりに努めています。また社員一人ひとりが長きにわたりいきいやすい快適な職場
環境づくりに努めています。また社員一人ひとりが長きにわたりいきいきと働ける組織・職場作りを
目指し、能力や適性を活かして社会に貢献できる人材の育成と、活力のある会社づくりを目指してい
ます。

　・健康経営

社員とその家族のさらなる健康保持増進を目指し、「住友大阪セメントグループ健康宣言」を制定し、
健康経営に取り組みます。

　・住友大阪セメントグループ健康宣言

　・安全衛生活動方針

常に安全最優先で業務を遂行する人材を育成し、「安全に厳しい」企業風土を造る

図１　健康宣言
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3.	 栃木工場での活動
（1） 栃木工場　安全衛生体制

（2） 栃木工場　社員年齢構成

　※30 歳以下の人員が少ない

図２　栃木工場　安全衛生体制

図３　栃木工場　社員年齢構成
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（3） 各種活動内容

①　コロナ対策　以下の対策を実施

ａ．事務所での取組

　・密にならない様に事務スペースを、従来の事務所と講堂の２か所に分散
　　（対面を避ける様に■部分に着席）

　・事務所デスクの前方左右に、アクリル板を設置
　・事務所入口に消毒液、非接触型検温計設置、出勤時の検温と記録簿に記入（体温・体調）

　・会議への出席者の人数制限、時間短縮
　・在宅勤務及びリモート会議への移行
　・各種懇親会の開催中止
　・黙食、個食の徹底

講堂座席表　Bチーム

事務所座席表　Aチーム

倉
　
　
庫

資材倉庫

PR

舞
　
　
　
台

592

540

554

542

552

PC PC

PC

560

568

566

562

541 571 511 501

564

524

573

530

516

522

510

555 553 543 523
⑧

512

515

513514

503

521

526

561531

572

591

526

図４　密を避けた事務所レイアウト

写真４　講堂事務所の様子

写真５　事務所入口 写真６　検温と記録簿
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　・空気清浄機、サーキュレーターを使っての換気強化
　・ワクチン接種〜産業医に協力を得て

　　※３回目接種状況	3/31 現在　９名接種済み

ｂ．中央操作室（中操）での取組

　・空気清浄機、サーキュレーターを使っての換気強化
　・中操への関係者以外の入室制限
　・中操入口に消毒薬、非接触型検温計設置

ｃ．協力会社での取組

　・休転時のプレハブ増設（協力会社の休憩場所の分散）、座席配列見直し対面を避ける配席

　・休転時協力会社へ、入構前での PCR検査や抗原検査実施の協力依頼
　・休転時入構の協力会社への乗合い乗車による移動時での注意喚起
　　（車内でのマスク着用・無言・換気実施）

表１　コロナワクチンの接種状況

写真７　中央操作室

写真８　増設したプレハブ
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●実際の感染者数　社員＋協力会社（佐野市人口 11 千人）

　上記の対策を講じた結果、現在までのところ工場職場内でのクラスターは発生していない。

　・感染者が出た場合の工場の対応（PCR、抗原検査、外部業者による消毒等）
　　社内対応マニュアルに沿っての対応実施
　　例）同居家族に陽性者が発生した場合、濃厚接触者に指定された場合
　　　　→　	職場復帰は、同居家族の陽性者の陽性判定日より４日間自宅待機とし、PCR 検査、

NEAR法、抗原検査等による「陰性」および復帰直前 72 時間体調に変化がないこと
を条件とし、最短でと５日目以降とする。

②　熱中症対策

　※2021/8/26（下野新聞「SOON」ニュースより）
　　	栃木県内は 26 日、各地で気温が上昇し、佐野で 37.2 度、小山で 35.7 度、真岡で 35.5 度、宇
都宮で 35.2 度の最高気温を観測し、４観測地点で最高気温が 35 度以上の猛暑日となった。気
象庁によると、午後３時 20 分現在、佐野の最高気温 37.2 度は、山梨県甲州市の 37.0 度を上回
り全国１位となっている。

図５　佐野市内コロナ感染者と工場内感染者数

表２　佐野市の平均 / 最高気温
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　・休転にテント設置（現場での休憩所として活用）

　・熱中症予防ドリンク、塩分補給飴の配布、製氷機の設置
　・アチューマット作業現場に工業用扇風機設置
　・計測器の掲示（場内でのWBGTの視える化）

　　	塩分補給飴の配置、水分補給水の配置を行って来ましたが、残念ながら 2016 年と 2019 年に熱
中症災害が発生しました。追加対策として、場内でのWBGT値の視える化に取組み注意喚起
を促しました。これ以降は、熱中症災害は発生していません。

③　衛生部会によるパトロール

　・衛生管理者 PT
　・産業医 PT
　　産業医同伴による職場巡視、災害発生現場の視察、長時間残業者への産業医面談

④　定期健康診断の結果

　・産業医による検診
　・有所見者の年齢構成 /病名傾向

写真９　熱中症対策

写真 10　WBGT の視える化
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●診断結果

　・診断結果内訳　　血中脂質検査＞血圧＞肝機能検査＞その他

⑤　衛生週間の活動

　・体力測定（腕立て伏せ、踏み台昇降運動、前屈等の柔軟性）など
　・衛生ビデオ

⑥　クリーン作戦

　・工場周辺・工場内のごみ拾い、除草等を定期的に実施

⑦　場内トイレの整備

　・工場建設以来のトイレを順次更新中　和式→洋式
　・出荷事務所の女性用トイレを更新

⑧　分煙対策

　　受動喫煙対策強化を受けて、屋外に喫煙所設置しました。
　　元々、事務所建屋内の一角に喫煙室を設けて分煙対策を取っていましたが、受動喫煙対策強化
を受けて、屋外に喫煙室を設け完全分煙としました。

