
鉄鋼業 1000人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

○改善後 

 

 

 

職場改善事例（件名） 

クランプ吊り治具改善 

 

１． 改善の目的と背景 

 クランプ吊り治具には、その治具を締付けや分解をする為の 

専用スパナがただ置いてある状態のまま乗せられ 

使用されていた。しかし、治具を吊って移動した場合、 

何らかの拍子にスパナが落下する可能性があった。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

 落下をしないように吊り治具に最初から取り付けられていた 

パイプを利用し、さらにΦ6×40の丸棒を社内既存物で溶接して 

加えスパナの定位置かを図った。費用は社内既存品のため無料、 

パイプ取付け～効果確認期間として４月～５月の約１ヵ月 

となった。 

３．効果 

クランプ吊り治具を吊り上げた際の上部からの物が落下して 

くる危険性を無く、スパナの定位置化にも繋がりった。 

効果の確認として、今までスパナが落下してきたことは無い。 

 

溶接部 



鉄鋼業 1000人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

○改善後 

 

 

 

職場改善事例（件名） 

仮作業場所（苫小牧倉庫）/木材加工専用作業台の製作 

１．改善の目的と背景 

外部の梱包作業は苫小牧市内の倉庫を借用し実施。 

使用する木材は、電動丸鋸、卓上丸鋸を 

木材周辺若しくは作業場周辺に運搬、必要寸法に切断し、 

使用しているが電気コードが必要であり、また卓上丸鋸は 

自重 30kgと重く、更に切断時の体勢が不安定となり、 

リスクも高く、段取りにも時間が多く掛かっている。 

 

 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

 構内の梱包工場に保管してあった、廃棄処分予定の 

ベニヤ切断機に目を付け、この切断機の一部を利用し、 

各部に廃材を用いたオリジナルの木材加工専用作業台を製作。 

仮作業場に設置。 

 

・費用 ～ 約\102,100（人件費含む） 

・期間 ～ 約 4 日（運搬・設置含む） 

３．効果 

・木材切断機（クロスカットソー）のメーカー価格 

約\760,000／１台（取付け工賃含む） 

 

\760,000 –  \102,100 = \657,900 削減 

 

 



鉄鋼業 1000人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

○改善後 

 

 

 

職場改善事例（件名） 

つまずき、転倒防止 

１．改善の目的と背景 

工場内通路横に段差がありトラテープにて注意喚起してつまず

き、転倒を防止していたがテープの粘着が弱くすぐにテープがはが

れてしまって見えにくくなっていた。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

テープでははがれてしまうため、ペンキでラインを引き段差を分か

りやすくし、注意喚起した。 

３．効果 

ペンキでラインを引いたことではがれることが無く、テープのと

きよりも見えやすくなり工場内の安全が向上した。 

 



鉄鋼業 1000人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

開き戸 

○改善後 

引き戸 

 

 

職場改善事例（件名） 

 

工場出入口扉の改善 

１．改善の目的と背景 

 

従来、工場出入口の扉は開き戸であった為、強風により扉が 

急に開閉し、アルミ製の戸枠や、窓ｶﾞﾗｽ等の破損が度々あった。 

 

また出入り時に手、指を挟め怪我をする要因となっている。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

 

強度があるスチ－ル製の引き戸に換える 

 

３．効果 

1. 保全維持向上 

強度のある戸に換え、強風による破損がなくなった。 

2. 安全性向上 

引き戸にすることで、強風により急に開閉しなくなった為、

挟まれる危険性が激減した。 

 



鉄鋼業 1000人以上  

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 梯子を、柱に立てかけて保管していた。 

      

○改善後                               

梯子掛けを製作し、保管した。         

        

 

職場改善事例（件名） 

梯子保管時の、安全の確保と工場の美化 

１．改善の目的と背景 

梯子を保管する際、柱に立て掛け保管していたが、 

固定していないため、人や物が接触すると倒れる危険性 

があった。 

 災害に結びつくリスクの低減を図る為、改善を行った。 

 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

 梯子が倒れない保管方法にするため、柱に鋼材を取り付け、 

梯子掛けを製作した。 

 

