
日時：

＜1回目＞２０２２年 １１月２４日 １０:００～１２：００

＜2回目＞２０２２年 １１月２４日 １４:００～１６：００

場所：Teams会議

認定作業責任者制度
特別教育
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TBテクノグリーン

協力会社 災害防止研究会



1） 安全唱和

2） 認定作業責任者制度の概要

3） 作業責任者の役割

4） 構内ルールと作業責任者の心得について

5） パトロール等での主な不具合事例

6） 災害発生のメカニズム

7） 理解度調査テスト

8） 作業責任者の方へお願い

9） 安全唱和

10）参考資料

本日の教育内容
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1)安全唱和
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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。
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2)認定作業責任者
制度の概要
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認定作業責任者とは？

本日の『認定作責制度特別教育』を受講して頂き、カリキュラムの後半に実
施する筆記試験において合格した方を『準』認定作業責任者と認定します。
準認定作業責任者は後日（随時）実施する施工現場での弊社評価によ
り管理能力が「優秀」と認められた場合、認定作業責任者として認定証を発
行します。

全トヨタ作業責任者資格保有者を対象にワンランク上の施工管理を行って
いただくため、TBテクノグリーン（以下弊社）が独自に定めた制度。

導入の経緯
2013～14年に作業責任者が直接指揮に携わっているにも関わらず、施工
に伴う不具合が多発。第三者に怪我を負わせる災害まで発生させた。
再発を防止し、より高いレベルでの施工現場管理を行うためには、全トヨタ作
業責任者教育だけでは施工現場の諸問題に対応するには不十分で有ると
の結論に達した。
そこで弊社にて施工現場に則した追加の教育を行い、高いレベルでの現場
管理が出来る作責を育成し、積極的に弊社の現場に登用することで不具
合・災害の再発防止につなげることとした。

認定作業責任者となるには
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×
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×
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3）作業責任者の役割
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当該工事の
「会社トップの分身であり

安全を作業の中に織り込む人」

作業責任者とは

現場では人・物・資機材などが動いており刻々と変化しています。
それにより不安全行動や・不安全状態も変化している為、作業全
体の状況を作業責任者が指揮・監督・指導する必要があります。

「安全衛生責任者(職長)」

※作業責任者の資格を持つ者がいない
と構内作業をすることが出来ない。

＜オールトヨタG＞ ＜一般＞

※安全配慮義務を全うするために現場
に常駐することを定められている。
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※作業責任者は他社の作業責任者や工事責任者と連絡調整出来る能力が求められる。
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変化点・異常時は、作業を止めて、工事責任者へ連
絡し、指示を受け安全を確認したうえで作業を再開す
る

関係部署と協議し、５TBM臨時開催後再
開する

（止める、呼ぶ、待つの徹底）
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4）構内ルールと
作業責任者の心得について
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構内ルール①

ドレスコード
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一般作業ドレスコード①

※作責は作業者の模範となるよう自ら実践し作業者の指導にあたってください。

長袖ボタン止め

10:13

(2)
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一般作業ドレスコード②

※作責は作業者の模範となるよう自ら実践し作業者の指導にあたってください。

(2)

10:15
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一般作業ドレスコード③

※作責は作業者の模範となるよう自ら実践し作業者の指導にあたってください。 10:17

(3)
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その他のドレスコード

※作責は作業者の模範となるよう自ら実践し作業者の指導にあたってください。

服装編

(1)

10:20

×
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高所作業時のドレスコード

※作責は作業者の模範となるよう自ら実践し作業者の指導にあたってください。 10:21

(2)
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構内ルール②

始業前の確認事項
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始業前確認事項
電動機械器具の定期点検

・6か月ごとに使用している電動
機械器具の導通確認と絶縁抵抗
（1ＭΩ以上合格）及び外観点検を
必ず行う。
・合格したものに点検シールを張り付ける。
点検時期と点検済シールの有効期限は
下記の通りとする。

対象となる電動機械器具類
電動工具（電気カッター、電動ドリル）
及び電気使用機器（コードリール、溶接機）等

点検未実施、または不合格の器具は
持ち込まない。
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構内ルール③

構内での行動
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構内ルールの再周知① 23/66



構内ルールの再周知② 24/66



構内ルール④

KYMと5段階TBM
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作責の役割の一つとしてRA記録表から危険・有害要因の抽出が挙げ
られます。 RA記録表の作業工程から『急所や危険ポイント』を拾い出
し、 朝礼時の【KYM】で作業者に対して具体的な危険ポイントを説明
します。これらのコミュニケーションの場では作業者に対して安全な施工
が出来る様に指揮・指導・監督する事が求められます。