⑨　レクリエーション

　　従業員のコミュニケーションの場の一つとして年に一度、労使共催のボーリング大会を開催し、
毎年 40 名程度が参加します。
　　大会終了後は、表彰式を兼ねて懇親会を実施し、良いコミュニケーションの場となっています。

写真 11　喫煙室

表３　2020 年度　有所見者年齢構成表
（他覚、その他の有所見者は除く）



－ 36 －

⑩　ストレスチェック

　　毎年、アンケート形式の質問に答える形でストレスチェックを実施。
　　栃木工場の集計結果：４年間の健康リスク推移は以下となる。

⑪　時間外労働の削減

　	　ノー残業 day の実施、労使による時短検討委員会の実施、フレックスタイム、半日年休取得
制度等を活用

写真 12　全体写真 写真 13　ゲームの模様

写真14　懇親会及び表彰式（2019年11月開催）

図６　栃木工場のストレスチェック集計結果
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4.	 安全体感ルームの紹介
栃木工場では、災害を疑似的に体験できる教育施設施設を設けています。社内教育を受けたトレー
ナーにより、社員全員および現場作業で初めて入場する方等に対し、安全体感教育の受講を義務付け
ています。
各体験装置には、それぞれに応じた災害事例を掲示し、より具体的に体験できる様にしてあります。
別の個所には、その他の災害事例を集めて掲示しています。
　・挟まれ、巻き込まれ、フルハーネス型安全帯の装着体験等々
また歯止めとして、３年に一度の更新受講を行います。

5.	 安全アンケート実施（初）
初めての取り組みになりますが今春、労働災害撲滅のために個人の安全に対する意識調査について、
外部業者によりアンケート形式で実施する予定です。理由は、前述の安全体感教育等を経ても、回転
体に手を出すなどの人的災害が相変わらず発生するためです。

写真 15　安全体感教育施設
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6.	 終わりに
当工場における労働衛生活動の概要は上記の通りです。
少子高齢化が叫ばれる中、当工場も若年層が少なく年齢構成が歪になっております。老若男女問わ
ず社員には健康で過ごして頂き、世代交代をしていく必要があります。コロナ禍により中断している
物もありますが、再開した折にはこうした活動を通して心身ともに健康で働きやすい工場職場を目指
していきます。

以上



安　 全　 部　 会
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コロナ禍における休転整備の安全対策

琉球セメント株式会社　屋部工場
生産部工務課　仲村　昌悟

1.	 はじめに
当工場のある沖縄県名護市は、沖縄本島北部に位置する人口約６万人
の市です。日本で最も早い桜祭りや、ビッグボスで話題の北海道日本ハ
ムファイターズのキャンプ地として有名です。
また 2021 年７月に世界遺産に登録された地域と隣接し、固有な生き
物が多数生息している自然豊かな地域でもあります。

2.	 会社概要
当工場は、沖縄県唯一のセメントメーカーとして、昭和 39 年に名護市の旧屋部村に設立されました。
操業当初より『郷土の資源で郷土をつくる』を理念に掲げ、地域に密着した操業を行っています。

①　工場沿革

　昭和 34 年	 琉球セメント株式会社設立
　昭和 39 年	 屋部工場完成、セメント製造を開始・1号キルン（レポール：400t/ 日）
　昭和 42 年	 ２号キルン増設（SP：800t/ 日）
　昭和 55 年	 ２号キルンNSP化（NSP：1800t/ 日）・1号キルン休止
　昭和 56 年	 石炭燃焼設備工事
　平成９年	 ２号キルンFA化及び増産工事（2200t/ 日）
　平成 11 年	 ISO9002 取得（屋部工場セメント製造）

図１　沖縄本島図

屋部工場
（名護市）

写真１　工場全景



－ 40 －

　平成 12 年	 ISO14001 取得（屋部工場、安和鉱山）
　平成 18 年	 資源リサイクル事業開始
　平成 30 年	 安和港新桟橋の完成

②　工場所在地

　沖縄県名護市字安和 1008 番地

③　従業員数

　103 名（屋部工場：57 名、本社：46 名）

④　屋部工場安全衛生管理組織図

　当工場の安全衛生管理組織図は図２の通りです。

図 2　屋部工場安全衛生管理組織図
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3.	 休転整備の安全対策及びコロナ対策
①　安全管理体制

　休転整備作業時、当工場では図３のように安全管理体制をとっています。

②　休転着工前会議資料の作成及び事前配布

コロナ流行以前は、定期休転整備の実施前に休転整備関係者の代表を集めて安全会議を実施して
いました。会議の内容は主に、休転整備における安全管理体制の確認や、主要工事や大型工事の事
前周知、過去の休転整備時のヒヤリハット紹介等を行っています。休転での注意事項を事前に伝達
することで、事前に対応を準備することが出来、安全に作業できる環境をより整える事ができます。
コロナ禍である現在は、会議の開催による感染拡大を危惧し、個別に会議資料の配布を行い、それ
ぞれの作業班に関連する工事や注意事項を個別で伝えることで、安全管理を行っています。また、
休転整備期間中のコロナ感染を防止するため、対策マニュアルを作成し周知を行っています。