製作費  鋼材と人件費含め 約 8万円 

工事期間  2日 

３．効果 

梯子掛けを製作し保管した事で、物や人が接触しても、 

梯子が倒れる危険性が無くなり、災害発生のリスクの低減を 

行う事が出来た。 

 また、付随効果で、工場内の美化に努める事も出来た。 

 



鉄鋼業 1000人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○改善後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場改善事例（件名） 

階段や踏み台の視認性改善による転倒防止 

 

１．改善の目的と背景 

試験装置を扱う際に階段や踏み台を昇降することが多くある。階

段が床面と同じ色であり見づらいため、転倒する危険が考えられる

ことから、改善を行った。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

・階段や踏み台に塗装を行った 

・トラテープを貼った 

 

工期：1日 

費用：数千円 

３．効果 

・階段や踏み台の視認性が向上し危険度が小さくなった 

 

体験 仮想 グループ名

報 告 者 研究所長 担当課長

日　　 時 2016 年 3 月 16 日

発生場所

作 業 名

1

4

2

1 Ⅰ

　急冷凝固装置による試験中に装置上部で
の温度測定後､階下に降りる際に階段が床
と同色だったため､端が見ずらく踏み外しそ
うになる｡

程
度

  大　脇

溶解凝固実験室

VCD試験

推進員 管理職 安全委員

ヒヤリ・ハットの状況（左欄：写真、イラスト等      右欄：状況説明）

評価

頻
度 総

合

可
能
性

レ
ベ
ル

前
2016.3.26

田

鈴木
2016.3.19

茂

田中
2016.3.16

勝

体験 仮想 グループ名

報 告 者 研究所長 担当課長

日　　 時 2016 年 3 月 10 日

発生場所

作 業 名

1

4

2

1 Ⅰ

評価

頻
度 総

合

可
能
性

レ
ベ
ル

千葉

溶解凝固実験室

VCD流滴試験作業

推進員 管理職 安全委員

・VCD流滴試験装置での溶解中に踏み台
に上がりFeを追装するがこの時足を踏み外
し捻挫や転倒する事が考えられる。

程
度

前
2016.3.26

田

鈴木
2016.3.19

茂

田中
2016.3.17

勝

1
4

2

1 Ⅰ

対    策

・足元を確認して踏み台から昇降する。
・踏み台の端に黄色のペンキを塗って目立
つ様にした。

評価

頻
度 総

合

可
能
性

レ
ベ
ル程

度

1
3

1

1 Ⅰ

・階段の端に目立つように黄色の塗装を
　写真にあるように施し､見やすくした｡
・階段の昇降時には足元確認を行うよう
　にする｡

評価

頻
度 総

合

可
能
性

レ
ベ
ル程

度

対    策

1
3

1

1 Ⅰ

対    策

・階段の格段に虎テープを貼り、段差を分か
りやすくした。

評価

頻
度 総

合

可
能
性

レ
ベ
ル程

度

傾斜大きいため材料落下の危険 

階段や踏み台が見づらいため、昇降の際転倒の危険 

塗装やトラテープで視認性を向上させて 

危険度を低減させた 



鉄鋼業 1000人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

○改善後 

 
 

 

職場改善事例（件名） 

シャックル置き場の改善 

１．改善の目的と背景 

土間置きされている為に、使用時には屈んで取り出す為に 

腰を痛める危険性がある。 

 

 工場内の粉塵、雨水等で収納架台が汚れ美観が悪い。 

 

 重量識別表が熱で変形し、管理出来ない。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

  

取り出しの際の作業性と、粉塵等による汚れの対策として 

 壁掛けタイプの収納に変更する事とした。 

 

 ワイヤーとセットで使用するので、ワイヤー収納場所の隣 

 に収納場所を設置する事で作業性の向上を図る。 

３．効果 

取り出しの際に屈んで腰を痛める危険性を排除出来た。 

 

