
役割分担（案）

①司会進行役 ：ツチヤ産業㈱ 横山部長
②開会時の安全唱和 ：㈱豊通マシナリー 生田室長
③閉会時の安全唱和 ：菱栄工機㈱ 園田室長
④PC操作（資料） ：小野電気㈱ 清水課長

※①～③のご担当者様につきましては原稿をご用意
致します。



TB協力会の今後の活動
について

2022年度 第2回「定例研修会」

・日時：２０２２年 ２月２８日(火)

・場所：Teams会議

トヨタ紡織㈱ 外来工事 安全衛生協力会

1

BGM

https://www.bing.com/videos/search?q=%e7%99%92%e3%81%97%e3%81%ae%e9%9f%b3%e6%a5%bd&ru=%2fsearch%3fq%3d%25E7%2599%2592%25E3%2581%2597%25E3%2581%25AE%25E9%259F%25B3%25E6%25A5%25BD%26form%3dANNH01%26refig%3de4a6d6c7f7ff42889590b82b70029d77%26pc%3dU531%26sp%3d2%26qs%3dLT%26pq%3d%25E7%2599%2592%25E3%2581%2597%25E3%2581%25AE%26sk%3dPRES1HS1%26sc%3d10-3%26cvid%3de4a6d6c7f7ff42889590b82b70029d77&view=detail&mid=DE4CC2D814F710ED6F17DE4CC2D814F710ED6F17&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV


１.出席者全員による安全唱和・・・（５分）

２.会長会社挨拶・・・（５分）

３.トヨタ紡織㈱の“寄り添い活動”について・・・（１０分）

４. TB外来工事安全衛生協力会の“寄り添い活動”の概要について

・・・（１０分）

５.作業現場確認会（現場安全点検）の進め方について

・運用マニュアルの解説・・・（１５分）

・動画による補足解説・・・（５分）

６. 『変化点管理不十分による不具合の傾向と対策』について

・・・（１５分）

７.ご講演『これからの寄り添い活動』について［仮］・・・（４５分）

８.閉会挨拶・・・(２分) 

９.出席者全員による安全唱和・・・(５分)

１０.連絡事項について・・・(３分) 
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１．出席者全員による
安全唱和

絶対に災害を起こさない、起こさせない様、
ルールを順守徹底し

『ゼロ災で行こう ヨシ!』

トヨタ紡織㈱安全衛生協力会

㈱豊通マシナリー 生田 智之
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かまえて！
絶対に災害を起こさない、起こさせない様、ルールを遵守徹底し、
『ゼロ災で行こう ヨシ！』
『ゼロ災で行こう ヨシ！』 『ゼロ災で行こう ヨシ！』 『ゼロ災で行こう ヨシ！』
ありがとうございました。

本日ご参加いただいている皆様にお願い：
安全唱和を行っている間は外面右上のマイクのボタンをONにして
ご唱和下さい。
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２．会長挨拶

トヨタ紡織㈱安全衛生協力会 会長会社

㈱TBﾃｸﾉｸﾞﾘｰﾝ取締役 柴田 透
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３．トヨタ紡織の
“寄り添い活動”について
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トヨタ紡織㈱ いきいきグローバル安全衛生健康部
GM 中野 武様



４．TB外来工事安全衛生協力会の

“寄り添い活動”の概要について
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トヨタ紡織㈱安全衛生協力会 会長会社

㈱TBﾃｸﾉｸﾞﾘｰﾝ取締役 柴田 透



５．作業現場確認会
（現場安全点検）の進め方について
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9

知れないカモのセイバー君

トヨタ紡織㈱安全衛生協力会 会長会社

㈱TBﾃｸﾉｸﾞﾘｰﾝ安全推進本部 下村 正樹

５-１．運用マニュアルの解説
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工事台帳
（※作業現場確認会の開催日より少し前に工事情報を抽出して
いるため最新の工事計画は反映されておりません。）

ご参考
※会長会社から参加者の皆様に上記の資料をメール送信致します。
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当日の持参物（各種帳票の詳細）



