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安全へのメッセージ
　社会から信頼される企業̶その前提には｢安全｣への十分な配慮があります。当社グループが事業を

展開する過程、例えば建設工事で、万一尊い人命が損なわれることの無いよう、当社は安全に対する

工夫と努力、そのための時間と費用を全てに優先するものと考えています。

　この「安全は全てに優先する」という基本を十分に認識した上で、全従業員の安全教育など、この安

全文化を社内に浸透させるための施策を、継続的に推進してまいります。

　「安全」は当社の重要なブランドの一つです。これを国内外の当社グループ各社に伝承するため、

2008年度の全社安全目標に「安全基準のGlobal  Toyoでの定着」を掲げ、各種活動を実施しています。

　当社グループは、確固たる安全文化の確立に積極的に取り組んでいます。
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客先からの安全表彰

　当社の最大の目標は、建設工事を無事故・無災害で完了し、お客様に優れた設備を引き渡すことです。そのた

め、本社及びサイト（建設現場）のメンバーはお客様、協力会社と一体となってHSSE（Health, Safety, Security 

& Environment）マネジメントシステムを確立し、計画的かつ積極的な安全管理活動を行っています。

　国内では2007年6月、九州石油（株）大分製油所殿から、無事故・無災害での建設工事完了に対して高い評価
を頂きました。また海外サイトにおいても、2008年1月、サウジアラビアで工事開始から連続600万時間の無事
故・無災害を達成し、お客様のYanbu National Petrochemical Company（YANSAB）殿から高い評価を頂き

ました。

九州石油（株）大分製油所殿よりの感謝状

　その他、下記のお客様から表彰状を頂いています。

当社の最近の安全表彰実績

日　　付 表彰理由 客　　先 表彰説明

2008年 7月 無事故・無災害 Indian Oil Co., Ltd.
インディアンオイル殿向けエチレンプロジェクト（インド）
において、1,000万時間連続無事故・無災害の達成

2008年 5月 無事故・無災害 Dow Corning (Zhangjiagang) 
Co., Ltd.

ダウコーニング殿向けシランプロジェクト（中国）におい
て、700万時間連続無事故・無災害の達成

2008年 3月 無事故・無災害 Qatar Shell GTL Limited
シェル殿向けGTLプロジェクト（カタール）において、
300万時間連続無事故・無災害の達成

2008年 3月 無事故・無災害 Petróleo Brasileiro S.A.
(PETROBRAS)

ペトロブラス殿向け製油所近代化プロジェクト（ブラジ
ル）において、500万時間連続無事故・無災害の達成

2007年12月 優秀な業務遂行
Ethylene Malaysia Sdn. Bhd.

及び
Polyethylene Malaysia Sdn. Bhd.

エチレンマレーシア殿、ポリエチレンマレーシア殿向け
プロジェクトにおいて、無事故・無災害での業務遂行
（Toyo-Malaysia）

2007年 5月 無事故・無災害 Sakhalin Energy Co., Ltd.
Royal Dutch Shell

シェル殿向け LNGプロジェクト（サハリン）において、
2,000万時間連続無事故・無災害の達成

YANSAB殿よりの感謝状
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安全への取組

■安全記録

　当社の2006年～2008年の安全記録は、以下のとおりです。
　2008年は、休業災害度数率、総災害度数率共に、2007年と比較し低下傾向にあります。

過去3年間の安全記録（国内及び海外プロジェクト合計）

年 作業日数
（人・日）

作業時間
合計（A）

労働災害人数 休業災害
度数率
（Note 1）

総災害
度数率
（Note 2）死亡災害 休業災害 無休業災害

（通院・治療）
休業災害
合計（B）

災害記録
合計（C）

2006 8,515,817 86,929,712 3 20 305 23 328 0.26 3.77
2007 9,012,650 89,334,017 1 16 326 17 343 0.19 3.84
＊2008 5,501,786 55,360,960 2  8 143 10 153 0.18 2.76

Note 1：休業災害度数率（LTIR）=（B）×1,000,000／（A）
Note 2：総災害度数率（TRIR）=（C）×1,000,000／（A）
＊2008年は7月末までの記録