ワイヤーとシャックルを一括収納する事で作業性が向上した。 

又、重量識別表が熱で変形する事が無くなった。 

 

壁掛けタイプにした事で、粉塵等での汚れを低減出来た。 

 

土間置き収納で保管 

壁かけ収納で保管 



鉄鋼業 1000人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

トランスの充電部分が露出しており、作業中に接触し感電する恐れ

があった。 

 

○改善後 

充電部に直接触れられないように、塩ビ板で養生した。 

 

 

 

職場改善事例（件名） 

統合第 2配電室 トランス露出充電部の感電防止 

１．改善の目的と背景 

電気室内で点検等を行う時に、トランスから露出している充電

部に触れ感電する恐れがあった。 

日常点検は、毎日行う為、リスク低減を図りたい。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

塩ビ板で養生を行い充電部に容易に触れる事が出来ないよう安

全距離を確保した。又、トラテープで視認性を高める様、改善し

た。 

作業は内作で実施した。 

 

部材費 約４万円 

工事期間 ４日 

３．効果 

充電部を養生したので、長尺物の運搬時に不用意に接触する恐

れが無くなった。 

点検時に安全に作業が行えるようになった。 

 



職場改善事例（件名）

ダイカストマシンライトカ ー テンによるインタ ー ロック（昨年同様）

1 . 改善の目的と背景

ダイカストマシンには、 安全マットを踏むと 一部の動作が停止す

るインタ ーロ ックがあるが、 安全マットす法がJIS規格より不足し
ている為、作業者が安全マットを跨いで作業する事が可能であった。

2 . 取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間）

ライトカ ー テンを設置し、 ダイカストマシンの安全マットと同様

のインタ ーロ ック機能を追加しました。

約30万円／台×4台展開済

3 . 効果

安全マット同様のインタ ーロ ック機能とそれ以外のインタ ーロ ッ
ク機能を追加し、 リスクレベルが低減出来ました。

非鉄金属製造業　　　　300人以上

（改善事例写真 ・ 図 ・ 関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。

O改善前

金型の開閉動作、 ロボット動作の制限

0改善後

金型の開閉動作、 ロ ボット動作、 手動操
作時の油圧動作、 安全ドア動作の制限



金属製品製造業 300人未満  

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

○改善後 

 

 

 

 

職場改善事例（件名） 

サンダー掛け火花飛散り対策 

１．改善の目的と背景 

サンダー掛けを行うとき、通路（歩行者）に  

火花が飛び出してしまう。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

 サンダー掛けを、同じ場所で行いたいので、 

 飛散防止のアクリルシートを設置した。 

３．効果 

サンダー掛け時、通路を気にせず作業が出来るようになった。 

 



金属製品製造業  100人未満 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

改善前の写真は有りません 

○改善後 

 

 

 

職場改善事例（件名） 

職場照明の L E D 化 

１．改善の目的と背景 

1）改善の目的 

①作業環境の改善・・作業場が明るくなる事により作業環境の 

改善が図れる 

②エネルギー消費の低減・省エネのL E D照明に替える事により 

電気代の節約やひいてはC02排出量 

低減や地球環境負荷の低減にもつながる 

もつながる ２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

 事務所照明の蛍光灯（一部白熱球）からL E D照明に変更 

1）概算費用 

2）工事期間 

 

３．効果 

① 業環境の改善・・作業場が明るくなり作業環境が良くなった。 

②エネルギー消費の低減・・下記の通り 

イ）電気代で（変更前）（円／月）～（変更後）（円／月） 

ロ）電気量で（変更前） (kWh／月）～（変更後） (kWh／月） 

ハ）Co 2排出量の差（変更前一変更後） (kg-CO2／月） 

CO2 排出係数・・・ 0. 513kg-C02/kWh （中電） 

 



はん用機械器具製造業 3000人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

 

    

○改善後 

 

 

 