23



24



ご参考
該当者別フロー図
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ご参考
該当者別フロー図
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ご参考
ランク別対処法
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ご参考
ランク別対処法
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ご参考
ランク別対処法

30



31



32



５-２．動画による補足解説
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知れないカモのセイバー君

トヨタ紡織㈱安全衛生協力会 副会長会社

新美建設工業㈱安全衛生部 増淵 鉱二



シーン①守衛所で当日の工事の確認・工場ロビーでの開始ミーティング
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補足動画再生

守衛所/保安室

・守衛所/保安室で確認する項目・作業
現場確認会全体の進め方。

https://youtu.be/ZTKgHG7pMAU
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シーン②各工事現場の確認

・参加者に『ポケテナシ』の徹底をお願いする。
・役割事の点検項目、指摘の対応方法等。

補足動画再生

各工場作業現場

https://youtu.be/NMm0d-b7lC4
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シーン③各工場ロビーでの終了ミーティング

補足動画再生

各工場ロビー

・現場点検における困り事、良かった事例、
指摘・指導事項についての意見交換等。

https://youtu.be/ubVFbHqvaFU


６．『変化点管理不十分による
不具合の傾向と対策』について
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トヨタ紡織㈱安全衛生協力会 副会長会社

新美建設工業㈱安全衛生部 花井 喜正知れないカモのセイバー君



－1－

TB協力会 災害ゼロ研究活動

外来工事における

「変化点管理不十分による不具合」
の傾向と対策

トヨタ紡織安全衛生協力会 運営委員会
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－2－

会員会社の皆様には、『変化点管理が不十分による不具合
事例』のご提出をいただきまして、誠に有難うございました。
データ集約・分析作業の中で、共通する傾向が明らかになりま
したので、対策と併せまして報告させていただきます。
是非、今後の安全施工の一助としていただければと思います。

ベテランも若手も生身の人間です。人間特性と個人の強み・
弱みを理解して、基本とルールを大切にすれば、必ずや不具合
の撲滅は実現できるものと信じております。
安全でお客様に安心いただける施工を推進して参りましょう。

ご安全に！

ご挨拶
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－3－

TB協力会 災害ゼロ研究活動 日付：

　「外来工事における変化点管理とは？」ヒアリングシート 御社名：

お名前：

「変化点対応」が上手くいかなかったため、不具合を発生させてしまった事例をご紹介下さい。

（社名は公表しません。貴重な生きた事例（ｻﾝﾌﾟﾙ）ﾃﾞ ﾀーとして活用させていただきます。）

１）不具合事例の概要を

　　ご記入下さい。

（右頁の該当する□を、■と上書きをお願いします。本シートに反映されます）

２）ポイントとなる変化点

　　の内容をご記入下さい

　　

３）「変化点対応」ができ

　　なかった理由をご記入

　　下さい

４）再発防止として講じた

　取組みがあればご記入

　下さい

５）補足などありましたら

　　追記をお願いします。

ご協力、誠にありがとうございました。

変化点管理不十分に

より発生した不具合

【変化点発生時期】

作業計画時 □

作業前 □

作業中 □

作業後 □
・該当するものに■

【不具合区分】 ・（人）の属性　（下記のいずれかに■）

man（人） □

machine（機械） □ ①～③の場合、下記のいずれかに■

material（材料） □ □ 錯誤（錯覚・思い違い）

method（方法） □ □ 不注意（うっかり・ぼんやり）

environment（環境） □ □ 横着（省略・近道・憶測）

management（管理） □ □ その他（　　　　　）

・該当するものに■（複数可）

□①工責  □②作責  □③作業者  □④客先  □⑤他

変化点管理不十分による不具合低減について

１）協力会会員会社より「変化点管理
と対応が不十分だったために発生した
不具合事例」を募集

２）４Ｍ手法にて不具合発生となった
原因を、要素別に集計

３）集計結果より、不具合がどのような
原因で発生するのか分析

４）外来工事において発生する様々な
変化点に対し、どのように対処すべき
かを考察
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変化点管理不十分による