図３　休転整備における安全管理組織図

図４ 休転着工前会議資料表紙 図５ 新型コロナ感染防止対策 写真 2　作業前 KY 活動の状況
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③　安全施工サイクル

休転整備時の安全施工サイクルは図６のようになっています。コロナ禍以前、作業員全員を集め
ての全体朝礼を行っていましたが、コロナ禍での休転では以下の３つの対策を行いました。
㈠朝礼時の配列間隔の確保（作業員間の距離を２ｍ確保）
㈡参加人数の制限・縮小（全員参加での２ｍ距離確保が難しい為、班長のみ参加）
㈢朝礼の時間短縮化（伝達事項の要点をまとめて、朝礼時間を短縮）
これら対策にて、密を避けての朝礼が出来るよう改善しました。
また、朝礼時には以下の事を伝達しています。
㈠本日行われる工事において特に注意すべき事項
㈡毎日実施している安全パトロールで挙がった改善すべき事項や指摘事項
㈢ヒヤリハットの報告（前日にヒヤリハットが発生した場合）
特に、㈢のヒヤリハットについては、どのような作業のどんな状況下でヒヤリがあったか、どの
ような点を注意すべきだったかを伝え、これから行う他の同様な作業でヒヤリハットが発生しない
よう、作業員へ伝達しています。
朝礼での伝達事項は班長が持ち帰
り班内での作業前KY活動時に、各
班員へ伝えてもらいます。これによ
り、コロナ感染拡大を予防しながら
朝礼での伝達事項を伝える方法へと
改善しています。
また、15時にはこれまで職員と協
力業者代表を交えての工事工程会議
を行っていました。コロナ禍では、
職員と協力業者間の接触を最小限に
する為、業者を不参加へと変更しま
した。それに伴い、職員が協力業者
との電話での打合せを密にとり、工
事の進捗管理や工程調整、その他連
絡・調整事項等の確認を行って、対
面での打合せの時間を削減しました。
その後、各工事担当職員が工事進
捗を工程会議にて伝え、翌日以降の
工事の調整も実施するようにしてい
ます。工程会議後、個別で協力業者
の班長へ調整事項の連絡や、安全指
示・作業指示を行う方式へと変更し
ています。これらの変更により、こ
れまでより細かな内容や調整事項が
伝わりやすくなりました。 図 6　休転整備時の安全施工サイクル
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④　着工許可願、安全作業手順書、安全指示票

休転整備作業時では多種多様な作業を実施しますが、各作業毎に以下のような工事書類を作成し、
安全管理を行っています。
㈠作業前に協力業者側が提出する『着工許可願』、『安全作業手順書』
㈡当社員が作業における安全への留意事項を記載する『安全指示票』
これら書類を工事関係者へ回覧することで、作業内容の共通認識化を図っています。また、作業
における安全への注意事項も工事関係者が把握出来るだけでなく、現場へ掲示することで作業者も
作業内容や安全への注意事項が確認しやすくなる為、作業効率や作業安全性の向上を図っています。
またコロナ禍の現在、『安全指示票』にて作業する現場に応じて、屋内での作業や換気のない箇所
では、作業時のマスク着用徹底や換気によるコロナ感染防止対策をした上で作業を実施するよう、
特記事項へと記載し注意喚起しています。

⑤　コロナ感染防止啓発ポスターや注意喚起ポスターの掲示

朝礼以外の場でも、作業員へコロナ感染対策や安全啓発の為に、各現場（エレベーター内や作業
場から休憩所までの通路等）に、ポスターを掲示し周知しています。
特に近年当工場ではタイワンハブの目撃・捕獲情報が増えていることより、ヘビ（ハブ）の写真
入りポスターを掲示し、毒ヘビと無毒ヘビの見分け方や、噛まれた際の対処方法などを紹介し、注
意喚起を行っています。（2021 年５月ハブでの咬傷災害有り）

図 7　工事前に作成する各種手続き書類
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⑥　機器電源カット手順

機器電源カットの手順に関して、これまで安全衛生推進者と現場作業責任者の両者立会のもと電
源『切』を行っていました。立会時の接触を減らすため、安全衛生推進者が電源『切』後に作業責
任者へ電話連絡し、その後作業責任者が電源『切』の目視確認を実施して、作業を開始するという
ルールへ変更しました。

図 8　エレベーターや各通路に掲示した安全啓発ポスター

図 9　機器電源カット手順
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⑦　その他コロナ対策実施事項

1） 作業者の体調管理について

　　作業者の体温確認を毎日実施しており、作業者の体温が 37℃を超える場合は出勤を見合わせ
て自宅待機としています。自宅待機の解除は、PCR検査によりコロナ陰性が判明するまでとし
ており、感染拡大しないよう対策を行ってきました。また、作業者の家族で発熱者が出た場合や、
家族が濃厚接触者に指定された場合、発熱した作業者と通勤時に乗り合わせている別の作業者に
ついても、同様に自宅待機の対応及び PCR 検査を受けてもらい、感染拡大の防止に努めていま
す。
　　夏場においてはコロナ及び熱中症に対する対策
として、
㈠屋外で人と２ｍ以上距離を取れる現場の場合、
マスクを外して作業を行う
㈡30分に１回水分摂取を行えるよう、作業現場
へ水分を用意する。（これまで使用していた
ウォーターキーパーは使用禁止とし、個別に
ペットボトルを用意し、個別に管理すること
とする。）