工責者
による

作責者
による

RA ＫＹＭ

工事計画と作業現場とのズレを修正する

ＫＹＭ

※作責の重要なミッションです。
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※記入手順（例）
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＜背景＞
工事現場の安全確保のためには、
作業の各段階毎の
作責による細かな指示・指導・支援が必要。
5段階TBM(ツール・ボックス・ミーティング)
は変化点時・休憩後にミーティングを行う事を
言う。

作責は、RA記録表の残留リスク
などを使って作業指示を工夫し、一日を通じて
緊張感の持続に努める。

作業者の体調も作業環境等により刻々と変化し
ます。作業者の体調確認も併せて行うようにして
下さい。

※作責の重要なミッションです。
5段階TBMの実施とは
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昼礼

15時

終礼朝礼

10時

RA記録表に基づいたフォローを行う

＜目的＞

1)必ず、各休憩後や変化点後に
全員集まり実施する

2)各段階毎のハイリスク及び危険個所の発見
やヒヤリハットなどを相互確認しあう

＜運用方法＞

3)休憩後以外でも工事計画の変化点時
には必ず実施する

変化点

1段階

2段階

3段階

4段階

5段階

臨時開催

5段階TBMの運用について 29/66



5段階TBMの記入について

※作責は工事開始前に工事管理板に掲示し、各段階で5段階TBMを実施。
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作業責任者の心得
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作業責任者の心得

・作業者の不安全行動を見て見ぬフリをしない
・年上だからと遠慮して、教育・指導を怠って
はならない
・指導及び教育したことは記録に残す
・作業責任者は現場を離れてはならない

ひとたび災害が発生すれば・・・
監督責任を免れることはできないことを忘れてはならない

※作業責任者は事業主から任された権限の中で、事業者としての責任を果たす。
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災害発生時の責任とは

救助

報告

現場保存

労災かくし

犯罪
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労働安全衛生法による責任追及
(主要なもの)
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労働安全衛生法による責任追及
(主要なもの)
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重大災害発生
（忘れられない、忘れてはいけない事故）

一命はとりとめたが、
第１級障害者の認定を受ける
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この事故の処理・顛末

平常より安全管理をしっかり行う大切さを改めて心に刻む事となる。
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5）パトロール等での
主な不具合事例
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不具合事例（ドレスコード）

粉塵作業で布マスク着用

＜危険要素＞
・通常のマスクでは粉塵は防げない。
・じん肺等の疾病につながる恐れ有り。

＜ポイント＞
・行う作業に対して正しい保護具を着用する事。
・使用方法・着用方法も定められた通り、正しく行う
事。

ヘルメット下にタオルを着用

＜危険要素＞
・ヘルメットの装着が緩くなり、墜落又は転倒した際
にヘルメットが脱げ、直接頭を打つ可能性が高まり
非常に危険。

＜ポイント＞
・ヘルメット下の被り物はタオルに限らず原則禁止。
・ヘルメット下装着用として安全器具メーカーが専
用に開発した製品に限り着用は可能。
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不具合事例（２S）

通路に脚立放置

＜危険要素＞
・第三者の躓き・転倒

＜ポイント＞
・資機材は作業及び客先に邪魔にならないように仮
置き。
・仮置き場所は工事名・作業責任者等の必要な表
示を行い、区画。
・仮置き場も2Sを徹底する。

作業エリアの2S不足

＜危険要素＞
・作業者の躓き・転倒
・２S不足による思わぬ災害
（切傷・感電・火災等）

＜ポイント＞
・作業エリア内は常に2Sを心掛ける。
・不要な物は持ち込まない。
・使用が終わった資機材はこまめに片付ける。
・作業に必要なスペースを予め正しく計画し、客先と
調整の上、必要なスペースを確保する。
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不具合事例（電動工具）

電工ドラムに漏電ブレーカー無し

＜危険要素＞
・電動工具の漏電が感知できない。
・漏電した工具を接続し、客先配電盤等のブレーカ
ートリップにより重大な影響。

＜ポイント＞
・電工ドラムは必ず漏電ブレーカー付きのものを使用
する。
・電工ドラムも必ず定期点検、始業前点検を行う。

点検未実施の電動工具を使用

＜危険要素＞

・漏電等による作業者の感電。
・漏電した工具を接続し、客先配電盤等のブレーカ
ートリップにより重大な影響。

＜ポイント＞
・電動工具は必ず定期点検（1回/6ヶ月）を実施
する。
・点検を行い合格した工具には指定の点検済シール
を貼り付ける。
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不具合事例（工事管理板）