●事故の型別死傷者

　当社の2006年～2008年の死傷者数（死
亡災害 6人、休業災害44人、計50人）を
事故の型別に分類すると、墜落・転落が

全体の44%を占めており、高所作業にお

ける安全管理とその対策実施が不可欠と

なっています。

■建設工事の安全　～インドエチレンプロジェクト～

　本プロジェクトは、800,000MTAエチレン及び関連製品を生産するプラントを建設するもので、当社とインド現

地法人であるToyo-India が共同して、建設工事を実施しています。サイトは首都デリーから北へ約100km離れ

たHaryana州Panipat市近郊に位置しています。

　現在、建設工事が最盛期に入っており、3,000人を超える作業員が働いていますが、「安全は全てに優先する」
のスローガンの下、客先、当社及びToyo-India、そして全ての協力会社が連携し、以下のような安全重視の活動

により、無災害で工事を進めています。

安全スピーチ
作業員による安全スピーチが作業現場で自
発的に行われており、現場安全に対する作
業員への動機付けに貢献しています。

安全宣言
安全意識高揚のため、安全宣言と共に、安
全の詩が朗読されています。

安全交流会
周辺で工事を実施している他のプロジェクト
との安全交流会が定期的に行われています。
これにより、他プロジェクトと安全に対する
情報交換を行っています。

事故の型別死傷者割合（2006年～2008年＊）

■墜落・転落
■切れ・こすれ
■激突され
■挟まれ・巻き込まれ
■転倒
■激突
■飛来・落下
■酸欠
■崩壊・倒壊
■その他

44%

6%4%
6%

4%

6%

6%

8%
8% 8%

＊2008年は7月末までの記録
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■建設工事の安全　～タイエチレンプロジェクト～

　本プロジェクトは、世界最大級の規模を持つエチレン及び関連製品を生産するプラントを建設するもので、当

社とToyo-Thai を中心とした体制で遂行されています。

　首都バンコクから車で1時間程のサイトでは、現在建設工事が最盛期に入っており、4,000人を超える作業員が
働いています。サイト責任者の強い安全文化確立の方針の下、安全を先取りし、かつ組織的な安全管理による無

事故・無災害が貫かれています。また、以下に紹介するユニークな活動も行われています。

薬物管理
薬物とアルコールの乱用は、本人のみならず
作業エリアにいる全ての人々に重大な危険を
及ぼします。
地域の警察と協力して、違法な薬物や薬物に
影響された人々がサイトに入り込むことを防
いでいます。

健康診断
閉所作業など危険の多い作業に係わる人は、
作業前に常に専門医の診断を受け、健康で
あることを確認しています。

地域交流
工事への不安をやわらげるために、地域の
方々と定期的な会合を持っています。また地
域との交流を深めるため、近くの小学校に
文房具や教育用品を寄付しています。

■建設工事の安全　～北九州PCBプロジェクト～
　本プロジェクトは、PCB廃棄物（トランス、コンデンサ、処理困難な電気機器、PCB汚染物等）の仕分け・解体・

廃棄処理を行う設備を建設するものです。JR小倉駅から車で約30分のサイトでは、建設工事が最盛期に入ってお
り、現在120人を超える作業員が働いています。
　安全では、客先、当社、協力会社、及び関係する各会社間の連携により、工事安全管理を実施しています。以

下にその活動の一端を紹介します。

快適職場の推進
快適な職場管理の維持運営と安全意識の高
揚を進めるために、快適職場推進計画を作成
し、労働基準監督署から認定を受けました。

リスク管理
危険予知活動ボード（KYKボード）を使ったリ
スクアセスメント、及び品質管理のワンポイ
ントチェックを行っています。

ヒヤリハットシステム
「ヒヤリとした」「ハッとした」経験データの
継続した蓄積と活用は、工事安全管理の道
具として有効です。当サイトでは、入力が容
易なタッチパネルを用いた管理システムを導
入しています。

快適職場推進計画認定事業場プレート
（福岡労働局長認定）

KYKボード ヒヤリハットシステム入力講習
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■安全基準の「Global Toyo」での定着
　当社及び当社グループ各社が、世界中のどの地域においても同一レベルの安全管理を実施するために工事HSSE
統一基準を制定しました。

　この基準には、事故や重大なニアミスが発生した場合、12時間以内に当該サイトから当社に事故情報が届けられる
ことが規定されており、届いた情報は直ちに当社・当社グループ各社・各サイトへ伝達され、類似災害防止に役立て