　　以上、２つのルールを追加して対応を行ってい
ます。

2） 休憩所での感染対策

　　100 名超の作業員がいる休転整備は、休憩所も密になりやすい為、以下のような対策を行いま
した。
　㈠休憩時間の分散化
　　１班（５〜８名）内の休憩時間を２組にずらして行うことで、密になることを避けました。
　㈡休憩室窓・ドアの開放による換気及び、人数制限
　　	休憩室内で休む際は２か所以上の窓およびドアを開放し換気を行い、また室内での人数を２人
までとしました。

　㈢休憩室前へテント及びテーブル・椅子の設置
　　	休憩所外でも休めるように、休憩所横にテントを設置し、テーブル・椅子を並べ、屋外での休
憩スペースを作りました。また、ミストファンを設置することで、屋外でも体を冷やして休め
るようにすることで、熱中症対策としました。

写真 3　ウォーターキーパー使用禁止

使用禁止
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3） アクリル板によるパーティション、アルコールスプレーの設置

　	　協力業者の事務所へ、パーティションとしてアクリル板を設置しました。これにより、協力業
者同士でのミーティング実施時も、感染拡大を予防出来るよう対策を行っています。また、アル
コールスプレーを設置し、手の消毒・殺菌及びテーブルやドアノブ等共用部分の掃除にも用いて
おり、コロナ感染拡大の防止を図っています。

写真 4　仮設の休憩所設置イメージ 写真 5　ミストファン設置イメージ

写真 6　協力業者事務所での対策状況
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4） エレベーターでの感染対策

　　エレベーター内でのルールも新たに設定しまし
た。電話や会話の禁止、マスク着用の徹底等のルー
ルを定め、エレベーター内へ掲示しています。また、
乗車人数に制限を設け６名（対策前：定員 15 名）
までとし、距離をあけて乗るようエレベーター内が
密にならないようにしました。ボタンを押す際は指
先を使わず、指を曲げて第二関節で押すことで、ウィ
ルスが顔に付着するリスクを低減する為、推奨して
います。

5） 情報共有ツールの活用

　　作業員の毎日の健康状況や、
発熱者・濃厚接触者等が発生し
た際、職員と協力業者間で情報
を共有できるよう、情報共有
ツール（アプリ等）を活用しま
した。これにより、作業員の欠
員等の状況や、作業員欠員によ
る工事進捗への影響等が有れ
ば、その対応をより早く検討す
ることが出来ました。

6） 出勤時の車の乗り合わせ人数の制限とお願い

　　休転整備の作業員は遠方からの通勤者が多く、片道１時間以上を４〜７人で乗り合わせている
状況でした。出退勤時の感染リスクを懸念し、乗り合わせ人数をなるべく少なくするよう（要望
として２人まで）、協力業者へ協力依頼（お願い）をしています。

4.	 おわりに
以上のように、コロナ感染対策を実施した結果、作業員が多く集まる休転でも感染拡大を防止でき、
感染者を０名とすることが出来ました。濃厚接触者や感染疑いでの自宅待機は発生しましたが、工程
への影響なく計画通りに工事を終える事が出来ました。
コロナの収束がまだ見えないなか、これら対策の継続及び見直しを実施することより、コロナを乗
り切り無災害での休転整備完工を達成できるよう励んでいきたいと思います。

図10　エレベーター内へポスター掲示

図11　情報共有アプリを使用しての連絡状況
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災害傾向とその防止策〜経験５年未満者・外国人作業者の安全強化策〜

太平洋セメント株式会社　大船渡工場
設備部安全担当　井上　建

1	 工場概要
【大船渡港の最奥部に位置】

天然の良港を活かして、船舶による原
燃料の受入やセメント出荷を行い、東北
管内へのセメント供給はもとより、関東
圏へも出荷。
所在地：
岩手県大船渡市赤崎町字跡浜 21-6
敷地面積：700 千㎡　従業員：177 名
生産高：約 200 万ｔ /年　生産品：ボルトランドセメント・特殊セメント・高炉セメント
キルン：１号（RSP式）3,200ｔ/日　５号（RSP式）5,200ｔ/日　合計8,400ｔ/日（2021年４月現在）

2	 工場の安全活動状況
2 − 1　安全管理体制（安全衛生機構図参照）

2 − 2　2021 年度工場安全活動（実施事項）
【目標】「完全無災害」
1） 重点目標への取組み

（1） ルール違反災害

①教育（ルールを知る）
②設備（ルールを守れる）
③手順（ルールを守れる手順）
④ＫＹ、指差呼称
　（ルール違反に気付く）
⑤相互注意
　（ルール違反に気付かせる）

（2） 熱中症災害（①〜⑤基本対策）

①現場のWBGT値測定	 ⑤熱中症に関する勉強会
②WBGT値に応じた目安を設ける	 ⑥熱順化への準備
③目安に応じて行動	 ⑦個人の体調管理
④作業現場の環境改善	 ⑧管理者の積極的関与

2） 工場保安事故の防止（潜在保安事故リスク掘起し、低減計画立案実施実行・必要な教育）

図１　安全衛生管理機構図

写真 1　工場立地図
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3	 労働災害発生状況（全般）
3 − 1　東日本大震災後の災害 3 − 2　過去６年間の経験年数別災害