4ラウンド法で実施出来ていない

＜危険要素＞
・当日の作業における最重要リスクを見落とし、重大
な災害に繋がる恐れが有る。

＜ポイント＞
・KYMは全員が意見を出し合い行う。
・4ラウンド法で実施し、当日の作業で特に高いリスク
について十分な対策を立て、全員で共有する事。

５TBM未実施

＜危険要素＞
・作業の各段階における危険ポイントや変化点を見
落とし、重大な災害に繋がる恐れがある。

＜ポイント＞
・5段階TBMはRAやKYMなどを使用し、朝礼後・
各休憩後に全員でこの後の作業について安全・危
険ポイント・変化点等の確認を行う。
・必ず工事管理板に掲示する事。

KYM ５TBM
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不具合事例（工事管理板）

工事開始時に工事完了分までチェック

＜危険要素＞
・安全対策等のチェックが正しいタイミングで出来てお
らず、チェックの機能を果たしていない。

＜ポイント＞
・安全等のチェックは定められた正しいタイミングで行
う事。
・チェックリストは毎日1項目ずつ確認した上で、確認
・記入する事。

客先立会者のサイン無し

＜危険要素＞
・許可を得ないままの保護メガネ未着用は生産設備
の影響等により思わぬ災害を招く恐れ有り。

＜ポイント＞
・客先立会者に保護メガネ未着用の理由を説明し
、了解を得た上で必ず判断書にサインを貰う。

チェックシート 保護メガネ判断書
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不具合事例（工事管理板）

ロックアウト記録の未記入者有り

＜危険要素＞
・ロックアウトキーの管理が出来ておらず、重大な災
害につながる恐れ有り。
（感電・挟まれ等）

＜ポイント＞
・ロックアウトを行う場合は全員分の鍵番号、貸与・
返却時間を必ず記入し、管理する事。
（管理を怠れば重大災害に繋がる。）

労災加入期間期限切れ

＜危険要素＞
・労災保険未加入者は万一の災害の際に十分な
補償が得られない可能性が有る。

＜ポイント＞
・入場する全ての作業者が請負内容と雇用形態に
適した労災保険に加入しているかを確認する。
・中小事業主、一人親方は特別加入制度の労災
保険の加入を必要とする。
・労災保険の未加入者はトヨタ紡織構内での作業
を行うことはできない。

ロックアウト記録 労災加入証明書
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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。
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不具合事例の報告（環境）
構内道路ハンプ接着剤硬貨不良による接着剤の流出について

〈要 因〉 ①材料（接着剤）の特性を理解・確認せず、使用
使用条件に適さない接着剤使用及び作業計画が原因

②環境リスクに対する知識・感度不足

万一敷地外に流出していれば近隣を巻き込んだ重大環境災害に！

安全と同じく環境事故も重大なリスクとなります。
十分な計画と配慮をお願いします。

雨によって接着剤が流出

〈概 要〉 構内道路に取り付けたハンプ（5か所において接着剤が硬
化しておらず雨によって接着剤が流れ出た。
※側溝への流出なし
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6)災害発生のメカニズム
不安全行動や不安全状態に対する指摘からの是正へ

作業責任者の『これくらいなら良いだろう』と言う気の緩み
『計画外の作業・予定以外の作業手順であってもやってしまえ』という
横着…それらの気の緩みや怠慢がやがて重大な事故や災害が呼び寄
せてしまう事を忘れてはいけない。
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ハインリッヒの法則

ハインリッヒの法則とは…１つの重大事故の背景には２９の軽微な
事故があり、さらにその背景には３００のﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄが存在するという
統計的な経験則です。

３００：２９：１と言う統計的な数字はともかくハインリッヒが
最も強く主張しているのは『不安全行動』に対する警告です。
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事故は単独発生でなく複数の事象の連鎖から発生

スイスチーズモデルの理論より
左記の図にあるチーズに例えた
防護壁上の穴を危険因子がすり抜けて
(貫通)事故に至るというモデルケースです。

個人によるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰだけでなく複数の
人々によってもたらされるﾋｭｰﾏﾝｴﾗｰ、組織
的な要因等によっても事故は発生します。

重要なのは危険因子が『穴を通らない』
『穴を小さくする』或いは『穴をずらす
(例：混在作業をなくす)』などの対策
によりリスク低減を図ると言う事なのです。
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異常・変化点における是正のプロセス

では、我々が携わる作業において

『変化点』とはそもそも何か？を詳しく
解説したいと思います。

※一例
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工事の前には現地調査や図面を作成したりして工事着手から工事完
了までの様々な計画を立てます。