職場改善事例（件名） 

エアーガン用ホースコードリール化 

１．改善の目的と背景 

数メートルの長さを必要とするエアーガーン用ホースが 

床面に置いてある為、作業者が躓き転倒する可能性がある。 

使用しない時のホース置場が必要と判断 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

 常に使用するエアーガンのホースをコードリール化した。 

３．効果 

使用しない時はホースが巻かれ床面にホースがない 

躓く危険性のない状態となった 

 



はん用機械器具製造業  1000人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○改善後 

 

 

 

 

 

 

 

指差呼称アナウンス機の設置 

 

 

 

 

トラテープ貼付による注意喚起 

 

 

職場改善事例（件名） 

転倒防止対策 

１．改善の目的と背景 

当事業所では高年齢の従業員が多くなってきており、2014年度および 2015年

度に各 2 件の転倒による労働災害が発生した。また全国的にも転倒災害が発生し

ている傾向にあることから、転倒災害の防止に取り組んでいる。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

①労使による転倒重点パトロールの実施 

転倒に絞った労使パトロールを実施し、危険表示等の対策を実施した。 

②人感センサーによる指差呼称アナウンス 

事業所にある全ての階段の総点検を実施した。 

また、利用者が多い階段については「人感センサー指差呼称アナウンス機」を設置

し、指差呼称の徹底を図っている。（費用：約 20,000円／個） 

３．効果 

①トラマーク等で注意喚起を行い、躓き等による転倒を防止。 

②指差呼称アナウンス機のアナウンスに促され、従業員の指差呼称の実施率が上が

る。その結果、指差呼称による意識レベル向上により、階段における転倒を防止。 

 



はん用機械器具製造業  300人以上  

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

○改善後 

 

 

 

 

職場改善事例（件名） 

扉を開ける際の衝突防止 

１．改善の目的と背景 

工場内の扉の多くが鉄製で向こうが見えないタイプとなっている 

その為、扉を開ける際に扉の向こう側に人がいた場合、扉にぶつ

かるケースが数件発生していた。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

 扉を開ける際に目につく位置に、注意喚起を両側に貼る。 

３．効果 

扉にぶつかるケースが激減した。 

 



職場改善事例（件名）

エレベーター調整時の巻き込まれ防止対策
（巻き込まれ災害）

1. 改善の目的と背景

。

エレベーターを停止せず

また、安全力バーが無い

状態で手を入れた為に

内輪軌道研削盤入口搬送
（エレベーター）オイルパンから研削水が
あふれ出していた

2. 取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間）

4.要因分析・苅蹴

問題車

(2）人［宜主車車知』守世1m

世史者1;11退毘薗（zレペタ）を
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(<)h詰Illa畢手思D思さや＇）k｛占！
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昔者1：.これまで
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方イ，.，，.J向1；：；害見E『T.·

制！ルII淵哨晴朗陣去作動、問蹴$it品＆＇11��錨宮曹長明�品開宮
世』二油、た トU事前，.傍観刀ければ匹、T. · 附作詩7穐勾岳

－�，：指か，L

(S）場積!I惨事エ＇）7.作鞍財団

伺曲＠ 何世⑤

イルパンのF軒目指IC同E曹がす富まる灯、 地T冊蝿置めて刷鋪動｜日蜘、，：，，唱湖Fτぎ旧曹の帽闘をTr,'Jす
日常かも叫がでぎれ叫、·，1, 阿割問bて（，／， 置せず、 肱乱札t tできて1曲、北 ｜古川、た 隙紛�.b，.，た

l6）その世

情誼＠

エレベーターチェーンの

クリ ー トにゴム手袋が

巻き込まれた

何世⑦ 討幾

1JXヲ7f!X;lント（土li'.11州剛椴措置、 閉目的a.空.b"'>ll'JスヲアUfA＇！：臨で畑、） ｜ 対簸前 点 司 対置桂 車 問織の評僻抑制上の理由IHifllリ＂＇ιで菅理すること

3. 効果
日々の作業の再点横を行い、 安全教育をきめた対策を行った
その結果、 日常の作業方法の危蹟性を改めて認識することができた
管理監醤者の意識レベルち向上した。