3 − 3　過去 6 年間の労働災害事故の型・傷名・部位（休業災害１件と不休災害 15 件）

図２　年度別工場労働災害件数 図３　年度別経験年数比較

【災害状況】

＊2011〜2014年度災害復旧工事もあり多発
＊2015年度は完全無災害達成
＊2021年度３件、うち外国人作業者不休災害１件
＊2014年12月〜2021年10月休業無災害継続

【分析結果】

＊経験年数５年未満の災害発生13件/16件
　災害発生率81.25%
＊経験５年未満従業員（工場＋協力会社）
　28.4%
　（2022年１月末現在　協力会社は常駐者）

【分析結果】

①「挟まれ・巻き込まれ」災害：50％
②「骨折」災害：56.3％
③被災部位の 75％が手に受傷

図４　事故の型別災害件数

図５　傷名別分類 図６　受傷部位別分類
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4	 経験年数５年未満者の災害
4 − 1　過去６年間の災害状況及び原因分析結果

【分析結果】　経験５年未満者災害の原因分析結果では以下の順に多い。
　　　　　　従って、それぞれに対し対策を打って行く必要がある。
　　　　　　〔主原因〕 〔必要な安全強化策〕

　　　　　　　①	人：知識不足・経験不足・間違った作業動作	 ⇒	①	安全教育の強化
　　　　　　　②	管理：作業基準（標準）の不備	 ⇒	②	作業標準の充実
　　　　　　　③	作業方法：作業監督指導不足・間違った慣行	 ⇒	③	作業監督・指導強化　
　　　　　　　④	設備：設備構造の不備	 ⇒	④	設備改善

4 − 2　安全強化策

＊	ＶＲ等の最先端技術を活用し現場で現実的な体感教育の実施、現場作業時に潜在危険を洗い出す
能力向上、分かり易く活用性のある作業標準書（手順書）への見直し、現場の不安全状態と行動
を見逃さない感性と周知・理解・共有を図る。

表１　経験年数５年未満者の災害原因分析

表２　経験年数５年未満者の課題及び安全強化策
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5	 外国人作業者の災害
5 − 1　外国人作業者の就業・労働災害状況及び原因分析結果

1） 外国人作業者の入場状況（2016 年 4 月〜 2022 年 1 月末）

【分析結果】

＊ 2019 年度から入場数が増え、2021 年度 50 人（６ヵ国）と増加傾向
＊コロナ禍が落ち着けば、今後ますます増加すると考えられる
　※外国人作業者は全て、協力会社の外国人技能実習生。

2） 外国人作業者の不休災害（2021 年４月 14 日定修作業）
〈状況〉	定修時、ＢＥ減速機の上ケース復旧作業中、

急遽２段歯車噛合い再測定作業を行う事と
なった。１段入力軸継手を手廻しする際、
ギアが重く不注意で同時に１段ギアに左手
を掛け、廻していたため、１段ギア・ピニ
オン噛合い部に左手指を巻き込まれた。

作 業 名　：ＢＥ減速機点検整備
　　　　　　２段歯車噛合い測定
事故の型　：挟まれ・巻き込まれ
傷名（部位）：左手中指先端骨折・薬指先端肉欠損
主 原 因　：作業基準違反
　　　　　　（作業内容変更時の再KY未実施）
　　　　　　段取の不備
　　　　　　作業の監督・指示不足
　　　　　　作業知識・経験の不足
勤続年数　：１年２ヶ月（２次下請）

図７　年度別外国人作業者入場状況

図８　災害説明図
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【原因分析結果】

・作業基準違反……………作業内容変更時の再ＫＹの未実施
・段取りの不備……………手廻しの際、重かったので回転するギアに手を掛けた
　　　　　　　　　　　　手廻しの際、ギア噛合い部の注意喚起措置を未実施
・作業の監督指示不足……被災者の間違った行動を確認していなかった
・作業知識経験の不足……手を掛けていけない事は認識、未経験作業で手を掛けた

【顕在化した問題点】

＊	主因は再ＫＹ未実施による作業基準違反であったが、本人の知識・経験不足に加え、日本語
が理解できないため作業責任者の指示連絡合図が十分に理解出来ていなかった。

　	これまで、外国人作業者の入場があいまいな条件により許可されていたため、外国人作業者

の就業条件と安全配慮の明確化を図ることにした。

5 −２　外国人作業者の安全強化策

1） 就業条件明確化

　1）− 1　現状

図９　外国人作業者の入構手続き（現状）

〈入場許可書〉 〈安全作業誓約書〉

外国人作業者への
安全配慮事項が無い

日本語理解度２項目
要求事項があいまい
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　1）− 2　改善案

【入場許可書（元請会社提出）内の日本語理解度条件明確化】

＊1.	日本語理解度に関して、“簡単な会話でも意思疎通が出来ない作業者の就業を認めない”
事とし、就業条件を明確化した。（2022 年 3 月 20 日〜運用開始）

＊2.	安全作業誓約書（元請会社提出）内の外国人作業者への安全配慮事項追加
・	元請会社側の送り出し教育では外国人作業者が理解し易いよう母国語等の視聴覚教材を使
用する。

・	労働災害防止の指示等を理解できるよう必要な日本語や基本的合図等を習得させるよう努
める。

・	安全作業責任者が作業全般に渡り作業内容の理解度確認を行い、特に連絡合図の伴う作業
において最大限の安全配慮を行う。（2022 年３月 20 日〜運用開始）

〈入場許可書〉 〈安全作業誓約書〉

図10　外国人作業者の入構手続き（改善後）
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2） 安全教育の強化