ところが工事が実際に開始されると様々な変化や変更が入り、通りに
工事が進まない事があります。

この様な変化や変更を見過ごしたり、そのまま工事を進めたりすると
後々大きなリスクを発生させることに繋がります。

変化点とは？
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具体的な変化点とは？

作責の変更、作業者変更、人数の変更、体調の変化、有
資格者の変更、客先立会者の変更など

使用材料変更、使用数量の変更など

使用する工具・機械の変更、工具・機械の台数の変更、工
具・機械の故障など

作業方法の変更など

変
化
点
の
4M

その他にも・・・・
天候の変化、工程の変更、予期せぬ混在作業、予期せぬ停電、ボードを撤去したら
予定外のUTTが出てきた・・・・・・

などなど
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具体的な変化点とは？

作責の変更、作業者変更、人数の変更、体調の変化、有
資格者の変更、客先立会者の変更など

使用材料変更、使用数量の変更など

使用する工具・機械の変更、工具・機械の台数の変更、工
具・機械の故障など

作業方法の変更など

変
化
点
の
4M

その他にも・・・・
天候の変化、工程の変更、予期せぬ混在作業、予期せぬ停電、ボードを撤去したら
予定外のUTTが出てきた・・・・・・

などなど

この様な場合に異常が
発生する

リスクが高まる
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変化点発生時の対応について

工事停止後に関係者（立会者・工責・作責）を交えて変化点対応について
の協議を行い、客先立会者より工事再開の許可が得られた場合は必ず最初

に工責が再RAを必ず立案する。
作責：再RAを基に再KYMを実施し、工事を再開させて下さい。

尚、工事立会者、工責の許可や指示なく工事の再開をする事は
出来ません。

変化点が発生したら『止める・呼ぶ・待つ』
作責：変化点が発生した場合は躊躇なく工事を止める。

↓

工事責任者を呼ぶ。
↓

工事責任者が来るまでそのまま待つ。

厳守
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作業責任者の安全心得
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7）理解度調査テスト
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＜理解度調査テストの進め方＞

③表面の【理解度調査】
裏面の【施工管理に於ける意識調査と安全の誓い】

については
【施工管理に於ける意識調査と安全の誓い】に必ず
ご署名後頂きます様お願いします。

①回答時間は15分間です。
【始め！】と【止め！】の合図は
厳守してださい。

②時間は5分間です。
＜施工管理に於ける意識調査と安全の誓いの進め方＞

※1問につき5点で合格ラインは17問以上です。(85点以上)
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8）作業責任者の方へ

お願い

58/66



足場歩行時に踏み外し災害
外部足場での作業中に労働災害発生

〈要 因〉 ①使用前点検を実施したが、
災害場所は見落としていた
②作業が終了し、注意力が
散漫になっていた

お願い事項（同災害からの教訓）
①歩行や作業する全てのエリアを必ずチェックの
実施。また、隙間が広がりにくい足場の組み方
の実施。
作業者も隙間に気づいたら作責へ連絡する。
②退場するまでは気を引き締めて作業を実施

〈概 要〉 ・プレス工場耐震補強工事で
で柱に干渉する配線の迂回
工事を外部足場を使用し
実施していた
・工事完了後、足場から下りる
途中で踏板の隙間（8.5㎝）
に足を踏み外し受膝を受傷
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まとめ：
この様な状況に対して当社はもちろん、客先までもが大変危機感を感じています。
その様な状況にも拘らず現場では依然として『これくらいなら良いだろう』と言う気の
緩みがあちこちで見受けられます。
これらの気の緩みを今一度正し、『基本』『手順』を大切にし、丁寧な仕事をお願い
します。

作業責任者に向けたお願い

パトロールを通して何度も現場教育を実施し、対策を講じても依然として不具合が続い
ています。

課題：直近の不具合を検証すると
①工責、作責双方が仕入先安全基準＆外来工事作業要領＆環境に

対する理解がされていない
②工責、作責双方が仕入先安全基準＆外来工事作業要領＆環境に

対する理解をしているにも関わらず作業現場で実践していない
と言った現状が見て取れます。

10:56

(4)
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作業責任者に向けたお願い 61/66



緊急事態宣言の発令について

本日受講されている作責の皆様へ
現在弊社では2022年1月末の自社施工
現場による労働災害の発生を機に、
左記に記載されている通り

『緊急事態宣言』を発令しております。

現在客先様からは
・『しっかり基本事項の徹底が現場で実施されているのか？』
と現場に対して大変危機感を以っておられます。

『安全は全てに優先する』
我々が携わる仕事では安全に対する意識を作業
に携わる全ての人が持つ事が非常に重要です。
『基本手順』『構内ルール』をしっかりに実践し、繰
り返し続けていけば必ずや平常心で安全に対する
意識が定着するようにになります。
その点をご理解いただき皆様のご協力をお願いし
ます。
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9)安全唱和
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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。
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最後に