..・

賓＆·Ill・
a!lri 

はん用機械器具製造業 500人未満

（改善事例写真 E 図・関連資料の添付欄）
0 改善前

ポイシ酸備除停止械が儲轍齢止働側婦 j

災害発生の背景：（何故この災害が発生したのか）

－管理監督者は、部下｜こ「止める・呼ぶ・待つ」を徹底をさせることが出来ていなかった

－設備（エレベーヲー）を停止させなかった

－安全力／＼ーが取り外されていた

－オイJ1,，�ン肉 lこ溜まった研磨粉除去作業がやりにくかった

・日常から、4S活動ができていなかった（研磨粉が溜まり、オイルパンから研削水が溢れた）

0 改善後
『 . －－ー．

項目
安全力パーの総点検・カバーの復旧

作業範囲の周辺設備における
「止める・呼ぶ・待つ」の再教育

研磨粉の詰り対策

対象者、設備、ライン名 対策日程

全設備 7月15日

全従業員 7月20日

全設備 7月15日

数値 完了日

9台 7月15日

165名 7月29日

380台 9月30日

＊設備異常時の停止は、付帯設備も含め行うことの教育実施
$工場内股備の安全力パ一点検及び復旧作業の実施

｜ 

事務局確恕



はん用機械器具製造業 100人未満 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

○改善後 

 

 

職場改善事例（件名） 

給茶機の設置 

１．改善の目的と背景 

従業員用の福利厚生（熱中病対策を含め）として、無料提供に

て設置 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

   食堂に設置（無料提供） 

   レンタル料 18,000円/月 

３．効果 

想定以上に利用あり 

 



（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。

 はん用機械器具製造業　　　500人以上

職場改善事例（件名） 

１．改善の目的と背景 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

３．効果 

○改善前

○改善後

シャッター開閉の見シャッター開閉の見シャッター開閉の見シャッター開閉の見える化える化える化える化

①トラック、トレーラー①トラック、トレーラー①トラック、トレーラー①トラック、トレーラー

②フォークリフト②フォークリフト②フォークリフト②フォークリフト

③手押し台車、モートラック③手押し台車、モートラック③手押し台車、モートラック③手押し台車、モートラック

上記、シャッターを上げる高さを定め、カラーの矢印で上記、シャッターを上げる高さを定め、カラーの矢印で上記、シャッターを上げる高さを定め、カラーの矢印で上記、シャッターを上げる高さを定め、カラーの矢印で    

明示した。明示した。明示した。明示した。    

「「「「印刷印刷印刷印刷」」」」、、、、「「「「ラミネートラミネートラミネートラミネート」」」」、、、、「「「「貼付貼付貼付貼付」のみで、」のみで、」のみで、」のみで、費用、期間は費用、期間は費用、期間は費用、期間は    

ほとんど掛からない。ほとんど掛からない。ほとんど掛からない。ほとんど掛からない。    

・ 標準化（間違えない）標準化（間違えない）標準化（間違えない）標準化（間違えない）

・ シャッター故障回数の減少シャッター故障回数の減少シャッター故障回数の減少シャッター故障回数の減少

・ シャッター昇降時間、確認時間の短縮シャッター昇降時間、確認時間の短縮シャッター昇降時間、確認時間の短縮シャッター昇降時間、確認時間の短縮

・ シャッター開閉の標準化により、恒温恒湿工場のシャッター開閉の標準化により、恒温恒湿工場のシャッター開閉の標準化により、恒温恒湿工場のシャッター開閉の標準化により、恒温恒湿工場の

空調空調空調空調電気使用量の電気使用量の電気使用量の電気使用量の節約になる節約になる節約になる節約になる    

明示なし明示なし明示なし明示なし    

明示あり明示あり明示あり明示あり    

・ シャッターの上昇不足により、トラックやフォークリフト等とシャッターの上昇不足により、トラックやフォークリフト等とシャッターの上昇不足により、トラックやフォークリフト等とシャッターの上昇不足により、トラックやフォークリフト等と

