
　社会から信頼される企業ーその前提には｢安全｣への
十分な配慮があります。
　当社グループ各社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は全
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、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、2009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。
　当社および当社グループ各社は、確固たる安全文化の
確立に積極的に取り組んでまいります。

安　　全
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•••客先からの安全表彰•••

　当社は、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を使命としています。そのた

め、本社および建設現場（サイト）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2009年3月、三井化学（株）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
た海外においても2009年7月、シンガポールサイトで連続3,000万時間の無災害を達成し、 Shell Eastern Petroleum 
（Pte） Ltd. 殿から高い評価を頂きました。

三井化学（株）殿よりの感謝状

　その他、以下に示すお客様から表彰状を頂いています。

安全表彰実績（2008年1月～2009年6月）

日　　付 表彰理由 客　　先 表彰説明

2009年 5月 無事故・無災害 Dow Corning （Zhangjiagang） Co., Ltd. Dow Corning （Zhangjiagang） Co., Ltd.殿向けシランプロジェ
クト（中国）において、1,000万時間連続無事故・無災害の達成

2008年12月
無事故・無災害
での完工

ブリヂストン（惠州）合成ゴム有限公司
ブリヂストン（惠州）合成ゴム有限公司殿向けプロジェクト（中
国）において、328万時間連続無事故・無災害での完工

2008年 8月 優秀な業務遂行
Petróleo Brasileiro S.A.
（PETROBRAS）

PETROBRAS殿向け製油所近代化プロジェクト（ブラジル）にお
いて、2007年最優秀コントラクターとして選抜

2008年 7月 無事故・無災害 Indian Oil Co., Ltd. Indian Oil Co., Ltd.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 3月 無事故・無災害 Qatar Shell GTL Ltd. Qatar Shell GTL Ltd.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

Shell Eastern Petroleum （Pte） Ltd. 殿
よりの感謝状

� �
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•••安全への取組•••

■安全記録

　当社の2007年～2008年（一部2009年＊を含む）の安全記録は、以下のとおりです。

過去3年間の安全記録（国内およ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）

2007 9,012,650 89,334,017 1 16 326 17 343 0.19 3.84
2008 9,685,066 96,925,454 3 14 236 17 253 0.18 2.61
＊2009 5,366,536 53,050,587 0  5  86  5  91 0.09 1.72

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）
＊2009年は6月末までの記録

●事故の型別死傷者

　当社の2007年～2008年（一部2009年＊を含む）
の死傷者数（死亡災害 4人、休業災害 35人、計 
39人）を事故の型別に分類すると、墜落・転落が
全体の43%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　～ブラジル製油所近代化プロジェクト～

　本プロジェクトは、ブラジル最大の石油会社PETROBRAS殿より受注した製油所近代化プロジェクトの一つで、石油

精製プラントを建設するものです。当社と Construtora OAS Ltda. およびSetal Óleo e Gás S.A. のジョイントベン

チャー｢ECOVAP｣が、建設工事を実施しています。サイトは、サンパウロから車で1時間程のサンジョセドスカンボス市
近郊に位置しています。

　現在、建設工事は最盛期で5,000人を超える作業員が働いており、「安全は全てに優先する」のスローガンの下、客先、

ECOVAP、そして全協力会社がコミュニケーション良く、安全管理を実施しています。

安全訓練
閉所作業訓練、高所作業訓練など、外部講師
による理論と実践を併せた訓練に力を注いで
います。

安全自衛員
各チームの作業員1名をその日の
安全自衛員に任命し、チームメン
バーの安全を守っています。

教育・訓練
客先との協力の下、マンパワー開発プログラムが実施され、
多くの作業員が技能を磨く教育・訓練を受講しています。

　2008年は、休業災害度数率および総災害度数率ともに、2007年と比較し低下傾向にあります。　
　2009年5月末、当社の進行中プロジェクトの休業災害・無発生時間（NON-LTI）の累計（注）が1億時間を超えました。
（注） 進行中プロジェクトのNON-LTI 累計とは、その時点で工事中のプロジェクトを対象（完了プロジェクトは含まず）とした最終のNON-LTIの累計です。事故を起こ

したプロジェクトでは、カウントが「0」に戻り再カウントとなります。

� �

事故の型別死傷者割合（2007年～2009年＊）

■墜落・転落　■激突　■挟まれ・巻き込まれ　■転倒　■切れ・こすれ
■崩壊・倒壊　■動作の反動・無理な姿勢　■高温への接触
■有害物の接触・吸引　■交通事故
＊2009年は6月末までの記録

43% 20% 10% 5%5%5%

3%
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■建設工事の安全　～シンガポールエチレンプロジェクト～