　2）− 1　現状

　　ａ　外国人作業者就業前の安全教育と入場許可

　　ｂ　外国人作業者の安全教育

　　　・教育内容の理解度を向上させる

＊日本語・日本文書を使い教育しているが、内容理解には不安がある

「安全確保は全てに優先します」 〜？

「５Ｓ（整理・整頓・清掃・」 〜？

図11　入場許可基準（現状）

〈教育用シート〉
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　2）− 2　改善案

6	 まとめ
現在、作業経験の熟練者が一線を退いている世代交代の時期を迎えて安全への意識低下が懸念される。
この現状を踏まえて、今回の安全強化策を推進し経験未熟者と増加する外国人作業者の危険感性を
高める活動を推進し「ゼロ災」を目指したい。

以上

図12　入場許可基準（変更後）

「安全確保は全てに優先する」

〈教育用シート〉
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重大災害（挟まれ・巻き込まれ災害）の撲滅について

ＵＢＥ三菱セメント株式会社　伊佐セメント工場
環境安全課長　細川　朋久

1.	 はじめに
伊佐セメント工場は山口県中央部の美祢市に位置する内陸の工場（写真１）です。
美祢市は「化石と花のまち」として知られ、近くには秋吉洞などカルスト地形の観光地として世界
的に有名な秋吉台国定公園がある自然豊かな町です。
当工場は、石灰石等を採掘する鉱山部門とセメントクリンカーを製造する工場部門が一体となった
工場で、鉱山部門では石灰石を年間７百万 t出鉱しています。また、工場部門では大型キルン２基で
セメントクリンカーを年間 3.5 百万 t 生産しています。
鉱山部門で製造した石灰石および工場部門で製造したクリンカーは、88t 積みのダブルストレーラ
に積込み、全長約 30 ㎞の専用道路を使って宇部地区へ輸送しています。

当工場の人員構成については、図１に示す通り
総勢 551 名のうち、協力会社が 323 名と全体の約
３分の２が協力会社となっています。

写真１　伊佐セメント工場全景および位置図

協力会社
323名

社員
228名合計

551名

図１　人員構成（2021 年９月現在）
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2.	 災害発生状況
（1） 災害発生推移

当工場の労働災害発生件数の推移を図２に示します。災害発生件数は 2016 年以降、休業・不休
災害合わせ毎年３件程度発生しており、特に近年社員の災害が多く発生している状況です。

（2） 災害の事故型別分類

災害を事故の型別で分類すると（図３）、重大災害に直結する「挟まれ・巻き込まれ」、「墜落・
転落」が全体の 44％を占めています。特に 2017 年については４件中３件がベルトコンベア等の「挟
まれ・巻き込まれ」で、いずれも休業災害という重大災害を発生させてしまいました。

図２　伊佐セメント工場の災害発生推移
（鉱山含む）

図３　災害の型別分類

挟まれ
巻き込まれ

墜落・転落

追突
激突され

飛来
落下

高温物
接触

転倒

踏み抜き
熱中症

22％

6％
6％

6％

11％

11％

22％16％
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（3） 年齢構成・経験年数と直近３カ年災害発生件数（軽災害含む）

当工場社員の年齢構成・経験年数と直近３カ年の災害発生件数を図４に示します。現在社員の平
均年齢は 39 才と団塊世代退職により若返っており、20 代かつ経験年数４年以下の災害が多い（７
件中５件）傾向にあります。また数は少ないですが、経験 25 年以上のベテラン社員の災害も 1件
発生しています。
協力会社については図５に示す通り、未熟練者に限らずベテラン作業員でも災害が発生していま
す。

3.	 重大災害撲滅に向けた取り組み
（1） 安全意識の向上に向けた教育の推進

経験の浅い若年社員の災害が多発していたことから、当工場ではVR（バーチャルリアリティ）
を用い、重大災害に繋がる「挟まれ・巻き込まれ」「墜落・転落」の体験型安全教育を 2021 年度か
ら開始しました。またベテラン社員の中には、安全ルールが緩い時代の知識・経験があるため、現
在の安全ルールへの意識や行動の切り替えが十分でない社員がいることから、全社員を対象に、基
本ルール等重要なルールを３年に１度、繰り返し教育するようにしています。

図４　社員の経験年数・年齢構成と直近３カ年の災害発生件数

図５　協力会社の経験年数別災害発生件数（直近３カ年）

写真２　VR 体験型安全教育 写真３　社員への繰り返し教育
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（2） 高リスク作業、設備の改善

高リスク作業・設備と判定されたものについては、順次リスク低減対策を実施していますが、ベ
ルトコンベア等での「挟まれ・巻き込まれ」による休業災害が近年多発していたことから、当工場
では、ベルトコンベアを対象とした安全対策を集中的に行っています。具体的には安全柵の高さ、
隙間等新しい基準を設定、工場で統一し、通常予算とは別枠で予算確保し実行しています。

〈 BC 安全対策概要 〉

　・実施期間：2020 年〜 2023 年（４カ年）
　・計画台数：224 台
　・実施内容：
　　新たに設定した安全基準を満たしていない
　　ＢＣ安全柵・カバー等の改造・更新