不具合事例の傾向調査

－4－
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不具合発生時の層別分析と傾向

不具合発生時の作業：
75%がSTOP6に直結しやすい

不具合発生要素：
人、管理に関わるものが85%

不具合発生の主な起因者：
客先含む工事関係者それぞれ

人による不具合発生時の原因：
ヒューマンエラー85%

不具合発生時：
作業中以外でも30%発生

再発防止対策：
教育・標準作業化83%

① ② ③

④ ⑤ ⑥

－5－

N＝42 N＝68 N＝66

N＝48 N＝42 N＝42

85%の内訳

いつ発生するのか？
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工責原因：網羅的な工事計画の実施
作責・作業者原因：［止める・呼ぶ・待つ］

⑦

－6－

人別のエラー発生原因
N＝49

工責原因
（工事計画不十分）

35%

客先原因
（事前準備未実施）

33%

作責・作業者原因
（止める・呼ぶ・待つ未実施）

14%

作責原因
（再KYM未実施）

8%

その他
10%
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主な不具合事例（工責起因）

－7－
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主な不具合事例（客先起因）

－8－
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「変化点管理不十分による不具合」
撲滅のために

（工責・作責がすべきこと）

－9－
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考察と対応について

《考察》

①ヒューマンエラーを止めるには人間の行動特性を知る事が必要

②計画段階や作業前に実施する事をまとめる

③各セクション(工責、作責、立会者等)でヒューマンエラーを防止する体制作り

《各工事業者様への実施して欲しいお願い》

・人間の行動特性の理解

・変化点発生の未然防止することをまとめる

・変化点発生時にやるべきことをまとめる

－10－
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人間の行動特性の理解

工事に携わるすべての人（工責、作責、作業者…）
人間の負の行動特性を理解したうえで、仕事を進める。

（人間は誰しも間違いを犯しやすい）

・勘違いや思い込みが多くないか・・・
・気が散りやすい、よそ事を考えることが多くないか・・・
・横着、ショートカットしようとしていないか・・・等

《具体策》
「安全人間カルテ(無料)」トヨタ紡織㈱いきいきグローバル安全衛生健康部HPにて公開

https://www.a.toyota-boshoku.co.jp/

「安全行動調査(有料)」 中防災HPにて公開

https://www.jisha.or.jp/oshms/survey.html
されているので活用してください。

－11－
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び

変化点発生の未然防止すること・変化点発生時にやるべきこと

《工責の皆さま》
①客先と現地現物で打ち合わせし完成度の高い工事計画・RA作成

②客先へ前日に「お願い事項」「事前打合せ後の変化点」の確認

《作責の皆さま…》

①５段階TBMの確実な実施

②変化点発生時は勇気をもって「止める・呼ぶ・待つ」

→工責と再RA・再KYM新たな工事を始める心持ちで）

基本の徹底により、変化点を発生させない、

発生しても不具合を発生させないことにつながります。
－12－
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変化点発生の未然防止すること・変化点発生時にやるべきこと

－13－

《具体策》
「現場確認チェックシート(無料)」 を活用

トヨタ紡織㈱いきいきグローバル安全衛生健康
部HPにて公開されるので活用して下さい。

https://www.a.toyotaboshoku.co.jp/

「現場確認チェックシート」の
活用で情報のヌケ漏れ、思い
違いのない工事計画を立てる。
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「変化点管理不十分による不具合」
のモデルケースのご紹介

－14－
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不具合事例：工責に起因するケース［工事計画不十分］

－15－

この様な現場シチュエーションは要注意！！①

変化点を作らせない為のポイント：
客先ルールに照らし合わせた工事計画を立案する
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不具合事例：工責に起因するケース［工事計画不十分］

－16－

この様な現場シチュエーションは要注意！！②

変化点を作らせない為のポイント：
客先と現地現物での事前打ち合わせを確実にし、しっかり工事計画を立案する
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－17－