　本プロジェクトは、Shell Eastern Petroleum （Pte） Ltd. 殿より受注した世界最大級のエチレンと関連製品を生産す

るプラントを建設するもので、当社とCB&I Lummus とのジョイントベンチャーで実施します。

　シンガポール本土から南西約5km、フェリーで20分程の島に位置するサイトでは、建設工事が最盛期を迎え10,000
人を超える作業員が働いています。 トップマネジメントの強いコミットメントに加え、安全を先取りした管理システムと

その実施を通して、｢安全を考え、安全に行動する｣の方針の下、様々な安全活動が行われています。

医療サービス
医師を含めた専任の医療スタッフが24時間体制
で勤務し、最適な医療サービスが提供されてい
ます。

グリーンエリア
サイトには、「グリーンエリア」と称される安全
活動の場が設けられています。ここでは、全協
力会社の参加者が自由に安全情報および改善
提案について、意見交換をしています。

各種イベント
サイト作業員の安全意識向上のため安全大会
を毎月実施し、表彰式などのイベントが全員参
加により行われています。

■建設工事の安全　～三井化学（株）市原工場プロピレンプロジェクト～

　本プロジェクトは、三井化学（株）殿より受注した既設プラントからのエチレンと副生するC4留分を触媒反応させて
プロピレンに転換する設備の新設工事です。

　当社としては、お客様の市原工場構内での初の建設工事です。このため、お客様の安全管理方針・手順書の理解に

努め、工程会議などの場でお客様との綿密なコミュニケーションを図っています。 

リスクアセスメント会議
各種の工事を開始するにあたり、全協力会社お
よび当社責任者と担当者が、リスクの洗い出し
とその安全対策を実施しています。

安全大会
お客様およびサイトの全作業員が参加した安
全大会が開催されています。KYK（危険予知活
動）の実演、安全宣言、安全表彰および参加賞
の配布などで盛大な大会となっています。
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■Global Toyo HSSE活動
　当社および当社グループ各社は、全ての国・全ての地域

で同一レベルの安全管理を実施するために、安全統一基準

（Global Toyo HSSE Standard）を制定し、その徹底を図る

Global Toyo HSSE活動を推進しています。

　この推進のために、当社および当社グループ各社のHSSE
責任者は、年2回一同に会して、安全活動計画と実施状況お
よび課題と対策の安全管理活動に取り組んでいます。

　当社および当社グループ各社は、今後も確固たる安全文

化の確立に努めます。

■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、従業員一人ひとりの安全に対する意識

を高めるために、2006年8月から役員を含む全従業
員を対象とした全社安全教育を行っています。

　また、受講後もデータの更新・追加資料を配布

し、安全文化の一層の定着に向けたフォローアップ

を行っています。

　全社安全教育と並行して、対象部門と対象者を絞った「リスクアセスメント」、「OHSAS18001 労働安全衛生マネジメ

ントシステム」、「建設業法 施工体制台帳」などの教育も行っています。

●PM （Project Manager） に向けた安全教育補足資料の配布  
　国内外サイトでは、安全の仕組みの構築と確実な運用に加え、PMが率先してサイトの全作業員の安全意識のレベル

を上げることが重要と認識しています。そこで、全PMに対して参考となる安全教育補足資料の配布を行っています。　

　安全教育補足資料には、安全管理のポイントおよび安全に関する最新情報が盛り込まれています。

●社内安全表彰  
　当社では2008年に、安全表彰基準を改訂しました。　
　これまでの社長表彰は、ある一定規模以上の無事故・無災害で工事を完了したプロジェクトを対象としていました。

今回の改訂ではこれに加え、工事進行

中での連続無休業災害達成のプロジェ

クトも表彰の対象としました。

　2008年度は計11プロジェクトが社
長表彰の対象となりました。

　社長表彰とは別に、 計5プロジェクト
がSQE推進委員長表彰を受けました。

Global Toyo HSSE責任者会議
参加した当社グループ各社： ◦Toyo-Japan  ◦Toyo-Korea  ◦Toyo-India 

◦Toyo-China  ◦Toyo-Malaysia　　

社長表彰（一例）
•  Shell Eastern Petroleum （Pte） Ltd. 殿向け 
プロジェクト：連続無休業災害 1,500万時間
• Indian Oil Co., Ltd. 殿向けプロジェクト： 
連続無休業災害 1,500万時間

SQE推進委員長表彰（一例） 
• ダイキン工業（株）殿向けプロジェクト： 
無事故・無災害での完工　
• 武田薬品工業（株）殿向けプロジェクト： 
無事故・無災害での完工　