られています。

■安全文化定着に向けた継続的運動

●社内安全教育

　当社では、安全が基本中の基本であることを十分に認識した上で、安全文化を浸透させるために、全従業員を対

象とした安全教育を行っています。当社の安全に対する意識改革という意味からも重要なきっかけとなっています。

　また、安全文化の定着と安全に対する感度をさらに高めるために、対象者を絞った「リスクアセスメント」、「安全

記録」、「労働安全衛生マネジメントシステム」等についての教育を実施しています。

●安全SHOTキャンペーン 
　ビジネスの根幹であるサイトの安全意識を高める目的で、2008年4月に「安全SHOTキャンペーン」を実施しまし

た。そこでは、「安全は全てに優先する」を具体的に表わすため、事業統括本部のトップ及び各プロジェクトマネー

ジャーが安全に対する決意表明を行いました。

●社内安全表彰 
　当社では、2007年、安全表彰基準を充実させました。
　これまでの社長表彰では、大規模サイトにおける無事故・無災害で工事を完了したプロジェクトのみを対象と

していましたが、工事途中での連続無事故・無災害達

成（海外サイト：500万時間毎、国内サイト50万時間毎）
のプロジェクトも表彰の対象に加えました。

　その結果、2007年度は計12プロジェクトが社長表彰
の対象となりました。
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●安全キャンペーンの展開

　安全文化の定着を目指して、 2007年に引き続き2008年も6月と7月の2ヶ月間「安全キャンペーン」を実施しました。
　主なキャンペーン活動の内容は以下のとおりです。

　2008年のキャンペーンでは、当社グループ各社が独自のプログラムを策定し、同時に安全キャンペーンに参画
したことが特徴です。その様子は当社の社内報（国内外）を通してグループ各社にも紹介されました。

当社及び当社グループ各社の安全キャンペーン活動風景

当社での救急法訓練 Toyo-Indiaでの安全宣言

Toyo-Koreaでの安全講習 Toyo-Chinaでの防消火講習

　⑴ 全国安全週間（社長メッセージ／サイト訪問）
　⑵ 国内・海外サイト安全管理についての特徴紹介
　⑶ 最近の事故事例の紹介
　⑷ キャンペーンポスターの全館での掲示

　⑸ 救急法訓練
　⑹ ヒヤリハット分析結果の報告　　　
　⑺ 健康ちょこっと増進
　⑻ 当社グループ各社のキャンペーン紹介

Toyo-Malaysiaの安全スローガンステッカー

Toyo-Malaysiaでは、全員がこの安全スロー
ガンステッカーを自動車の後部に貼り付け、

安全啓蒙活動を盛り上げました。

THINK SAFE, 
ACT SAFE AND

BE SAFE AT ALL TIME
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●ヒヤリハットシステム

　サイトにおいては、幸いにも事故には至らないが、「ヒヤリとした」「ハッとした」という危険な経験をすること

があります。これをヒヤリハットと呼び、その繰り返しが重大災害につながると言われています。当社はデータ

を蓄積・管理する「ヒヤリハットシステム」を開発し、2008年1月より国内の主要サイトへ展開しています。
　サイトでのヒヤリハットのデータは本社に集約され、分析された後、全社及び各サイトへフィードバックされて

います。

⑴ ヒヤリハットシステム分析結果のまとめ（上位5番目までを表示）
項目  　　　　　順位 第1位 （%） 第2位 （%） 第3位 （%） 第4位 （%） 第5位 （%）

時間 午前 52.2 午後 36.9 早朝  7.5 昼前  2.1 午後一番 0.6

作業 配管工事 11.9 土木・建築 11.7 運搬  9.7 建築設備  9.2
足場組立／
解体 6.0

原因

物 飛来・落下 59.6 土砂崩れ  8.6 火災  7.4 漏れ  3.1 爆発・破裂 1.2

人 つまづき・転倒 33.0 墜落・転落 17.1 激突 16.7
はさまれ・
巻き込まれ 12.0 交通事故 4.6

予想される
被害

打ち身・ねんざ 39.1 切れ・こすれ 25.5 骨折 22.8 やけど  3.7 刺さる 1.2

どうして
事故が

起こりそうに
なったか

人 確認せず 22.5
状況に対応
できなかった  8.2 急いでいた  8.1

ルールを
守らなかった  6.4

知識・
理解不足 5.7

作業 KYK未実施 26.6 1人作業 24.0 調査不足  9.0 計画ミス  7.5
指示ミス 3.5

TBM未実施 3.5

物 養生不良 23.0 足場不良 17.3
保護具・
用具の不良・
不備・不着用

14.1 安全設備不備 13.0 表示不良 8.0

⑵ 上記＊マークの分析結果
◦ヒヤリハットの発生「時間」
①結果 ◦ ヒヤリハットが起こった時間帯は、午前中が多い（52.2%）。
  2006年～2008年に起こった事故（休業災害+死亡事故）の時間帯は午前中の発生が50%を超え、ヒヤリハッ

