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従業員の安全のために

労働安全衛生活動

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　味の素グループ従業員の休業災害・重大災害被災者数は、2016年度の135人に対し、

2017年度は133人とほぼ横ばいでした。日本国内では大幅に減少した一方（44人→24人）、

海外では増加（91人→109人）しました。ただし、死亡災害または身体機能の著しい障害が残

る重大な災害はありませんでした。

　日本国内で減少したのは主に転倒災害で、これは転倒防止セミナー実施など重点施策を

継続したことによります。海外で増加した一因として、M&Aにより新たに味の素グループ入りし

た会社や事業が増えたことが挙げられます。主に「機械への巻き込まれ災害」および「切れ・こ

すれによる重大災害」が増加しました。

　2017年度は、海外の事業所において、工事業者の作業員が作業中の事故で死亡する災

害が１件発生しました。今後、従業員に限らず、事業所内で働く全ての労働者に対し、労働災

害防止の取り組みを強化していきます。

　2015年度より、設備の洗浄作業時、詰まり・汚れの除去時、メンテナンス時など、生産の周

辺作業時に巻き込まれるおそれのある箇所について、安全対策ガイドライン（安全カバー取り

付けなどのハード面を中心にした味の素グループ独自のガイドライン）に基づき災害防止に取

り組んできました。しかしながら、2017年度の「機械への巻き込まれ」による被災者数10人（前

年5人）、そのうち重大災害は8人（前年1人）とそれぞれ前年に比べて増加しました。

　十分な設備対策ができていなかったことや、作業手順書（SOP）で定められた基本動作（機

械の電源停止後に保護カバーを外して行う作業）が実行されていなかったことなどが発生原

因でした。災害発生事業所では、設備対策をはじめとした安全対策を速やかに実施し、改善を

図りました。また、国内外のグループ会社にも周辺作業における同種の巻き込まれ災害防止

に向け、安全対策の周知徹底を図っています。

■ 「機械への巻き込まれ」による重大・休業災害

※1 2017年度から味の素フーズ・ノースアメリカ社（旧味の素
ウィンザー社）、キュクレ食品社（現イスタンブール味の素食
品社）の実績が加わりました。

※2 海外事業所は、2013年度まで重大災害のみ、2014年度
以降重大+休業災害の人数を集計しています。

（単位 ： 人 、（ ）は重大災害人数）

■ 国内重大・休業災害度数率／
  被災者数

■ 巻き込まれによる被災者数

■ 巻き込まれ災害の作業別構成比
（2013～2017年度累計）

■ 海外重大・休業災害度数率／
  被災者数※1
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味の素グループの労働災害の定義
・休業災害: 業務に起因して受けた負傷により、翌日から1

日以上休んだ災害のこと
・不休業災害: 業務に起因して受けた負傷で、休業を伴わ
ない災害のこと

・重大災害: 業務に起因して受けた「死亡災害」「休業災
害(入院を伴う休業が4日以上)」あるいは、災害の結果手
指を切断するなどで「後遺症が残った災害」のこと

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

国内 1（1） 6（4） 2（1） 2（1） 1（1）

   海外※2 3 3（2） 3（2） 3（0） 9（7）
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事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　2015年度に国内で「転倒」による労働災害が増加したことを踏まえ、2016年度以降、手す

りの設置や通路のスロープ設置などの設備面の改善をはじめ、味の素グループ転倒予防体操

（加齢に伴う身体能力低下の実態を自己診断し、その結果に基づき身体能力を維持する体

操（味の素健康保険組合推奨））の推進や体感教育の実施など、各事業所で様々な施策を

実施しています。2017年度は、転倒予防対策をより推進するために、国内グループ会社の基

幹職、係長などを対象にした転倒予防対策セミナーを2回実施しました。継続的に様々な施策

を行った結果、「転倒」による重大災害および休業災害の被災者数は、2016年度の24人に

対し2017年度は14人に減少しました。

　一方、海外では「転倒」による休業災害（休業以上）が増加しており、「転倒・腰痛防止ガイド

ライン」を制定する予定です。

　2015年度に国内で「無理な動作などによる腰痛」災害が増加したことを踏まえ、2016年度

以降、朝礼での「作業前の予防体操」の実施、作業治具を使った重量物の運搬、腰痛リスク

の安全体感教育の実施、OWAS法（Ovako Working Posture Analysing System）を用

いた作業姿勢の評価などを行い、労働災害の削減に取り組んでいます。その結果、腰痛によ

る休業災害の被災者数は、2016年度の6人に対して2017年度は3人に減少しました。引き続

き、ハード対策も含めた作業改善に努めます。

■ 「腰痛」による重大・休業災害

■ 「転倒」による重大・休業災害

（単位 ： 人 、（ ）は重大災害人数）

（単位 ： 人 、（ ）は重大災害人数）

※1 海外事業所は、2013年度まで重大災害のみ、2014年度
以降重大災害および休業災害の人数を集計しています。

※2 国内グループ会社のみ集計しています。

転倒予防体感教育（AGF鈴鹿（株）)