（3） 協力会社との安全対話

重大災害撲滅には、当工場従業員の約３分の２を構成する協力会社社員と一体となった安全活動
を進めていくことが重要です。協力会社については、安全管理体制強化を目的に監査を毎年実施し
ていますが、協力会社では経験年数に関係なく一定数の災害が発生していることから、更なる安全
管理の強化のため、協力会社の管理部署を監査対象に加え、管理部署が適切な連絡・調整および情
報提供を協力会社に行っているか等含めた確認を 2020 年度より実施しています。またその際、協
力会社の安全活動について意見や情報を交換する " 対話 " の時間を設け、その内容については工場
内での共有を図っています。

写真４　BC 安全対策実施例

写真５　協力会社との安全対話風景
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4.	 まとめ
本稿では伊佐セメント工場での重大災害撲滅に向けて取り組んでいる主な活動を紹介させて頂きま
した。
安全意識の向上に向けた教育およびベルトコンベアの安全対策により、「挟まれ・巻き込まれ」災
害については 2018 年以降発生ゼロを継続中です。また協力会社との安全対話で監査対象とした請負
作業での災害は、本活動開始以降発生しておらず、一定の成果が出ています。その一方で若年者の災
害は、重大災害ではないものの 2021 年度にも発生させてしまい、取り組みは道半ばといった状況です。
当社は三菱マテリアル株式会社と宇部興産株式会社のセメント部門が統合した新会社として 2022
年４月１日にスタートを切りました。一つの企業となってまだ日が浅いですが、安全衛生の分野にお
いても両社の英知を融合させ、更なる安全管理レベルの向上を図り、労働災害の撲滅に向けて邁進し
ていきます。
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構造物の腐食崩落危険個所の評価と対策について

苅田セメント株式会社
安全衛生責任者　角田　雅樹

1.	 はじめに
苅田セメント株式会社（以下、麻生セメント株式会社と表記する）は、社会システム変革への貢献
というグループ経営理念に基づき、心から安心・信頼される製品と技術を提供し、安全な社会基盤づ
くりに欠かせない存在となることを目指している。我々社員は、その実現のため、「安全第一」、「人
材育成」、「お客様志向」、「業績志向」の４つの価値観を中核に据え日々業務に取り組んでいる。当社
は、福岡県内に苅田工場、田川工場の２工場を有し、計 240 万トン /年（OPC）の生産能力を持っ
ている。
当社は、2001 年、株式会社麻生からセメント部門のみを分社化し、フランスのラファージュ社（現
ホルシム社）との合弁会社として新しく麻生セメントとして再出発した。2004 年には社名も麻生ラ
ファージュセメントと変わり、世界レベルの技術を取り入れながら約 11 年間ともに歩んできた。
2012 年の資本比率の変更により、再度麻生セメントと社名を改め、2021 年に資本関係は解消したが、
様々な管理手法は業務の中で既に根付いており、安全衛生管理もその例外ではない。
今回はそのひとつである構造物崩落危険個所の管理手法と改善の進捗について紹介する。

写真１　苅田工場全景

図１　麻生４つの価値観
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2.	 安全衛生アンビション
当社では、安全衛生に係る中期計画を策定し、それを元に事業所毎の年間安全衛生改善計画が立て
られ実行されている。
苅田、田川の両工場では日常リスクの低減策としてリスクアセスメントの徹底及び現場で作業者と
安全対話を行う作業巡視評価、そして個人の自主性を醸成するための安全トレーニングを安全衛生活
動の大きな柱としている。
今回は日常リスク低減策の一環として 2016 年より現在まで取り組んでいる『構造物の腐食崩落危
険個所の評価と対策』について紹介する。

図２　安全衛生中期計画と工場年間安全衛生計画
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3.	 災害事例
① 2014 年３月 25 日深夜、田川工場クーラー EP入口ダクト（H:4.5m×W:3.3m×L:30m）が突然崩落
した。幸い負傷者は出なかったが、その後の調査でダクト内部に多量のダストが滞留して、設計以
上の負荷が掛かっていた事、また、サポートのボルトに腐食がありダクトの重量に耐えられなくなっ
て崩落してしまった事が原因だと想定された。

② 2016 年７月５日未明、苅田工場で CL1BE 建屋軒先コンクリート（L:10m×W:1m×T:20cm）がク
リンカー BC建屋上に崩落した。幸いにも現場周囲には、作業者がいなく人的被害はなかったが、
一歩間違えば、重大災害につながっていた。崩落した軒先は鋼板デッキプレートを建屋梁に溶接し
コンクリートを打設した構造だったが、鋼板・コンクリート共に劣化し、加えて 20cmの厚みに堆
積したダストの荷重に耐えられなかった事が原因だと考えられたた。

4.	 構造物の腐食及びダスト堆積調査（リスクアセスメント）
苅田・田川の両セメント工場においては、多数の老朽化した建物や設備等が存在し、経年劣化によ
る腐食や固結した堆積ダストが原因となり崩落・倒壊する危険性が高まっていた。ほとんどが築 30
年を超える構造物であり、中には 80 年以上前の設備も残っている場所もある。苅田工場の制御室建
屋軒の崩落事故では、幸い人的被害はなかったが、製造工程へ甚大なダメージを与え、復旧に３日を
要した。この災害を契機に“構造物の劣化”及び“ダストの堆積”の問題を体系的に整理し対策案を
策定するため、ラファージュホルシム社（当時）より構造物の専門家を招き、両工場全体の構造物リ
スク評価を実施した。
両工場で専門チームを組み、以下のようにリスクアセスメントを実施した。
①崩落・倒壊の危険性について、評価方法の大幅な見直し（より現実的かつ客観的な）
②工場全域で一斉点検・踏査
③特定された約 600 件の危険個所に対しリスクの格付けを実施
④対策の優先順位を設定すると共に、必要な投資・改修費用を試算