変化点を作らない為のポイント：
事前確認の徹底。やむなき場合は『止める・呼ぶ・待つ』『再KYM』を都度実施

この様な現場シチュエーションは要注意！！①

不具合事例：作責に起因するケース［止める・呼ぶ・待つ］
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－18－

変化点を作らない為のポイント：
予定外の出来事が発生したらまず『止める・呼ぶ・待つ』を実施

この様な現場シチュエーションは要注意！！②

不具合事例：作責・作業者に起因するケース［止める・呼ぶ・待つ］
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－19－

変化点を作らない為のポイント：
『止める・呼ぶ・待つ』『再KYM』を都度実施する事で変化点を生み出させない

この様な現場シチュエーションは要注意！！①

不具合事例：作業者に起因するケース［再KYM未実施］
56



『現場確認チェックシート』のご提案

会長会社㈱TBテクノグリーンでは、工責と客先が現場での事前調査で正確
な工事計画を立案するために「チェックシート」を活用しています。

同シートについて

①工事概要：
（工事名や工事内容、ストップ６の有無や環境項目等）

②事前調査確認事項：
高所作業や電気取り扱い作業の有無、埋設物・支障物
の有無、化学物質・石綿リスクの調査など実に様々な
項目について調査を実施しエビデンスとして残す取り組み
をしています。

－20－
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不具合事例：工責・客先に起因するケース［事前準備未実施］

－21－

この様な現場シチュエーションは要注意！！①

変化点を作らせない為のポイント：
客先と現地現物での事前打ち合わせを確実にし、工事計画を立案する
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不具合事例：客先に起因するケース［事前準備未実施］

－22－

この様な現場シチュエーションは要注意！！②

変化点を作らせない為のポイント：
客先と現地現物での事前打ち合わせを確実にし、工事計画を立案する
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－23－

《トヨタ紡織㈱いきいきグローバル安全衛生健康部 和田室長様より》

知れないカモのセイバー君

安全大会や、様々な研修会の場などで他社の不具合事例を目の当たりにする事
もあるかと思います。そんな時何処かで

・『他人事の不具合だから…』
・『変化点管理不十分による不具合』って良くわからない
とか思っていたりしませんか？。

これらの不具合がいつ何時この資料に目を通す皆さんの身に起こるかもしれません。
本日ほんの一部ですが他社の変化点管理不十分による不具合事例を紹介して
いますが、『わが身事として』捉えていただき今後の自社の安全施工に繋げていた
だく様お願いします。
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（ご参考資料）

・安全人間カルテ（ご提供:トヨタ紡織様 ）
・安全行動調査（ご紹介:中央労働安全防止協会)
・現場確認チェックシート（ご参考:TBﾃｸﾉｸﾞﾘｰﾝ）

－24－
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「安全人間カルテ］のご紹介

安全行動について見直すツールとして「安全人間カルテ」をご紹介します。

PR①

※こちらは無料となります。

－25－

トヨタ紡織㈱いきいきグローバル安全衛生健康部HPにて公開されるので
活用して下さい。

https://www.a.toyota-boshoku.co.jp/
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不具合事例（その他）