作業責任者の職務を完遂し
｢安全を作業の中に織り込む人」
で有り今後も、ご活躍を
祈念します。

ＴＢテクノグリーン協力会社 災害防止研究会

65/66



本日の資料掲載先について
http://www.tb-technogreen.com/

・ユーザー名：tbtg

・パスワード：tggreen
当社ＨＰ
からも

アクセス可能
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参考資料
※作業者全員の命を預かる責任者として

知っておくべき豆知識です。

×



※高所作業に携わる方対象

①墜落制止用器具の
再点検ついて

×

出典：厚生労働省



再周知「新規格品：墜落制止用器具」の買い替えについて

×



再周知「新規格品：墜落制止用器具」の買い替えについて

まとめ：未だに新規格適合の墜落制止用器具以外を使用されている作業者を見
かけます。法律で定められたものでありますので速やかに購入して下さい。

×



「規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について

あなたの持っている墜落制止用器具は大丈夫ですか？
厚生労働省が安全性確保の為、買取試験した結果、
一部で能力を満たしていない物があると判明しました
下記の墜落制止用器具は使用しないで下さい

厚生労働省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24070.html

(HP掲載情報)

No メーカー 型番

10
Tzizhou Naiante Rope

Mesh Belt Factory
QS6JT079

11 OKMJN 不明

12 Xben NEACKB91150

13 xuuyuu XD-A9523

14 XINGONG XGD-2

15 Golmud 不明

16 ROTOSAFETY 不明

17 株式会社正真 ランヤード：SHOSHIN-L

No メーカー 型番

１ LiBatter
フルハーネス：Z-Y
ランヤード：EAB-II

2 Yaegoo 不明

3 Ounona
フルハーネス：Q-Y
ランヤード：RY-001

4 Xben 不明

5 ミドリ・ブリッジ GBC-H-1

6 HW GLOBAL PRO-TA-023

7 CompuClever 不明

8 Xben 不明

9
Tzizhou Naiante Rope

Mesh Belt Factory
SCQDD021

No メーカー 型番

18 Yaegoo 不明

19
Gear-n-
Gadgets

不明

20 LiBatter 不明

21 LiBatter 不明

22

Tzizhou 
Naiante Rope

Mesh Belt 
Factory

SGDY009

23

Tzizhou 
Naiante Rope

Mesh Belt 
Factory

SCQBK056

<フルハーネス型> <胴ベルト型>

×



②特定化学物質障害
予防規則改正対応ついて

出典：厚生労働省
都道府県労働局
労働基準監督署

※金属アーク溶接に携わる方対象

×



詳細

×



とは？

詳細

×



前ページ

詳細

×



詳細

×



詳細

×



詳細

×
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詳細

×



現場溶接施工業者に向けた改正上のポイント〈まとめ〉

ここで記載されている同等以上の措置
とは

全体換気装置は〈動力〉による換気
装置が必要で、換気装置がない場
合については設置が求められる。

※尚、換気能力に規定はなし。

つまり、窓を開けた程度の換気〈風〉は
上記の同等の措置に該当しない。

これまで各社で実施していた
『じん肺健康診断』は、特殊健康診断
とは別に行う必要がある。

特定化学物質への位置付けにより、
厳格な管理と作業環境の整備が求め
られる。
しかし必要な措置のうち、曖昧な点や
表現が含まれている事からも微妙な
判断が求められるのも事実。
その為各社の規模や環境により、取り
組む必要のある項目も様々な為、
詳細は各都道府県の労働基準監督
署に問い合わせる事が最良である。

×



③石綿障害予防規則等
関連法令について

※建築物・工作物等の解体・改修に携わる方対象

×

出典：厚生労働省



この部分の対応を

お願いします。

×

建築物の改修工事とは？

建築物に現存する材料に何らかの
変更を加える工事であって、建築物
の解体工事以外のものをいい、リフォーム、
修繕、各種設備工事、塗装や外壁補修
等であって既存の躯体の一部の除去・切
断・破砕・研磨・穿孔（穴あけ）等を含
みます。

石綿が使用されていないと判断する方法

※（ア）・（イ）以外と 木材・金属・石・ガラス等の石綿が明らかに含まれていない物
以外は全て《みなし石綿》となる



×