シャッターが接触し事故に繋がる可能性があった。シャッターが接触し事故に繋がる可能性があった。シャッターが接触し事故に繋がる可能性があった。シャッターが接触し事故に繋がる可能性があった。

・ 物損事故率の低減を図るため。物損事故率の低減を図るため。物損事故率の低減を図るため。物損事故率の低減を図るため。



  はん用機械器具製造業    100人未満 

  （改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 

○ 改善前 

 

          

○ 改善後 
  

   

 

 

職場改善事例（件名） 

ポリ洗浄場ゲート 歩車分離 

 
１．改善の目的と背景 

（目 的） 

通路に物が置かれている。 

（背 景） 

安全パトロールで指摘があった。 

物が多く、整理整頓が出来ていない。 

 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

  ポールを立てて、歩車分離を実施する。 

  (物の置場と通路をボールにより分離) 

 

  ・工期  ２日  費用 ５０千円 

 

  

３．効果 

  

 通路に物を放置する事が無くなり、通路を 

 確保できた。 
 

 



生産用機械器具製造業  500人以上  

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

○改善後 

 

 

 

職場改善事例（件名） 

専用タップ機 安全性向上 

１．改善の目的と背景 

 

 自社製品部品に対し「下穴」→「タップ」加工を連続して行う 

 専用機械である。 

 連続加工中は各ユニットが前後するため危険箇所に作業者が 

 接触する可能性がある。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

 

 「エリアセンサー」を設置。これにより作業者の手など 

が危険エリアに侵入した場合 ただちに機械が停止し 

 安全性を確保する。 

 

 費用：約 90.000円  工事期間：2日 

３．効果 

 

  

安全性が向上したことで起動方法なども簡素化でき 

作業性も向上した。 

 

エリアセンサー 



生産用機械器具製造業 　　　500人以上  

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前

○改善後

職場改善事例（件名） 

内径バイト 芯高合わせ作業の削除 

１．改善の目的と背景 

 普通旋盤の工程において、ボーリングバーを使用する際、厚さの 

違う敷板を何枚も重ねて芯高を調整していた。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

 主軸チャックに穴加工工具を掴み、刃物台に取り付けた角材にボー

リングバーを取り付けるための穴を加工した。

こうすることで、主軸の芯位置に穴が空くので、芯高の合った

ボーリングバーホルダが作成できる。 

３．効果 

 芯高合わせの作業が必要無くなり、段取時間が短縮された。 



生産用機械器具製造業 500人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前

○改善後

職場改善事例（件名） 

板パレットの多段積み防止 

１．改善の目的と背景 

山のように板パレットを積上げて保管していた為 

崩れ落ちる危険性があったので、10段までの制限を決めた。 

 しかし、10段前後の枚数が分かり難かったので、 

一目で制限高さがわかるように改善した。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

制限高さを赤色テープで標記 

ラミネート看板で注意書きを掲示

３．効果 

 誰が見ても、一目で分かるようになった為 

10段以上積まなくなった。 



生産用機械器具製造業 　　500人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前

①印刷された会議資料に納期を記載していた。

②製番順に納期を記載しなければならない為、担当外注ごとに製番、

品番を別用紙等に移すなどして、納期等の問合せを実施していた。

○改善後

①共有化を行いデータのみで管理を実施した。(複数人の同時編集可)