出入口扉前での脚立作業

＜危険要素＞
・区画無し、監視無し。
・脚立補助者無し。
・不安定姿勢作業。

＜ポイント＞
・扉付近や通路はいつ第三者が現れるか分かりませ
ん。
エリア区画し、監視人を配置。
・脚立作業は補助者を付ける等した上で、安定した
姿勢で行う。

駐車車両の輪止め未実施

＜危険要素＞
・荷の積み下ろし等の振動や道路勾配により、車両
が動き出し人や物と接触→重大事故の可能性が
有る。

＜ポイント＞
・車両を駐車する場合は必ず輪止めを行う。
（乗用車を駐車場桝内に駐車する場合に限り免
除。）

・輪止めの設置位置は運転席側の前輪。
・車を移動する場合は輪止めの取り外しを忘れない
事。

PR 『安全人間カルテ』のご紹介

質問の例
［本人チェック用シート］
※作責に向けて実施

STEP.1

－26－
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不具合事例（その他）

出入口扉前での脚立作業

＜危険要素＞
・区画無し、監視無し。
・脚立補助者無し。
・不安定姿勢作業。

＜ポイント＞
・扉付近や通路はいつ第三者が現れるか分かりませ
ん。
エリア区画し、監視人を配置。
・脚立作業は補助者を付ける等した上で、安定した
姿勢で行う。

駐車車両の輪止め未実施

＜危険要素＞
・荷の積み下ろし等の振動や道路勾配により、車両
が動き出し人や物と接触→重大事故の可能性が
有る。

＜ポイント＞
・車両を駐車する場合は必ず輪止めを行う。
（乗用車を駐車場桝内に駐車する場合に限り免
除。）

・輪止めの設置位置は運転席側の前輪。
・車を移動する場合は輪止めの取り外しを忘れない
事。

PR 『安全人間カルテ』のご紹介

質問の例
［上司チェック用シート］

STEP.2

－27－
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不具合事例（その他）

出入口扉前での脚立作業

＜危険要素＞
・区画無し、監視無し。
・脚立補助者無し。
・不安定姿勢作業。

＜ポイント＞
・扉付近や通路はいつ第三者が現れるか分かりませ
ん。
エリア区画し、監視人を配置。
・脚立作業は補助者を付ける等した上で、安定した
姿勢で行う。

駐車車両の輪止め未実施

＜危険要素＞
・荷の積み下ろし等の振動や道路勾配により、車両
が動き出し人や物と接触→重大事故の可能性が
有る。

＜ポイント＞
・車両を駐車する場合は必ず輪止めを行う。
（乗用車を駐車場桝内に駐車する場合に限り免
除。）

・輪止めの設置位置は運転席側の前輪。
・車を移動する場合は輪止めの取り外しを忘れない
事。

PR 『安全人間カルテ』のご紹介

質問の例
［第3者2名による
チェック用シート］

STEP.3

－28－
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不具合事例（その他）

出入口扉前での脚立作業

＜危険要素＞
・区画無し、監視無し。
・脚立補助者無し。
・不安定姿勢作業。

＜ポイント＞
・扉付近や通路はいつ第三者が現れるか分かりませ
ん。
エリア区画し、監視人を配置。
・脚立作業は補助者を付ける等した上で、安定した
姿勢で行う。

駐車車両の輪止め未実施

＜危険要素＞
・荷の積み下ろし等の振動や道路勾配により、車両
が動き出し人や物と接触→重大事故の可能性が
有る。

＜ポイント＞
・車両を駐車する場合は必ず輪止めを行う。
（乗用車を駐車場桝内に駐車する場合に限り免
除。）

・輪止めの設置位置は運転席側の前輪。
・車を移動する場合は輪止めの取り外しを忘れない
事。

PR 『安全人間カルテ』のご紹介

評価結果
［判定］

STEP.4

－29－
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不具合事例（その他）

出入口扉前での脚立作業

＜危険要素＞
・区画無し、監視無し。
・脚立補助者無し。
・不安定姿勢作業。

＜ポイント＞
・扉付近や通路はいつ第三者が現れるか分かりませ
ん。
エリア区画し、監視人を配置。
・脚立作業は補助者を付ける等した上で、安定した
姿勢で行う。

駐車車両の輪止め未実施

＜危険要素＞
・荷の積み下ろし等の振動や道路勾配により、車両
が動き出し人や物と接触→重大事故の可能性が
有る。

＜ポイント＞
・車両を駐車する場合は必ず輪止めを行う。
（乗用車を駐車場桝内に駐車する場合に限り免
除。）

・輪止めの設置位置は運転席側の前輪。
・車を移動する場合は輪止めの取り外しを忘れない
事。

PR 『安全人間カルテ』のご紹介 STEP.5

安全人間カルテ
［生成］

－30－
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不具合事例（その他）

出入口扉前での脚立作業

＜危険要素＞
・区画無し、監視無し。
・脚立補助者無し。
・不安定姿勢作業。

＜ポイント＞
・扉付近や通路はいつ第三者が現れるか分かりませ
ん。
エリア区画し、監視人を配置。
・脚立作業は補助者を付ける等した上で、安定した
姿勢で行う。

駐車車両の輪止め未実施

＜危険要素＞