社内安全教育資料 建設業法 施工体制台帳講習会



●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。当社ではこのようなデータを

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、全社および各サイトへフィードバックされていま

す。今回は、2008年7月～2008年10月までの304件のデータについて分析を行いました。

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 （%）

発生時間 午前 39.1 午後 33.9 早朝 10.9 昼前  8.9 夜 7.2

原因
物 飛来・落下 59.3 土砂崩れ 11.4 火災  9.8 爆発・破裂  3.3 漏れ 0.8

人 つまづき・転倒 36.8 墜落・転落 21.5 激突 17.5
挟まれ・
巻き込まれ  8.8

高温・低温への
接触 6.1

どうして
事故が

起こりそうに
なったか

人 確認せず 21.4
状況に対応
できなかった 11.2 よそ見  8.5 整理整頓不足  7.9 1人KY実施せず 7.7

作業 KYK不十分 61.1 1人作業 22.2

指示ミス  2.8
調査不足  1.4

その他 5.5
混在  1.4

長時間  2.8
計画ミス  1.4

TBM未実施  1.4

物 養生不良 26.5
保護具・
用具の不良・
不備・不着用

21.7 安全設備不備 14.5 定期点検なし 10.8 足場不良 9.6

⑵ 分析結果に対する対策
以下に示す対策を指導し、ヒヤリハットの再発防止に努めています。
① ｢発生時間｣で午前中が多いことへの対策
 ◦朝の作業前に、朝礼、KYK（注1）、TBM（注2）の確実な実施と作業手順の確認
 ◦作業開始前に、作業員全員が作業場所を回り、周囲の状況を把握

② ｢原因｣で飛来･落下およびつまづき･転倒が多いことへの対策
 ◦毎日の整理整頓および危険箇所への養生・対策の実施
 ◦事故およびヒヤリハット事例を参考にした教育の実施

③ 「どうして事故が起こりそうになったか」でKYK不十分への対策
 ◦KYKを主催するメンバーへの社内マニュアルに従った教育の実施
 ◦KYカードを用いた1人KY（注3）の実施

（注1）KYK（危険予知活動）とは、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。
（注3）1人KYとは、作業員各自が作業直前に、「KYカード」（危険予知の自問カ－ド）を用いて行うKYKです。
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•••事故におけるLessons Learned （過去の教訓事例） •••

■落下・倒れ事故

状況  「分解炉内の反応管（ラジアントコイル）を切断して撤去する」という工事中に、一部の
結合部を残し部分的に切断された下部の反応管を吊っていたチェーンブロックを、別
のチェーンブロックに交換しようとして外した。その後、作業員が下部反応管に設置し
てあったプラズマ切断アース用端子に足を掛けた時に、突然反応管の結合部が破断
し、下部反応管が落下した。落下した反応管が被災者の顔面右側にあたり、保護眼
鏡が割れ、破片により右目上部に裂傷を負った。

原因  ●事前の連絡を行わず、チェーンブロックを交換するために外した。 
●荷重を掛けるべきでない場所（プラズマ切断アース用端子）へ足（体重）を掛けた。 
●作業内容に適した作業台を使用しなかった。

対策 ⑴  サイトで行った対策
  ● 分解炉コイル切断作業の手順書を見直した（落下防止用ジャッキの設置、部

分切断方法の変更、踏み台の改造など）。
  ●関係する全作業員に対して、作業手順の修正を説明し、徹底した。
  ⑵本社で行った対策
  ● 類似災害防止のため、直ちに全サイトへ向けて事故報告を行い、注意を喚起

した。
  ● 社内マニュアルを改訂し、作業手順の修正を行った場合のリスクアセスメント

の再実施を規定した。

■落下事故

状況  高所作業車を移動させるためにクレーンで吊り上げていたところ、地上から約20ｍ
の高さで吊り上げ用のナイロンスリングが突然切れ落下した。幸いにも人的損害は無
かったが、下にあった設備が破損した。

原因  ◦吊り具の選定ミス
   高所作業車の吊り上げ用ラグ4箇所それぞれに 8トンと表示があった。この場合、

総吊り上げ荷重は32トン （4箇所×8トン）である。作業責任者がそれを高所作業車
の総吊り上げ荷重8トンと勘違いして、4トン仕様のナイロンスリング4本を使用した。
吊り具の選定間違いであった。

対策 ⑴  サイトで行った対策
  ● 全ての高所作業車に全重量の表示板を付けた。
  ●吊り上げの際の安全係数を明確にし、作業手順書に明記した。
  ●吊り上げ作業関係者に対して特別講習を実施し、作業手順の再確認を行った。
  ⑵本社で行った対策
  ● 類似災害防止のため、直ちに全サイトへ向けて事故報告を行い、注意を喚起

した。
  ● 定期的な本社による安全監査に加え、臨時の安全監査を行い、サイトでの対

策指導を実施した。

炉床

炉壁

反応管

チェーン
ブロック

一部の結合部を残し
部分的に切断された箇所

アース用端子

高所作業車

吊り上げ用ラグ
4箇所
8トン表示

吊り上げ用ラグ
4箇所
8トン表示

ナイロンスリング4トン仕様ナイロンスリング4トン仕様