②オートフィルタにより外注ごとの納期、前工程の完了・未完了等の

印刷、検索が容易となり時間短縮につながった。

職場改善事例（件名） 

納入予定表 エクセルデータ共有化による印刷用紙削減 

１．改善の目的と背景 

目的：ＯＡ紙の削減 

背景：印刷された会議資料に部品の納入予定を記入している。  

紙にて納入予定を記入しているため、一人が使用している

と他の課員の記入が出来ない。 

製番ごとに納期を記入しなければならないため、量も多く

見落としや記入待ちが発生していた。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

方  法：用紙の印刷をやめエクセルデータの共有化を行う。 

調査期間：2週間 

費  用：0円 

３．効果 

ＯＡ紙の削減 

記入待ち時間の削減 



生産用機械器具製造業 　　500人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前

ハッカーを使用した吊り上げは、不安定で落下の危険性がある。

○改善後

３点支持吊り具の作製、製品重量による締め上げる構造で 

安定した吊り上げ作業となった。 

職場改善事例（件名） 

吊り上げ作業の安全性の向上 

１．改善の目的と背景 

ハッカーを２つ使用し材料の吊り上げを行っている。

ワーク形状が円筒状の場合、ハッカーを正確に対角線上に吊り上

げないと傾きが発生し、ワーク落下の危険性がある。

また、その都度吊り具の交換(2 本の吊り具を使用)を行わなけれ

ばならず、時間を要している。

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

・専用吊り具の考案

① ３爪方式による安定した吊上げ

② １本吊りにて締める構造

③ サイズ別による吊り具の作製(φ300、φ400、φ500)

④ 吊り具交換時間の削減

・作製費用

\160,000-(ｻｲｽﾞ別 3種類)

３．効果 

ワーク脱落の危険性を低減

(繰返し作業の安全性確保)

段取り工数の削減

締り量確認線 

ラインの隙間量

で目視化



職場改善事例（件名）

Q ;L域内社寺均五切れL 二品む安二

1 . 改善の目的と背景

。μ蕩杓 η ヰ�湾；fI ず
＼

壬切れL:._�； 1-－あ、 ゾヘ夜間 L二

包祈念きとモ呈教汁 Lゴ為元ふι トド？を街灯3
おえず誌をーしヰし末。

場内の9R1��豹えれ糸工対安之ぞ旋品目Liミ。

2. 取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間〉

。キキ灯お刀れよ作f九芝＼友生？ミ守主なもよじて寺院し、

ζヰ土各九歳（え守－F�ーヒ、、ヌ主り i�l._. 女ザ心していた釈で号し1ミ。

。ィ死偽安 l. 守 0（）円

。号色物金主連転；崎町KYT叡京の刻色、

3. 効果

。L場内病問マえのgfl��η石をイえ

。包勃念寺Z是託t｝志り蒋数事－文
、
（工長弘司へのきく干知れ）

生産用機械器具製造業 　　300人以上

（改善事例写真・図 ・ 関連資料の添付欄）

0改善前

電動台車のライト点灯スイツ子ホ·；ンに表記がさ
れていない。

0改善後
KYT教育を実施
第1ラウンド ィどん紅危織がひそんでいる泊。まず畳畢と思われるM事故由置”を坦霊L..それを引き起こす“危陣要因”を発見する
第2ラウンド 〈これが危険のポイントだ 〉 発見した危険のうちー醤危険だと思われる“危菌剤インドにO印．

瓜｜ ②～なので（状態） ！ ③～して〔行動） I ①～になる［事故の型）

1 ｜工場が暗いので良〈見えず、 iぶつかって

奇｜電動台車の操作方法がよくわからず、 iライトをつけずに作業して
1， 事故 、 怪我をする

3 ｜電動台撃の左が死角になってわかりlこ〈いi確認作業を怠り ’ 
4 I駐車場所の白線がわかりにくい ｛確認作業を怠り

第3ラウンド 〈あなた怠らどうする〉 M危険ポイント” O閉項目を紛換するため由＜Al*的で慣行可総む銅銭Sを考える 止
第4ラウンド 《私通はこ汁る 〉 1・量点実艦項目 例乏し刷込み欄． さらにそれを突棒するための『ームH曲目『を眠η