・荷の積み下ろし等の振動や道路勾配により、車両
が動き出し人や物と接触→重大事故の可能性が
有る。

＜ポイント＞
・車両を駐車する場合は必ず輪止めを行う。
（乗用車を駐車場桝内に駐車する場合に限り免
除。）

・輪止めの設置位置は運転席側の前輪。
・車を移動する場合は輪止めの取り外しを忘れない
事。

自動判定で手軽に結果が分かります

上司による指導ツールになります

－31－

PR
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※こちらは有料となります。

PR②

－32－

［安全行動調査］のご紹介

中防災HPにて資料の概要が掲載されているのでご参考にして下さい。

https://www.jisha.or.jp/oshms/survey.html
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https://www.jisha.or.jp/oshms/survey.html


中央災害防止『安全行動調査』のご紹介

PR

11:41

(4)

質問の例（一部） 個人プロフィールの例

工事関係者の「エラー傾向」/「パーソナリティ傾向」を客観的に理解し、安全
行動について見直すことが出来ます。

－33－
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調査の仕方は、調査票に、各個人が左の例にある日常の行動に関す
る78の質問に『はい、いいえ』のどちらかをチェックするだけ。
チェックした調査票を該当の協会に送付するだけで右の図の様な安全
行動診断結果が簡単に出ます。



2.中災防「安全行動指針」について

検査結果として個人ごとの『あなたの安全行動診断結果』データが提供さ
れます。

これには下記の４つのエラー傾向と８つのパーソナリティー傾向を定量的に
マークし、診断結果から見た総合的なアドバイスが得られます。

1.同ツールの特徴

－34－
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4.分析結果の活用法

検査対象自身が自分の行動特性を理解するとともに、上司が検査対象者の安全
行動傾向を織り込んだ人員配置をするなどの指針となる有益な情報をもたらすツー
ルです。

－35－

3.アウトプットから得られる分析結果
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5.費用

資料掲載先【中災防】：
https://www.jisha.or.jp/oshms/survey.html

－36－
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［現場確認チェックシート］
のご紹介

PR③

※こちらは無料となります。

－37－

TB外来工事安全衛生協力会の会長会社である㈱TBテクノグリーンでは工事

責任者に作業現場での事前調査事項を見える化する事を目的とした「現場
確認チェックシート」を活用しています。
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『現場確認チェックシート』のご提案

同シートについて

①工事概要：
（工事名や工事内容、ストップ６の有無や環境項目等）

②事前調査確認事項：
高所作業や電気取り扱い作業の有無、埋設物・支障物
の有無、化学物質・石綿リスクの調査など実に様々な
項目について調査を実施しエビデンスとして残す取り組み
をしています。

－38－

PR
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７．ご講演
『これからの寄り添い活動』について

［仮］
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豊田安全衛生マネジメント㈱

講師 ○○ ○○様知れないカモのセイバー君



資料作成中
2/10頃迄に作成して
いただく様依頼済

－4－
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８．閉会挨拶



９．出席者全員による
安全唱和

絶対に災害を起こさない、起こさせない様、
ルールを順守徹底し

『ゼロ災で行こう ヨシ!』

78

トヨタ紡織㈱安全衛生協力会

菱栄工機㈱ 園田 弘秋



かまえて！
絶対に災害を起こさない、起こさせない様、ルールを遵守徹底し、
『ゼロ災で行こう ヨシ！』
『ゼロ災で行こう ヨシ！』 『ゼロ災で行こう ヨシ！』 『ゼロ災で行こう ヨシ！』
ありがとうございました。

本日ご参加いただいている皆様にお願い：
安全唱和を行っている間は外面右上のマイクのボタンをONにして
ご唱和下さい。
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１０．連絡事項について



ご安全に!!

END
知れないカモのセイバー君
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