写真３　崩落した軒先

写真２　崩落したダクト
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危機感を持って精力的に取り組むことにより２週間余りで全ての評価を完了し、	2020 年までの必
要な投資・改修費用を算出した。また、各危険個所アイテムには、緯度・経度情報を加え、オンライ
ンの地図アプリケーションによって、Web で参照可能な地図上に情報をプロットし、危険個所を見
やすく表示することができるようになった。
その結果、経営層及び従業員に対して、中期的な改修計画を明確に提示することができ、危険性の
完全な排除までには時間を要すものの、明確に見通しを立てることができるようなった。
今回の事例は、短期間で且つ系統だったリスクアセスメントを実施することができ、それを経営判
断の材料とすることができた事例である。

※リスクマップの円の大きさは改修にかかる費用の大きさで、色はリスクレベルを表している。

写真４　苅田工場 リスクマップ

図３　リスク評価まとめ表と改善計画
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5.	 苅田工場桟橋の改修
2016 年のリスク評価を元に経営層から大きな改善予算が付与され、建屋等の改修は 2020 年までに
概ね終了することが出来た。しかしながら、桟橋に関しては水中部分の評価が不十分であったことか
ら必要な作業や費用が不透明であった。そのため、コンサルタントを入れて必要な作業を洗い出すこ
とから始めた。
苅田工場の桟橋は 1964 年に建設されたもので、リスク評価の結果、鋼管杭の強度は 90％程度維持
されていたが、床板部分のコンクリート強度は約 50％に低下しており早急な改善が必要だとの判断
を元に、2018 年から大規模改修が計画された。
苅田工場の３つの桟橋は取扱品目毎に出荷・受入れ設備を併設した専用桟橋となっており、改修工
事中も使用しなければならず、作業員の安全を確保した上での施工を実現するため１号桟橋から順次
改修する事となった。

写真５　苅田工場改善事例

図４　桟橋のリスク評価結果
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6.	 １号桟橋改修工事
調査の結果、１号・２号桟橋の劣化は同程度と評価されたが、水切り用クレーンが設置され、かね
てより作業時に桟橋全体が揺れて荷役時のリスクが高い事が報告されていて、更に付け根部分の劣化
が激しかった１号桟橋の改修工事から実施する事となった。

施工は、先ず梁の断面修復と補強作業をするための吊り足場の設置から着手した。そして海水に面
した部分の劣化コンクリートの除去、鉄筋工、グラウト材による梁の修復後、耐久性の向上と、せん
断・曲げ耐力の向上を図るため炭素繊維シートを巻き付けた。
梁の補強後に、床版上面のコンクリートを打ち増し（200 ㎜）、床版下面の劣化コンクリートの除去、
床版下面の劣化コンクリートの除去及び鉄筋の防錆処理、モルタル吹付による被りの確保までで上部
工は完了した。
次に被覆防食の劣化が進んでいた下部工に取り掛かった。鋼管杭の補強に関しては、海中での作業
が主体となり、この作業期間も絶えず入出荷のための船舶の出入りがあった。海中作業員と船舶の干
渉を避けるため、岸壁上の監視員に加え海上にも巡視船を配置し、安全を確保した。

図５　１号桟橋改修計画

写真６　足場の設置と梁の大断面修復状況
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下部工終了後、ブレース・防舷材（１, ３号桟橋）・係船柱及び手摺の更新を行い、延べ作業人員 4,256
人、作業期間 15 ケ月に及ぶ工事は終了した。この間、軽微なものも含めて災害は発生させずに終了
することができた。
桟橋の強度自体が改善したことにより、そこでの作業もより安全に行われるようになり、作業員の
方々からも喜びの声が寄せられた。

写真７　梁の補強と床版の強化状況

写真８　床版と鋼管杭の補強状況

写真９　水中作業状況
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写真 10　１号桟橋完成状況

写真 11　１号桟橋荷役作業者の声
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7.	 その後の計画と実施状況
１号桟橋の作業終了後、2021 年１月より２号桟橋の改修に取り掛かり、これも本年１月には終了
した。
３号桟橋に関しては劣化の激しかった防舷材の交換は終了しており、下部工のダメージが比較的少
ないため、経過観察と共に必要な対応を取ることとなった。

8.	 まとめ
リスク評価において外部の専門家を積極的に活用し、新たなアプリケーションを使用するなどして
リスク及び費用を可視化できたことによってスムーズな経営判断を引き出すことができた為、構造物
のリスクは大きく改善された。何よりもそこで作業する人たちに喜んで頂けたことが大きな収穫で
あった。安全のために必要な知識を与え、ルールや手順を順守させる事は重要であるが、安心して働
ける職場を提供することが我々の一番の役割であることを、この一連の改善を通じて再認識すること
が出来た。
しかし、一方では、昨年も転落災害が発生するなど、重大災害のリスクは完全には除去されていな
い。
従業員・協力業者には安全衛生基準・作業手順の順守や質の高い危険予知を求め教育していくとと
もに、リスクアセスメントを絶え間なく進め、安全な作業環境の提供に全力を尽くし、安心して作業
できる職場の構築を目指していきたい。

図６　２号桟橋改修計画
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