OlllN叶※聞I 具体策 I チーム行動目棟

2 

※｜桝作方法を確認し イ

ライトのポ1'ン表示がわかりに〈いため 、 わかりやす〈
する（蓄光表示、 表示苦手前にする． 大きくするなど）

※｜工場照明をつけて 、 作業する

［ 惜し開項目 ｜明るさヨシ！！

暗い場所での作業は、明るさを
確保して作業しようヨシ！

｜※改善前図①をテーマとする！

吋1

オ可ーーニJ

電動台車にライト点灯スイッチポめをテフ
。
ラにて

表記した。



職場改善事例（件名）

腰曲げ姿勢での穴あけ加工作業の改善

1 . 改善の目的と背景

入荷したアルミ板 （ 2000mm×500mm×厚1 0mm）を加工する

ためクレーンでマシニングセンタまで運搬する作業のリスアセスメ

ンで、 「 手持ち電気ドリルを使って、 アルミ板の端にクレーン吊りボ

ルト用穴ゅ12をあけるとき、 腰を曲げて、 電気ドリルの振れを支

えながら力を入れて穴をあけるので、腰痛になる（リスクレベル：要

低減対策の3）」があった。

2. 取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間）

(1) 吊りボノレト用穴加工を無くせなし1かを検討

①マシニングセンタの治具に取付ける工程の都合で 綿ベルト

を巻いての吊りができない。

②アルミ板はマグネット吊り具では吊れない。

(2）吊りボルト用穴加工を 手持ち電気ドリルの使用を無くせな

し、か検討

①電気ボール盤のヘッド部を架台に載せて 台車に固定して移

動可能ボール盤を製作した。

②遊休機を使ったため費用をかけることなく5日間で製作し

た。

3. 効果

① 電気ボール盤を改造して可搬式としたことで、 φ12穴あけ加工

を、 椅子に座ってドリノレ下降レバ ーを回すだけで、楽にで、きるよう

になり、 腰を曲げての穴あけ作業を無くすことができた。

②作業時間は、 1穴加工当たり約3分から1分に短縮した。

③災害発生プロセス図での改善効果位置は、 有害要因作業が無くな

ったことで 本質対策の①で、あった。

生産用機械器具製造業　　　500人以上　　

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。

O改善前

腰を曲げて

手持ち電気ドリルを

振れを支えながら

力を入れて押し下げる

0改善後

椅子に座って

ハンドルを回す

災害発生プロセス図

① ②  

可搬式電気ボ 体型に合う専用イス

ーノレ盤を使っ 段差に対応した台車

て、 腰曲げ作 固定された榔、ガード
安全距離

関口に身体（手
足）が入らない

危険源と人を隔離

－’ I.a・－四0!11:11:I ・h
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輸送用機械器具製造業 3000人以上 

（改善事例写真・図・関連資料の添付欄） 写真は鮮明な画像をお願いします。 

○改善前 

 

○改善後 

 
 

 

職場改善事例（件名） 

ボイラー室マンホール つまずき・落下防止 

１．改善の目的と背景 

 

注意を怠ると、つまずき・落下の可能性があり、 

大ケガにつながる。 

２．取り組みの方法と内容（概ねの費用・期間） 

  

 カバーを設置し、落下防止と注意を促せるようにした。 

３．効果 

リスクアセスメント 

改善前      改善後 

頻度 4 

⇒ 

頻度 1 カバーを外すのは  数回/年 

可能性 4 可能性 1 可能性は無くなった 

程度 4 程度 4  

合計 12 合計 6  

ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ Ⅱ ﾘｽｸﾚﾍﾞﾙ Ⅰ 許容できる 
 

 



職場改善事例〈件名）

樹脂成形材料のタンク供給方法の改善

1 ＇ 改善の目的と背景

樹脂成形材料をタンクに投入する際に、 25k gの紙袋を
持ち上げる作業があり、 腰痛を引き起こすりスクがあった。

2. 取り組みの方法と肉容（概ねの費用 ・ 期間〉

吸引ホースを使用して、 紙袋を持ち上げることなく原料を
投入出来る織に改善する。

費用：確認中

期間：確認中

3. 効果

重量物を胸の高さまで持ち上げる作業を無くし、 震痛となる
リスクが低減できた。

輸送用機械器具製造業　　　５００人以上

（改善事例写真‘国 ・ 商連資料の添付欄） 写真は信明な園慢をお履いします ．

0改善前

0改善後

成形材料（紙袋25kg）を胸の高さまで
持ち上げてタンクに材料供給の為、
匪痛の原因になる 園
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