トの発生時間帯と同じ傾向が見られた。午前中は現場に慣れていなかったり、心や体の準備が整っていない
ため事故やヒヤリハットが起こりやすいと考えられる。

②対策 ◦朝礼、KYK（注1）、TBM（注2）で作業手順及び安全の確認
 ◦作業前に作業員全員が、作業場所を回り、現場状況の把握
 ◦午前中はゆとりを持った作業計画の立案
 
◦ヒヤリハットの発生「原因」
①結果 ◦｢物｣に関することでは、飛来・落下（59.6%）の割合が飛びぬけて多い。
 ◦｢人｣に関することでは、つまづき・転倒（33.0%）に続いて、墜落・転落（17.1%）の順となっている。

②対策 ◦安全管理全般に関することでは、足場の構築、不要資材の撤去、養生をする、KYKの実施、教育を徹底する。
 ◦自分の行動に関することでは、注意深く行動する、再確認する、慣れ作業を行わない。
　
以上の対策は全員参加の安全活動として、各サイトで実施に移しています。

（注1） KYKとは、危険予知活動（Kiken Yochi Katsudou）のことで、作業前に作業の危険性を予測する活動です。

（注2） TBM（Tool Box Meeting）とは、作業前にその日の作業内容･方法･段取り･問題点について、作業現場で短時間に話し合い確認する活動です。

＊

＊
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重大事故におけるLessons Learned （過去の教訓事例） 

■墜落事故

状況  鉄骨フロアー（高さ27.4m）の片付け中に、被災者と他の作業員1名の計2
名で配管貫通用の開口部を覆っていた鉄板を持ち上げて移動した。その際、
被災者が開口部から下のフロアー（高さ18.9m）へ墜落し、負傷した。当該
作業員2名は、同鉄板が開口部養生のために設置されたものとは知らず、
開口部があることを認識していなかった。

原因　 ⑴  作業指揮者から作業員2名に対して、次の適切な説明、指示が無かった。 
●当該開口部の存在 
●開口部養生に床板材が使われていること 
●開口部養生用床板材の撤去禁止

 ⑵当該開口部の養生・表示方法が不十分であった。

対策 ⑴  サイトで実施 
●作業前ミーティングで注意喚起 
●全作業エリアにおける開口部の明示及び養生状況点検の定期的実施 
●全協力業者への、開口部養生に対する安全再教育

  ⑵本社で実施 
 ● 開口部における墜落防止養生の手順書を改定し、全サイトに徹底を指示 

また各サイトから墜落防止養生の遵守状況の報告を徹底
  ●開口部養生を、安全監査時の重点確認項目に指定

■転落事故

状況  資材置き場で、配管プレハブ材を2台のユニック車から1台に積
み替え作業を行っていた。積み替えには重機（フォークリフト）
を使用し、被災者はユニック車の上で作業をしていたが、フォー
クリフトで持ち上げられていた配管材（10インチ×3m、約
170kg）のバランスが崩れた。被災者が止めようとしてパイプを
持ったところ転落し、配管の下敷きとなった。

原因　 ⑴  積み替え作業が1人作業であった。
  ⑵  不安定な配管プレファブ材の積み替えを、作業内容に合わな

いフォークリフトで行った。
  ⑶   無資格者がフォークリフトを運転していた。
  ⑷  無資格者運転を防ぐための、フォークリフトの鍵の管理が不十分であった。

対策　⑴   サイトで実施 
◦全作業員に対する安全再教育

  ◦現場管理組織の補強
  ◦積み替え作業などの1人作業禁止の徹底
  ◦積荷の形状に応じた使用重機を規定
  ◦有資格者及び所有免許の再確認
  ◦建設機械の鍵の管理強化
 ⑵本社で実施
  ◦ 安全管理手順書に、フォークリフト及びクレーンによる配管プレファブ材の適切な運搬方法を明記し、 

全サイトに通知
  ◦ 事業本部内に安全専任者を新たに配置し、各サイトの安全パトロールを強化

高さ27.4m

高さ18.9m