狭い場所でもできる腰痛予防体操（味の素パッケージング（株））

腰痛リスクの安全体感教育で正しい姿勢を学ぶ（AGF鈴鹿（株）） 自動搬送ロボット（味の素パッケージング（株））

転倒予防体感教育（AGF鈴鹿（株））

■ 転倒による被災者数

■ 「腰痛」による被災者数

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

国内 8（0） 6（2） 18（5） 14（2） 6（3）

   海外※1 1 13（3） 13（0） 6（1） 9（1）

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

国内※2 5（0） １（0） 8（0） 6（0） 3（0）

従業員の安全のために
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　交通事故による通勤重大災害被災者数は、2016年度の9人に対し2017年度は19人に

増加しました。増加したのは全て海外で（5人→16人）、主に中国でのバイク、電動自転車、自

転車での事故によります。交通事情に課題がある中、安全教育やヘルメット着用の徹底など

を繰り返し実施し、従業員の意識アップに努めています。

　日本における営業車による人身加害事故は、2013年度より導入した運転情報管理システ

ム、運転適性診断を活用した指導、定期的な安全意識の喚起施策により、2015年度以降

減少しています。2018年7月までに全営業車にGPS機能付きドライブレコーダーを導入し、運

転者全員の運転状況を見える化し、事故防止に努めています。

■ 「交通事故」による重大災害

5Sトレーニング（ベトナム味の素社）

■ 交通事故（人身加害事故）による被災者数

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

国内※2 21 21 9 4 3

労働安全衛生活動

　従業員一人ひとりの安全を守るためには、日常的な教育・訓練が重要です。味の素グルー

プでは、基幹職を対象とした安全衛生セミナーや製造現場リーダーを対象とした職長能力向

上セミナーなどを継続して実施しています。さらにグループ会社それぞれの業態に合わせ、独自

の安全教育ビデオを使った入職時の安全教育や、各設備の特徴に合わせた安全体感教育

など、幅広い教育を実施しています。

■ 従業員への労働安全衛生教育

※2 国内グループ会社のみ集計しています。

（単位 ： 人）

TOPICS

　味の素（株）川崎事業所は「転倒、腰痛労働災害防止の取り組み」について、中央労働

災害防止協会※1主催の2017年度全国産業安全衛生大会で発表しました。また、この取り

組みは厚生労働省発行の「企業における従業員の健康保持増進等に配慮した職場づく

りのための取組事例集」でも紹介されました。

※1 日本の厚生労働大臣が労働災害防止団体法に基づき、事業主の自主的な労働災害防止活動の促進を通じて安全衛生
の向上を図り、労働災害を絶滅することを目的に、1964年に設立された公益目的の法人 全国産業安全衛生大会での発表

従業員の安全のために
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　味の素グループ各事業所では、様々な安全体感訓練に取り組んでいます。その効果を高め

るべく、国内グループ会社を対象に、VR（バーチャルリアリティ）技術を活用した「機械への巻

き込まれ」やフォークリフトによる事故、災害などの体験研修の検討を開始しており、2018年度

よりテスト導入の予定です。

■ 安全体感教育

※1 OHSAS（Occupational Health and Safety Assesment Series） ： 労働安全衛生マネジメントに関する国際的な標準規格

■ 2017年度の国内グループ会社の教育
（単位 ： 人、（ ）は延べ数）

教育名称 プログラムの内容 対象者 受講者数

経営幹部のための
安全衛生セミナー

企業における安全衛生推進と、経営者として必要な安全衛生の知識（安全配慮義務など）の
習得を目的とした研修（1日コース／1回開催） : 2010年度開始

基幹職 55（372）

OHSAS※1内部監査員
養成講習会

労働安全衛生マネジメントシステムのPDCAを内側からチェックし、経営への改善提言できる人
財を養成する講習（2日コース／1回開催） : 2009年度開始（2日コースは2013年度開始）

リーダー層 23（664）

安全管理者能力
向上セミナー

安全管理者の業務に従事している者に対する能力向上指針に基づく研修（1日コース／1回
開催） : 2016年度開始

安全管理者 14（34）

職長能力向上セミナー
職長の業務に従事している者に対する能力向上指針に基づく研修（1日コース／1回開催）: 

2016年度開始
職長 25（49）

化学物質を取り扱う人の
ための基礎セミナー

化学物質管理基礎知識（法改正内容、化学物質RA、SDS活用、GHS表示などの管理）の復
習と、化学物質管理・安全衛生管理者としての指導能力向上のための研修（1日コース／1回
開催） : 2015年度開始

化学物質監督者 23（88）

転倒予防セミナー
転倒のメカニズムを理解し、身体機能低下の防止、自職場に合わせた設備、作業面での対策
と実践を促進するための研修（1日コース／2回開催） : 2017年度開始

基幹職、係長 43（43）

VR体験会（味の素グループ安全担当者）

全国産業安全衛生大会での発表

従業員の安全のために




